
計画登載額 当初予算要求額 二次査定額

款 費目 事業コード 事業名 （千円） （千円） （千円）

1 資産管理課 02 総務費 01022400 庁舎管理費
市庁舎設備改修事業
（防水更新）

市庁舎の施設設備の改修を行います。
・防水改修(高層部）
・防水改修(低層部）

35,869 35,869 35,869

2 こども課 03 民生費 01034200 さんさん館管理運営費
子育て支援施設管理運
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照明設備改修 4,212 4,212 690

3 市民協働課 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。

外壁改修，塗装・屋上防水工事実施設計・工
事，トイレ洋式化交換工事，LED照明リース

28,124 28,327 25,735

4 市民協働課 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（1），トイレ便器交
換（1），空調機更新（2）

50,000 63,116 30,486

5 商工観光課 07 商工費 01070400 まいん管理運営費
市街地活力センター「ま
いん」

老朽化したトイレ及び給湯室の改修を行い，インキュベーション施
設利用者等の利便性の向上を図ります。

トイレ改修工事 12,113 12,604 11,670

6 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。

更衣室床改装，玄関日除け暖簾設置，浴室
循環濾過タンク補修，更衣室ロッカー更新，
大広間給茶器更新，

21,835 21,226 7,767

7 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，育苗ハウス等自動制御
盤及び天窓改修

2,332 2,331 0

8 都市計画課 08 土木費 01083900 市営住宅管理費
公営住宅等長寿命化計
画改定業務委託

公営住宅等長寿命化計画に基づき，施設の適切な点検及び修
繕，データ管理を行い，ライフサイクルコストの縮減に努めます。

公営住宅等長寿命化計画の見直し 5,249 5,249 5,249

9 施設整備課 08 土木費
01083500
01083600

都市公園管理費
森林公園管理運営費

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 21,956 2,500 2,500

10 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。

炉内台車交換，主燃焼炉セラミック補修，3次
燃焼炉セラミック補修，火葬炉バーナー修
繕，火葬炉監視カメラ設置工事

13,410 13,409 13,409

11 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 10,113 9,840

12 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 6,999 6,999
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13 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（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。

龍ケ崎小学校管理棟屋根防水改修実施設
計・改修工事，長山中学校校舎屋根防水改
修実施設計・工事，

58,785 62,695 62,695

14 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。

建具改修工事（中根台中） 3,000 3,445 3,273

15 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（床張替え）

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。

図書室・PC室・視聴覚室・校長室床張替工事
（龍小・久保台小）

8,060 8,122 8,122

16 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（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。

キュービクル交換工事（川原代小） 10,476 15,336 14,569

17 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（西小，愛宕中） 7,000 7,517 7,141

18 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（エアコン更新）

良好な教育環境を維持するため，耐用年数を経過したエアコンの
更新を行い，夏場の学習効果の向上を図ります。

GHPエアコン更新工事（城ノ内中PC室） 8,000 0 0

19 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（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（久保台小・城ノ内
小・中根台中）

3,554 3,721 3,535

20 教育総務課 10 教育費 01104200 中学校施設英美事業
小・中学校施設整備事
業（空調設備）

教育環境の改善のため，全特別教室へ空調設備を設置します。 中学校実施設計 5,872 5,872 5,872

21 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 6,000 5,562 5,284

22 教育総務課 10 教育費 01104200 中学校施設英美事業
小・中学校施設整備事
業（ＬＥＤ照明）

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。

愛宕中・中根台中体育館LED化工事 17,516 17,734 17,734

23 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）

定期的な調査により，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 8,110 5,940 5,940

24 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，非常用照明更新
（LED化）工事

135,278 157,270 59,409

25 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階和室改修実施設計・防犯カメラ設置工事
実施設計・工事・空調劣化部品交換・外壁打
診検査

8,770 8,770 7,960

26 生涯学習課 03 民生費 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。

プレハブ増設分
第二プレハブ分

10,186 10,186 10,186

27 生涯学習課 03 民生費 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
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28
スポーツ・国体推
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。

たつのこｱﾘｰﾅ屋上防水改修工事，防水改修
工事設計，建築物定期調査，オゾン浄化装
置更新工事，LED交換工事，高砂体育館落
下防止工事，LED交換工事，ｱﾘｰﾅ全熱交換
器修繕工事，ｱﾘｰﾅ風除室改修工事

98,848 90,357 90,357

29 教育センター 10 教育費 01102200 教育センター管理費
教育センター屋上防水・
外壁塗装・トイレ改修等
工事

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
り老朽化が進んだ設備等を更新します。

屋上防水・外壁塗装工事，1階男女トイレ・職
員男女トイレ改修工事

25,085 43,864 43,864

30
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，設備保守・修理

16,000 16,000 15,000

31 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 3,614 3,614 3,614

653,846 679,552 522,361「施設更新」　合計

3


