
事業内容
計画登載額

（千円）
予算要求額

（千円）
2次査定額

（千円）

令和2年度当初予算案

96,000
橋梁の修繕設計業務委託，補修
工事

12 道路整備課 1082180 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。

1,600 1,529
横断歩道橋長寿命化修繕計画
策定

2,527

12,800 8,602

11 道路整備課 1082180 橋梁維持補修事業
橋梁及び横断歩道橋の長寿命化修繕計
画策定事業

橋梁及び横断歩道橋の損傷程度の評価、健全性の診断を行
うために、原則として５年に１回実施します。

16,225橋梁定期点検 16,90510 道路整備課 1082180 橋梁維持補修事業 橋梁及び横断歩道橋の定期点検事業
橋梁及び横断歩道橋の健全性の診断を実施し，予防的修繕
を行います。

30,000

17,000

30,000
カーブミラー設置，転落防止柵
設置，ポール設置，区画線設置

9 道路整備課 1081700 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。

9,900

30,000

0
用地測量，境界画定，不動産鑑
定

8 道路整備課 1082150 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。

130,000 130,000
道路改良工事，舗装工事，舗装
修繕工事

130,000

0

7 道路整備課 1081900 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。

3,000

156,000 56,000
橋梁詳細設計，鉄道近接施工影
響解析，用地買収，埋蔵文化財
試掘調査

156,000

農業生産基盤の整備（計画調査
作成）

6 道路整備課 1081950 市道第1-380号線（佐貫3号線）整備事業
市道第１-380号線（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。

5 農業政策課 1062100 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
盤を総合的に整備し、安定した農業経営を確立するとともに、
経営体（担い手）を育成・支援し農地集積を促進、生産性向
上を目指します。

33,500

2,500 2,500

農業生産基盤の整備

40,000

33,500 33,5004 農業政策課 1062100 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
盤を総合的に整備し、安定した農業経営を確立するとともに、
経営体（担い手）を育成・支援し農地集積を促進、生産性向
上を目指します。

3 危機管理課 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。 ＣＤ１型消防ポンプ自動車（2台）

ＡＥＤ賃貸借 4,976

41,140 40,000

3,390 3,3902 危機管理課 1090600 防災活動費 公共施設設置ＡＥＤ更新 公共施設設置のＡＥＤをリース契約で更新します。

No. 課等名 事業コード 予算事業名 事業名 事業概要･目的

1 危機管理課 1090600 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。

中期事業計画「インフラ整備・維持更新」（R2）【2次査定】

960 960ＡＥＤ賃貸借 1,449
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No. 課等名 事業コード 予算事業名 事業名 事業概要･目的

30,000 30,000遊具更新，施設改修 30,00024 都市施設課 1083500 都市公園管理費 公園施設改修事業
公園の安全対策の強化を図り，適切な施設点検・維持管理を
行うことで，長寿命化対策を図ります。

2,948 2,948 2,948

経営戦略策定業務委託 8,866 8,866 8,866

計画策定検討業務委託 11,000

23 下水道課 3010200 下水道事務費
下水道事業ストックマネジメント実施方針
策定事業

下水道施設の適切な管理について，中長期的な視点で優先
順位を付けながら改修・維持管理を行っていくためのストック
マネジメント計画策定を行います。

ストックマネジメント計画策定に
係る実施方針策定

22 下水道課
3010200
4010150

下水道事務費
農業集落排水事務費

下水道事業経営戦略策定事業
下水道事業の現状分析・評価を行い，計画的かつ合理的な
経営を行い中長期的な基本計画である経営戦略を策定しま
す。

1,232 1,232

非常通報装置更新工事 18,700

21 下水道課 3010200 下水道事務費 下水道事業広域化計画策定検討事業
板橋・大塚地区の農業集落排水処理場を廃止し、公共下水
道に統廃合することで、処理場管理運営に係るコストの縮減
を図ります。

20 下水道課 3010600 公共下水道管理費 下水道施設非常通報装置更新事業
非常通報装置が設置から15～20年程度経過し，故障が散見
されることから，更新作業を行います。

4,000 4,000人孔鉄蓋交換 4,000

7,480 6,325

改築工事 20,000

19 下水道課 3011000 公共下水道改築等工事 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。

18 下水道課 3011000 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、排水能力の維持、向
上を図ります。

231,315

22,320 22,320

電気・機械設備工事17 下水道課 3011000 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、排水能力の維持、向
上を図り、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。

48,000 48,000
排水路工事，水路転落防止柵設
置，排水路補修工事設計

48,000

231,315 231,315

16 下水道課 1082600 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・農地の冠水
や浸水被害を解消します。

45,000 45,000公共下水道管渠整備 60,00015 下水道課 3010900 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。

8,459 4,950 4,950幹線道路除草作業14 道路整備課 1081500 道路維持補修事業 幹線道路除草業務委託（新規路線）
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。

9,130 9,130ポンプ交換，配電盤交換 9,13013 道路整備課 1081600 道路排水管理費 雨水排水ポンプ場修繕（新規）
市内18か所の雨水排水ポンプ場について，老朽化した施設
を順次更新します。

2 


