
計画登載額 当初予算要求額 予算案

款 費目 事業コード 事業名 （千円） （千円） （千円）

1 財政課 02 総務費 010022400 庁舎管理費
市庁舎改修事業（外壁塗装）
【新規事業】

市庁舎の施設設備の改修を行います。 外壁塗装 121,924 141,944 141,944

2 情報管理課 02 総務費 01023050 電算管理費 市庁舎電算棟2階サーバー室内空調機器更新
電算棟サーバー室内の空調機器老朽化に伴い機
器の更新及び更新後のメンテナンスを行います。

空調機器更新 19,382 19,382 20,746

3 社会福祉課 02 民生費 01031300 ふれあいゾーン管理運営費 ひまわり園改修工事
老朽化した建物等の改修工事を行い，健全な施設
の管理運営を行います。

・新館改修工事
・ＰＡＳ交換工事
・合併浄化槽改修工事

14,674 14,674 14,674

4 こども課 02 民生費 01034200 さんさん館管理運営費 さんさん館管理運営費
安全・安心な施設運営及び利用者の快適性向上
のため，老朽化した施設整備を計画的に更新しま
す。

ＬＥＤ照明リース 1,380 717 717

5 介護福祉課 02 民生費 01031200 総合福祉センター管理運営費 総合福祉センター設備維持等
総合福祉センター利用者の安全を確保するため
に，井戸水のろ過機ろ材交換及び多目的室へ空
調設備の設置を行います。

・ろ過機ろ材交換工事
・空調機設置工事 4,790 4,290 4,290

6 スポーツ都市推進課 10 教育費 01106100 社会体育事務費
社会体育施設の長寿命化計画策定事業
【新規事業】

文部科学省インフラ長寿命化計画に基づく，社会
体育施設の長寿命化計画を策定します。

体育施設長寿命化計画の策定 5,567 5,562 2,962

7 スポーツ都市推進課 10 教育費 01106600 総合運動公園等管理運営費 たつのこアリーナ等改修事業
たつのこアリーナ等の施設を常に良好な状態に保
ち，長寿命化を図るため，計画的な改修を行いま
す。

総合運動公園等管理運営（機器
修繕・交換等）

10,530 14,042 13,602

8 スポーツ都市推進課 10 教育費 01106610 総合運動公園リニューアル事業
テニスコート改修事業
【新規事業】

龍ヶ岡テニスコートの維持管理を図るため，改修を
行います。

龍ヶ岡テニスコート照明設備工事
及び人工芝張替工事(6面）

87,264 96,085 96,085

9 コミュニティ推進課 02 総務費 01024200 市民活動センター管理運営費 市民活動センターの計画的更新
安全・安心な施設運営及び利用者の快適性向上
のため，老朽化した施設整備を計画的に更新しま
す。

・LED照明リース
・下水道排水設備工事
・非常照明・誘導灯更新工事

584 11,298 11,298

10 コミュニティ推進課 02 総務費 01024300 市民交流プラザ管理運営費 市民交流プラザ屋外照明LED工事
施設の長寿命化及び安全・安心な施設運営を図る
ため，LED化を実施します。

屋外照明LED化工事 1,672 1,672 1,672

11 コミュニティ推進課 ― ― ― ―
長戸コミュニティセンターの建替え
【新規事業】

施設の老朽化や駐車場不足等の問題を抱えてい
るとともに高齢化の著しい長戸地区の福祉避難所
としての建設します。

新長戸ｺﾐｾﾝ基本構想、基本設計
業務委託

1,667 0 0
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12 コミュニティ推進課 02 総務費 01024900 コミュニティセンター管理費 コミュニティセンター設備の計画的更新
施設の安全性確保や利用者の利便性向上及び省
エネ環境に配慮するため，計画的に改修工事を実
施します。

・トイレ給排水衛生設備更新（龍ケ
崎西・久保台）
・駐車場整備（馴柴）

50,000 55,482 41,138

13 交通防犯課 02 総務費 01025350 駐輪場管理運営費 市営駐輪場維持更新事業
施設利用者に安全に利用してもらうため，老朽化
した自転車ラックの修繕を行います。

・自転車ラック修繕（佐貫駅東） 836 836 836

14 農業政策課 06 農林水産業費 01060800 農業公園湯ったり館管理運営費 湯ったり館改修事業
利用者の快適性・安全性の向上と施設の長寿命
化を図るため，老朽化した設備を計画的に改修し
ます。

衛生器具改修，浴室循環濾過ﾀﾝｸ
補修，ポンプ類整備，乗用芝刈機
購入，県南水道切替工事

14,178 15,041 12,907

15 農業政策課 06 農林水産業費 01060900 農業公園農業ゾーン管理運営費 農業公園交流ターミナル改修事業
利用者の快適性・安全性の向上と施設の長寿命
化を図るため，老朽化した設備を計画的に改修し
ます。

・自動ドア修繕工事
・ﾋﾞｼﾞﾈｽ電話機更新
・県南水道切替工事
 ・育苗ハウス自動制御板及び天窓
 改修

3,296 3,782 2,173

16 環境対策課 04 衛生費 01042400 斎場管理運営費 斎場施設改修事業
老朽化が進行する施設整備や耐用年数経過が見
込まれる火葬炉設備を改修することで，設備の延
命化を図り，安定した運営を行います。

市営斎場照明LED化工事 9,213 9,213 5,043

17 都市施設課 08 土木費 01083500 都市公園管理費 公園施設改修事業
市民が安心，安全かつ快適に利用できるよう，既
存の公園の長寿命化対策及び計画的な改築・更
新を行います。

・遊具更新
・施設改築

34,182 34,182 34,182

18 都市施設課 08 土木費 01083600 森林公園管理運営費 森林公園活用構想業務委託
森林公園の官民連携手法及び事業スキーム（枠
組み）の検討を行います。

 森林公園官民連携業務委託 7,128 7,458 0

19 教育総務課 10 教育費 01103300 小学校施設整備事業
小・中学校施設整備事業
（屋上防水・屋根改修・外壁防水・塗装改修）

老朽化等による設備の損傷等について，計画的に
改修を行うことで機能回復を図り，教育環境の向
上を図ります。

大宮小木造校舎部分塗装工事 3,000 4,653 4,653

20 教育総務課 10 教育費 01104200 中学校施設整備事業 中学校施設整備事業（建具改修工事）
老朽化等による設備の損傷等について，計画的に
改修を行うことで機能回復を図り，教育環境の向
上を図ります。

城ノ内中建具改修工事 3,806 4,018 4,018

21 教育総務課 10 教育費
01103300
01104200

小学校施設整備事業
中学校施設整備事業

小・中学校施設整備事業
（電気設備改修）

老朽化等による設備の損傷等について，計画的に
改修を行うことで機能回復を図り，教育環境の向
上を図ります。

PAS交換工事（大宮小・長山中）
5,009 2,550 2,550

22 教育総務課 10 教育費
01103300
01104200

小学校施設整備事業
中学校施設整備事業

小・中学校施設整備事業（消防設備改修）
法定点検に基づく設備の不具合箇所等について，
計画的に改修を行うことで安全・安心な学校施設
を維持します。

消防設備改修工事 7,000 5,578 5,578

23 教育総務課 － － － － 小・中学校施設整備事業（空調設備）
教育環境の改善のため，特別教室へ空調設備を
設置します。

・中学校特別教室空調設備工事
（理・音・美・ＰＣ室）
・小学校特別教室空調設備工事
実施設計

151,660 0 0
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24 教育総務課 10 教育費 01103300 小学校施設整備事業 小・中学校施設整備事業（給食用昇降機改修）
老朽化等による設備の損傷等について，計画的に
改修を行うことで機能回復を図り，教育環境を改善
します。

給食用昇降機改修工事（八原小・
長山小）

4,992 4,947 4,947

25 教育総務課 10 教育費 01103300 小学校施設整備事業 小学校施設整備事業（校庭遊具改修）
老朽化等による設備の損傷等について，計画的に
改修を行うことで機能回復を図り，教育環境を改善
します。

 遊具改修工事・定期点検 6,600 6,567 0

26 教育総務課 10 教育費 01103300 小学校施設整備事業 小学校施設整備事業（総量）
各小学校の教育環境の向上を図るため，施設の
改修・更新を適宜実施します。

施設・設備の老朽危険個所の改
修工事

10,000 11,049 11,049

27 教育総務課 10 教育費 01104200 中学校施設整備事業 中学校施設整備事業（総量）
各中学校の教育環境の向上を図るため，施設の
改修・更新を適宜実施します。

施設・設備の老朽危険個所の改
修工事

7,000 7,690 3,575

28 教育総務課 10 教育費 01104200 中学校施設整備事業 小・中学校施設整備事業（ＬＥＤ照明）
学校施設の照明設備の長寿命化，電力の消費を
抑える事でコスト縮減を図ります。

体育館LED化工事
（城ノ内中）

9,062 9,494 9,494

29 教育総務課 10 教育費
01103300
01104200

小学校施設整備事業
中学校施設整備事業

小・中学校施設整備事業
（学校施設長寿命化計画）

学校施設の現状を把握し，施設機能の保持と安全
を確保します。

学校施設長寿命化計画の策定 13,858 13,374 13,374

30 教育総務課 10 教育費 01103300 小学校施設整備事業
中学校施設整備事業（学校プール塗装）
【新規事業】

経年劣化により，プールの塗装面が剝がれている
ため，再塗装します。

久保台小プール塗装工事 6,187 7,830 7,830

31 文化・生涯学習課 10 教育費 01105900 文化会館管理運営費 文化会館大規模改修
利用者が安全に安心して施設を利用できるよう，
経年劣化等により老朽化が進んだ施設・設備等を
更新します。

非構造部材耐震化工事(天井・電
気) 98,867 75,172 89,114

32 文化・生涯学習課 10 教育費 01105700 図書館管理運営費 中央図書館改修工事
中央図書館の施設・設備を改修・更新し，館内に
おける読書環境や学習環境の充実を図ります。

・1階和室改修工事
・備品購入一式
・昇降機交換工事

34,925 49,842 40,050

33 文化・生涯学習課 10 教育費 01105800 歴史民俗資料館管理運営費 歴史民俗資料館大規模改修
利用者が安全に安心して施設を利用できるよう，
経年劣化等により老朽化が進んだ施設・設備等を
更新します。

 外灯更新（LED化）工事
3,830 2,926 0

34 文化・生涯学習課 10 教育費 01034400 放課後児童健全育成事業 学童保育ルーム施設整備事業（八原小）
待機児童の抑制を図るため，児童の利用増加に
伴い，仮設教室を設置します。

プレハブ増設分 7,592 7,592 7,592

35 文化・生涯学習課 10 教育費 01034400 放課後児童健全育成事業 学童保育ルーム施設整備事業（城ノ内小）
待機児童の抑制を図るため，児童の利用増加に
伴い，仮設教室を設置します。

第二プレハブリース 6,532 6,532 6,532
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36 教育センター 10 教育費 01102200 教育センター管理費 旧馴馬小学校体育館・プール解体工事
経年劣化等により老朽化が進んだ設備等を解体・
撤去します。

旧馴馬小学校体育館・プール解体
工事

73,556 73,554 73,554

37 学校給食センター 10 教育費 01106900 新学校給食センター建設事業 龍ケ崎市学校給食センター整備事業

現行の学校給食センター第一調理場・第二調理場
を一元化し，新たな給食センターを建設することに
より，衛生機能強化による食の安全向上と効率的
な運営を行います。

・DB契約支援
・地質調査 104,000 14,570 14,570

38 学校給食センター 10 教育費 01106800 学校給食運営費
学校給食センター更新工事
（第一調理場・第二調理場）

安定して給食の提供ができるよう，老朽化した施
設や厨房機器の改修及び更新を行います。

・洗浄機・揚物機等大型機械修理
・ボイラー配管等修理

15,000 15,000 13,000

39 議会事務局 01 議会費 01010400 議会事務局費 議場放送設備更新
老朽化した議場放送設備の機器更新を行うことに
より，安定した議会運営を行います。

議場放送設備リース 3,647 3,614 3,614

964,390 762,212 719,363「施設更新」合計
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