
計画搭載額 予算要求額 予算案

（千円） （千円） （千円）

事業名予算事業名

30,000

6 道路整備課

消防団車両の更新
CD-1購入　2台

3 40,000

国土調査事業
国土の開発及び保全並びにその利用の高度化に資するとと
もに、あわせて地籍の明確化を図るため、国土の実態を科
学的且つ総合的に調査する

5 農業政策課 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等の農業生産基盤を総
合的に整備，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
目指す

30,000

54,500

0

130,000130,000

地籍調査のうち測量業務委託　1件 2,00001080900 地籍調査事業

17,314

5,500

01081300 道路維持補修事業

01082000 橋梁維持補修事業

危機管理課 消防施設整備事業
購入後２０年の経過を目安に，老朽化した消防団車両の計
画的な更新を図る

道路除草３路線(向陽台地区、若柴・馴馬地区、藤ケ丘地区）

2,000

7,0007,425

1 危機管理課 公共施設設置AED更新 公共施設設置のAEDをリース契約により更新 2,127

2 危機管理課 市内24時間営業コンビニストアへの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

2,127

766 766

01090600 防災活動費

中期事業計画「インフラ整備・維持更新」（R4）【予算案】
令和4年度

課等名No.
事業内容

事業概要･目的

130,00014 道路整備課 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，幅員の狭い路線，路面老朽路線などを改良する

道路改良工事・舗装工事・舗装修繕工事の総延長として2,000m程
度実施

 道路改良工事（切土），用地買収，不動産鑑定（時点修正），登記

 舗装修繕工事（路上再生），FWDたわみ量調査 68,000

50,200

332,800

54,500

71,000

11,000

318,000

12,000 0

20,800

 測量設計　L=150m　W=9.5m，境界確定　1式

13 道路整備課 市道第3-373号線外舗装修繕事業（路上再生）

つくばの里工業団地やそれに接続する道路は大型車の交通
量が非常に多く，舗装の老朽化が進んでいる。損傷箇所の
調査把握，適切な工法による計画的な修繕で舗装の長寿命
化を図る

12 道路整備課 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，道路拡幅を行う

11 道路整備課 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龍ケ崎市駅へのアク
セスを向上させるため、都市計画道路佐貫３号線を整備

道路整備課 市道第1-45号線整備事業
隣接する牛久市との行政界付近に位置し，県道八代庄兵衛
新田線を介して両市の市街地を結ぶ交通量の多い路線の歩
道新設や交差点改良等

10

9 道路整備課 交通安全施設整備事業（総量） カーブミラーやガードレールなどの交通安全施設の整備
カーブミラー設置30基，転落防止柵設置200m，区画線設置約
16.5km

01081500 交通安全施設整備事業

7 道路整備課 幹線道路除草業務委託(新規路線) 幹線道路(新規路線)除草を業者委託により実施 0

17,3148 道路整備課 橋梁及び横断歩道橋の定期点検事業
安全な道路環境実現のため、定期的な点検による状態の把
握及び健全性の診断を実施

橋梁定期点検（１５ｍ以下橋，６３橋分）※２巡目 17,061

4 農業政策課 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等の農業生産基盤を総
合的に整備，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
目指す

道路改良工事（表層工を除く）　Ｌ=227ｍ　Ｗ=8.5ｍ　境界復元・地
目変更登記

30,000

公共施設設置のAEDをリース契約により更新 2,715

農業生産基盤の整備（水路工，農道工） 48,000

農業生産基盤の整備（区画整理設計・測量）

18,150

5,000

48,000

5,000

40,000

市内24時間営業のコンビニエンスストアにAEDを設置 766

40,000

2,000

01090600 防災活動費

01090400 消防施設整備事業

01061600 土地改良整備事業

事業コード

01061600 土地改良整備事業

01081800
市道第1-380号線（佐貫3
号線）整備事業

01081900
市道第3-309号線整備事
業

01081700 道路改良事業
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計画搭載額 予算要求額 予算案

（千円） （千円） （千円）

事業名予算事業名

令和4年度

課等名No.
事業内容

事業概要･目的事業コード

5,108

30,030

7,568

31,053

32,485

39,400

76,000

4,000

5,108

30,030

7,568

40,229

39,400

1,811

10,463

人孔鉄蓋交換（10箇所）

76,000

4,000

23 下水道課 生活排水ベストプラン改定事業

都道府県構想である生活排水ベストプランについて，広域
化・共同化計画が長期的（20～30年）な整備・管理運営内容
を定めた計画として，都道府県構想を構成する計画の一部と
なるため，その内容を反映したものに改定する

43,76024 都市施設課 公園施設改修事業
公園の安全対策の強化及び改築・更新の平準化を図るため
の，長寿命化計画に基づいた遊具等の計画的更新・森林公
園の改修実施

31,053

茨城県生活排水ベストプランの広域化・共同化計画を踏まえた内
容の改定

遊具更新：４公園（１５基）・施設修繕：２施設
遊具新設：高砂第二街区公園(２基)※高砂環境整備委員会からの
要望
公園施設長寿命化計画改訂・緑の基本計画改訂

18 下水道課 公共下水道整備事業（汚水）
馴馬地区・西坪地区（長戸・八代）の公共下水道認可区域の
下水道管渠整備を推進し，水洗化を促進することで，生活環
境の向上を図り，河川等の水質保全に寄与する

43,380

野原町地区水路転落防止策設置工事（200ｍ）
豊田地区排水路工事（100m）
旧小貝川護岸改修工事（150ｍ）
光順田地区排水路改修（100.0ｍ）

76,000

公共下水道改築等事業
人孔鉄蓋等の破損、腐食等による事故等の未然防止や改
修，修繕に係る予算の平準化を図る

4,000

馴馬地区（補助事業）開削工法
西坪地区（市単独分）開削工法

19 下水道課 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・宅地・農地の
冠水や浸水被害を解消し，また，水の澱みをなくすことによ
り，蚊や匂いの発生を抑制し，生活の安全を守る

20 下水道課

30,030
令和3年度策定のストックマネジメント実施方針に基づく点検・調査
計画において，調査対象としたエリアの管渠及びマンホール等の
点検・調査の実施

5,108
農業集落排水処理施設全般に渡る機能診断調査の実施及びそれ
に基づく最適な改築・修繕計画である最適整備構想の策定

7,568

22 下水道課 下水道事業ストックマネジメント実施方針策定事業
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を策定し，下水道
施設の適切な管理を進める

21 下水道課 農業集落排水処理施設機能診断調査・最適整備構想策定事業

農業集落排水処理施設は供用開始から20年を迎え，今後老
朽化に伴う施設の改築・修繕が想定されるため，現状把握の
ための機能診断調査を実施し，その結果に基づき今後必要
な対策方法などを定めた最適整備構想（個別施設計画）を策
定することにより，改築・修繕・維持管理等を一体として最適
化を進める

17 道路整備課 橋梁の長寿命化修繕
橋梁の大規模修繕・改修に至らないよう、効果的な修繕を行
い、安全・円滑な交通を確保する

10,46316 道路整備課 雨水排水ポンプ場更新工事
市内18箇所ある雨水排水ポンプ場の老朽化した施設を順次
更新する

小屋排水ポンプ場　ポンプ　2台交換・配電盤　1基交換
庄兵衛新田排水ポンプ場　消音器　2台交換・ディーゼル機関消耗
部品　1式交換

10,463

2,023▲15 道路整備課 龍ケ崎市駅東口ロータリー駐車場機器更新
設置から36年以上経過し，老朽化や故障等が各所に見られ
る龍ケ崎市駅東口ロータリー駐車場機器の更新を行う

機器更新工事　料金精算機　1式交換　パークロック　サイン改修
駐車台数11台→12台

01081100 道路管理事務費

橋梁の修繕設計業務委託1件，橋梁補修工事1件 30,000

農業集落排水事業費用

公共下水道事業資本的支
出

公共下水道事業費用

01083300 都市公園管理費

01081400 道路排水管理費

01082000 橋梁維持補修事業

公共下水道事業資本的支
出

01082500 排水路整備事業

公共下水道事業資本的支
出
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