
○中期事業計画「インフラ整備」（H31）【予算案】

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 危機管理課 09 消防費 1090400 消防施設整備事業 消防施設整備事業 老朽化した消防団車両を計画的に更新します。
・小型動力ポンプ自動車(３台)
・指揮車（1台） 43,000 43,000 40,000

2 危機管理課 09 消防費
01090300
01090400

消防施設等管理費
消防設備整備事業

消防水利の整備【再掲】
火災発生時の消火作業で必要な水利を確保するため，防火
水槽・消火栓の新設や既存の水利の維持管理を行います。

・故障防火水槽の修繕
・消火栓の新設 4,000 5,400 4,000

3 危機管理課 09 消防費 01090600 防災活動費 防災貯留型トイレの整備【再掲】
地震災害時のトイレ対策として，防災貯留型仮設トイレを避難
所に指定されている公共施設等へ計画的に整備します。

防災貯留型トイレの整備 25,000 25,974 25,000

4 危機管理課 09 消防費 01091000 防災情報伝達設備整備事業 防災行政無線のデジタル化【再掲】
防災行政無線のデジタル化，難聴地区におけるスピーカー増
設等，災害時の円滑な情報伝達手段の確保を図ります。

実施設計 10,000 8,100 8,100

5 危機管理課 09 消防費 01090600 防災活動費 公共施設へのＡＥＤの設置 公共施設設置のAEDをリースで更新します。
ＡＥＤ賃貸借契約
（内更新40台） 2,643 1,603 1,651

6 危機管理課 09 消防費 01090600 防災活動費
市内24時間営業コンビニエンスストアへの
ＡＥＤの設置

市内24時間営業のコンビニエンスストアにＡＥＤを設置します。
ＡＥＤ賃貸借契約
（内更新32店舗） 3,817 1,612 1,612

7 財政課 02 総務費 01022600 自動車運行管理費 公用車の購入・リース（1） 公用車の順次更新を行い，運行の安全を確保します。 公用車リース（HV車）２台 522 693 693

8 交通防犯課 02 総務費 01024400 コミュニティバス運行事業
コミュニティバス停留所整備【再掲】
【新規事業】

停留所において上屋及びベンチを設置することで，利用者が
バスの到着を待っている間の快適性を向上させます。

・市役所バス停留所上屋新設工事
・市役所庁舎前駐車場駐車禁止工事
・市役所バス停車区画線設置工事
・既存市役所バス停留所上屋撤去工事

2,080 2,080 2,080

9 交通防犯課 02 総務費 01024400 コミュニティバス運行事業
バスロケーションシステム導入【再掲】
【新規事業】

コミュニティバス運行計画再編に合わせ，コミュニティバスにバ
スロケーションシステムを導入し，バス利用者に現在の運行状
況を提供することで，コミュニティバスの利便性向上や利用促
進を図ります。

・バスロケーションシステム初期導入費
・デジタルサイネージ（３箇所） 4,953 4,953 4,934

10 交通防犯課 02 総務費 01024400 コミュニティバス運行事業
関東鉄道竜ヶ崎駅バス待合室等整備【再
掲】
【新規事業】

関東鉄道竜ヶ崎駅にバス用の待合室を整備及びバス停留所
付近の路面にバス専用レーンを塗装し，利便性・快適性の向
上を図ります。

・待合室整備
・待合室備品
・路面ペイント工事
・竜ヶ崎駅貸店舗賃貸借

4,866 4,866 4,866

11 農業政策課 06 農林水産業費 01062100 土地改良整備事業 経営体育成基盤整備事業（川原代地区）

農地における区画整理や用排水路，農道などの農業生産基
盤を総合的に整備することで，安定した農業経営を確立し，経
営体（担い手）を育成・支援し農地集積を促進するとともに生
産性の向上を目指します。

農業生産基盤の整備 3,500 4,750 4,750

事業内容
事業名 事業概要

平成３１年度

No. 担当課
予算計上科目
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12 農業政策課 06 農林水産業費 01062100 土地改良整備事業 経営体育成基盤整備事業（大塚上地区）

農地における区画整理や用排水路，農道などの農業生産基
盤を総合的に整備することで，安定した農業経営を確立し，経
営体（担い手）を育成・支援し農地集積を促進するとともに生
産性の向上を目指します。

農業生産基盤の整備計画調査 4,500 4,000 4,000

13 道路整備課 08 土木費 01081950
市道第1-380号線（佐貫3号線）整
備事業

佐貫3号線整備事業
北竜台市街地方面や牛久市方面から佐貫駅へのアクセスを
向上させるため，都市計画道路佐貫３号線を整備します。

箱型函渠詳細設計
土地評価・不動産鑑定・補償調査・境界確定 46,000 46,000 46,000

14 道路整備課 08 土木費 01082000 市道第3-113号線整備事業 市道第3-113号線道路改良事業
主要道路美浦栄線から板橋地域への連絡道路を整備し，安
全で快適な道路環境を提供します。

境界復元・登記 3,500 3,500 3,500

15 道路整備課 08 土木費 01081900 道路改良事業 道路改良事業（総量）
生活道路の安全・快適性を確保するため，道路排水が不良な
路線，幅員の狭い道路，路面老朽路線など改良します。

道路改良工事・舗装工事・舗装修繕工事 180,000 180,000 180,000

16 道路整備課 08 土木費 01082150 市道第3-309号線整備事業 市道第3-309号線整備事業
旧長戸小学校の有効活用及び避難施設への誘導路確保のた
め道路拡幅を行います。

境界確定，不動産鑑定，土地評価，補償調査 10,000 9,900 9,900

17 道路整備課 08 土木費 01081700 交通安全施設整備事業 交通安全施設整備事業（総量）
交通事故を未然に防ぐため，カーブミラーやガードレールなど
の交通安全施設を整備するなど，交通危険個所の解消や交
通事故防止の安全対策に努めます。

カーブミラー設置工・ガードレール・ガードパイ
プ設置工・区画線設置工事 19,620 19,440 19,440

18 道路整備課 08 土木費 01082180 橋梁維持補修事業 橋梁の長寿命化修繕
事故の防止に努めるとともに，大規模修繕・改修に至らないよ
う，計画的に長寿命化を図り，安全な道路環境の提供に努め
ます。

・詳細調査2橋分
・修繕工事1橋分 40,000 53,799 53,799

19 道路整備課 08 土木費 01082180 橋梁維持補修事業 橋梁長寿命化修繕計画策定事業
龍ケ崎市の管理する橋梁について，適切な維持管理を行うた
め，５年ごとに橋梁長寿命化修繕計画の策定を行います。

橋梁長寿命化修繕計画の策定（15ｍ以下の
橋） 24,000 8,459 8,459

20 道路整備課 08 土木費 01081500 道路維持補修事業 幹線道路除草業務
良好な景観を確保するとともに，歩行者，運転手等の視界を
良好に保つことにより，交通事故の発生を予防するため，幹線
道路の除草を行います。

幹線道路除草作業 5,746 5,746 5,746

21 道路整備課 08 土木費 01081500 道路維持補修事業 建設機械リース
道路維持，修繕，復旧作業等において，迅速かつきめ細かな
対応を図るため，建設機械をリースにより確保します。

建設機械リース
ダンプトラック（1）
高圧洗浄車（1）
バックホウ（1）

4,692 4,208 4,216

22 下水道課 01 下水道費 03011000 公共下水道改築等工事 佐貫排水ポンプ場更新工事
ポンプ場設備の維持更新を行うことで，適正な排水能力を維
持し，ゲリラ豪雨や台風などの降雨による道路等の冠水を防
止します。

機械設備・電気設備更新工事 260,000 280,200 257,904
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23 下水道課 01 下水道費 03011000 公共下水道改築等工事 地蔵後中継ポンプ場更新工事
ポンプ場設備の維持更新を行うことで，適正な機能を維持しま
す。

機械設備・電気設備更新工事 46,000 36,000 36,000

24 下水道課 08 土木費 01082600 排水路整備事業 排水路整備事業
排水路を整備することにより，降雨による道路等の冠水や浸
水被害を解消します。

羽原地区，知手地区，川崎町護岸改修，出し
山町・野原町地区水路転落防止柵設置 91,500 91,500 80,000

25 下水道課 08 土木費 01082300 準用河川等管理費 準用河川等維持管理事業
調整池を含む準用河川3路線（八代川・西大塚川・横田川）及
びニュータウン地区界付近の水路などの維持管理を行いま
す。

維持管理 4,000 4,000 3,700

26 下水道課 08 土木費 01082300 準用河川等管理費 排水路維持管理事業
既存排水路の土砂等の清掃及び部分改修を行い，排水能力
の維持・悪臭の防止等を図ります。

維持管理 3,000 3,000 2,800

27 下水道課 030 下水道事業特別会計 03010900 公共下水道整備事業 公共下水道整備事業（汚水）
長戸・八代・馴馬地区の下水道管渠整備を行い，地域住民の
生活環境の向上と公共用水域の水質保全を図ります。

公共下水道管渠整備 60,000 57,000 55,700

28 下水道課 030 下水道事業特別会計 03011000 公共下水道改築等事業 公共下水道改築等事業
老朽化した人孔鉄蓋交換することにより，事故等の未然防止
に努めます。

人孔鉄蓋交換 5,000 5,000 3,000

29 下水道課 040 農業集落排水事業特別会計 04010300 農業集落排水施設管理費 板橋・大塚地区浄化センター修繕
継続的に設備の更新や修繕を行い，施設の長寿命化を図りま
す。

浄化センター修繕 3,300 3,300 3,000

30 下水道課 030 下水道事業特別会計 03010200 下水道事務費 下水道事業公営企業会計移行業務
資産状況・財政状況の明確な把握により，運営状況をコスト面
から分析し，中長期的な事業計画のもと，経営の効率化・健全
性を図ります。（平成３２年４月から公営企業財務会計に移行）

企業会計移行計算システム等の導入
固定資産評価・調査業務・法適用移行支援業
務・例規整備支援業務・公営企業会計システ
ム構築業務

18,095 14,557 14,557

31 下水道課 030 下水道事業特別会計 03010200 下水道事務費
下水道事業広域化計画策定検討業務
【新規事業】

板橋・大塚地区の農業集落排水処理場を廃止し，公共下水道
に統合することで，処理場管理運営に係るコストの縮減を図り
ます。

下水道事業広域化計画策定，基礎調査 8,662 6,457 6,457

941,996 939,097 895,864「インフラ整備」合計

3／3


