
○中期事業計画 「ふるさと龍ケ崎戦略プラン登載事業」 （H29） 【二次査定】

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 市長公室 02 総務費 01001500 男女共同参画推進費
龍ケ崎市男女共同参画基
本計画の改訂

新たな男女共同参画基本計画の策定 基本計画策定業務委託 2,300 2,300 2,276

2 市長公室 02 総務費 01002350 広聴事務費 市民参加機会の充実
・インターネット市政モニター制度の実施
・地域住民との意見交換会・かたらい広場
の開催

－ 66 53

3 危機管理室 09 消防費 01025700 非常災害用備蓄費
災害備蓄の充実と災害時
応援協定等の拡大

・備蓄品充実
備蓄品・アルファ米・飲料水・
クラッカー等

5,000 5,000 5,000

4 危機管理室 09 消防費
01025200
01025300

消防施設等管理費
消防施設整備事業

消防水利の整備
防火水槽・消火栓の新設や既存の水利の
維持管理

故障防火水槽の修繕・消火
栓の新設

5,600 5,597 5,608

5 危機管理室 09 消防費 01025500 防災活動費
避難所仮設トイレシステム
の整備

地震災害時のトイレ対策として，避難所と
なる公共施設等への整備

仮設トイレ設置 － 21,255 10,757

6 危機管理室 09 消防費 01025600 防災訓練費
地域における防災訓練の
充実

地域ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ単位や自主防災組織を
単位とした防災訓練の充実を図る

地域ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ単位や自
主防災組織を単位とした防
災訓練

1,046 982 918

7 危機管理室 09 消防費 01025100 消防団活動費 消防団の充実強化

地域防災の担い手となる消防団員の定数
確保（５５０人）・増員を図るための事業を
強化すると共に消防団員の安全装備や救
助資機材等の装備を充実させ，消防団活
動の充実強化を図る

装備の充実 2,868 2,814 2,814

8 危機管理室 09 消防費 01025800 自主防災組織活動育成事業 地域防災リーダーの育成
地域における防災体制の強化に向けて，
地域の防災の核となるリーダーの育成・養
成に努め，地域防災力の強化に努める。

防災士育成補助 600 330 330

9 危機管理室 09 消防費 01025500 防災活動費 防災知識の普及
防災意識の高揚や情報発信（講演会や出
前講座） 防災の手引き配布 4,125 4,860 4,374

10 企画課 02 総務費 01004000 地域振興事業 龍・流連携の拡充
市内の小中学校へのボランティア派遣事
業

市内の小中学校へのボラン
ティア派遣事業

805 789 789

11 企画課 02 総務費 01004000 地域振興事業 市民大学講座等の充実 市民大学講座講師謝礼等 市民大学講座講師謝礼等 160 155 129

12 企画課 02 総務費 01004000 地域振興事業
流通経済大学運動部との
連携

運動部祝勝花束
応援ﾊﾞｽﾂｱｰ参加ｸﾞｯｽﾞ購入
応援横断幕作成等

運動部祝勝花束
応援ﾊﾞｽﾂｱｰ参加ｸﾞｯｽﾞ購入
応援横断幕作成等

275 275 235
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13
企画課
情報政策課

02 総務費 01002300 広報活動費 政策情報誌の発行 原稿作成 政策情報紙作成 1,933 1,908 1,908

14 企画課 02 総務費 01004000 地域振興事業 学生割引ｻｰﾋﾞｽの拡大 ﾍﾟﾅﾝﾄ・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成 ﾍﾟﾅﾝﾄ・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成 149 143 143

15 企画課 02 総務費 01003000 企画調整事務費 指定管理者制度の拡大
市民サービスの向上と行政運営の効率
化，経費の縮減

指定管理者選定委員会開催 71 88 88

16 情報政策課 02 総務費 01002300 広報活動費 情報発信機能の充実
ﾒｰﾙ配信ｻｰﾋﾞｽ運用経費
エリアメールの配信（通信費）
ツイッター・フェイスブックの活用

ﾒｰﾙ配信ｻｰﾋﾞｽ運用経費
スマートフォン・タブレット経
費

2,290 2,287 2,287

17 情報政策課 02 総務費 01002300 広報活動費
市公式ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの充実と
幅広い活用

ホームページ運用にかかる経費 運用経費 4,612 837 740

18 シティセールス課 02 総務費 01003170
シティセールスプロモーション
事業

居住環境の優位性・魅力度
の戦略的PRの展開

地域資源について，市内外に向けて情報
発信を行い，人口流出防止及び定住促進
を図る

定住促進のための情報発信 2,510 1,045 1,045

19 シティセールス課 02 総務費 01003170
シティセールスプロモーション
事業

シティプロモーション事業 様々な地域資源の情報を発信
認知度向上に向けたプロ
モーション支援業務委託

20,000 20,000 20,000

20 シティセールス課 02 総務費 01003170
シティセールスプロモーション
事業

観光ルート・魅力あるスポッ
トの開発

牛久沼とその周辺を活用した観光ルート・
魅力あるスポットの開発

龍・流連携地域振興研究事
業（観光プログラム開発）補
助金

1,000 1,000 1,000

21 シティセールス課 02 総務費 01003170
シティセールスプロモーション
事業

地域ブランド力の向上 地域資源の価値向上及びＰＲ活動 龍ケ崎ブランド委員報酬 400 0 0

22 道の駅ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ課 02 総務費 01003180 道の駅整備事業 「道の駅」の整備
特産品の販路拡大と地域情報発信機能の
強化に向けた拠点施設の整備を実施

「道の駅」の整備 79,618 78,046 78,046

23 保険年金課 03 民生費 01012200 医療福祉事業（単独分） 医療費助成の実施
小児ﾏﾙﾌｸ対象児童の対象年齢を高校3年
生相当まで拡大し、医療費の自己負担分
の一部を助成する。

小児ﾏﾙﾌｸ対象を高3まで拡
大

64,338 64,324 50,970
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24 保険年金課 020
国民健康保険
事業特別会計

02003300 特定健康診査等事業 健康づくりの推進 健診環境の改善 健診環境の改善 33,328 20,369 12,100

25 保険年金課 020
国民健康保険
事業特別会計

02003300 特定健康診査等事業
健康づくりの推進
健康寿命の延伸と医療適
正化に向けた重症化予防

データヘルス計画に基づく発病予防や重
症化予防事業の実施

管理栄養士による効果的な
保健指導

4,963 0 0

26 健康増進課 04 衛生費 01015750 成人保健事業
健康づくりの推進（１）生活
習慣病健診の拡充

18歳～39歳の市民を対象に健診を実施及
び健診後の保健指導を実施

18歳～39歳の市民を対象に
健診を実施及び健診後の保
健指導を実施

14,537 12,259 1,641

27 健康増進課 04 衛生費 01015750 成人保健事業

健康づくりの推進（１）がん
検診受診率向上対策（無料
がん検診事業・医療機関健
診導入）

がん検診の検診費助成や受診勧奨，周知
の徹底を行う

がん検診の検診費助成等 11,624 8,077 8,077

28 健康増進課 04 衛生費 01015800 健康づくり推進事業
健康づくりの推進（３）
睡眠事業

睡眠に関する健康づくり事業
睡眠に関する教室・講演会
の実施

200 201 173

29 健康増進課 04 衛生費 01015700 医療対策事業
小児救急医療等の医療体
制の充実

休日・夜間における小児救急患者の医療
確保（小児緊急医療輪番制）

休日・夜間の小児救急患者
医療確保

669 671 671

30 健康増進課 04 衛生費 01015700 医療対策事業
小児救急医療等の医療体
制の充実

休日夜間の救急医療体制の確保（病院群
輪番制）

休日・夜間の医療確保 18,600 18,837 18,837

31 健康増進課 04 衛生費 01016000 子育て相談事業
「龍ケ崎版ネウボラ」の充
実

母子保健コーディネーターや子育てコン
シェルジュなどが妊娠･出産・育児に関する
相談に応じ，必要な情報提供やアドバイス
などの支援を行う

妊産婦に対して必要な情報
提供やアドバイスなどの支援
を実施

7,002 7,237 8,191

32 健康増進課 04 衛生費 01015900 母子保健事業
不妊治療費助成事業・不育
症治療費助成

不妊治療・不育症治療を受けている方の
経済的負担の軽減と少子化対策の推進の
ために，治療費の一部を助成

不妊治療・不育症治療費の
一部助成

9,000 9,000 8,000

33 健康増進課 04 衛生費 01016000 子育て相談事業
きめ細かな子育て支援の
充実

妊産婦や乳幼児の保護者への個別メール
配信サービス

妊産婦や乳幼児の保護者へ
の個別メール配信サービス

3,673 5,167 5,059

34 健康増進課 070
介護保険事業
特別会計

07003270 げんきあっぷ！応援事業
ウォーキング，体操等の運
動習慣の普及

ボランティアで活動している元気アップ体
操指導員の支援を実施

元気アップ体操指導員の支
援を実施

1,236 1,409 1,348
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35 健康増進課 04 衛生費 01015750 成人保健事業
ウォーキング，体操等の運
動習慣の普及

「てくてくロード」のウォーキングを実施
「てくてくロード」のウォーキン
グを実施

4,916 4,904 1,362

36 社会福祉課 03 民生費 01010300 障がい者福祉事業
災害時避難行動要支援者
避難支援プランの推進

災害時に支援が必要な市民（避難行動要
支援者）の生命や身体を守るため、地域と
の協働により「避難支援プラン個別計画」
の作成

「避難支援プラン個別計画」
の作成

242 260 250

37 社会福祉課 03 民生費 01010050 見守りネットワーク事業
地域での見守り，助け合い
活動の推進

子どもや高齢者の見守りや助け合い活
動，地域防犯活動を地域ぐるみで行い、防
犯意識のつながりを図る

見守りネットワーク事業 180 133 129

38 こども課 03 民生費 01012800 児童福祉事務費
子育てが楽しいと感じる環
境の充実

こどもまつりなどのイベント開催 ｱﾋﾟｰﾙｲﾍﾞﾝﾄの開催(こども課) 1,348 1,244 1,217

39 こども課 03 民生費

01013600
01013750

01014400

子育て支援施設管理運営費
駅前こどもステーション管理運
営費
公立保育所管理運営費

保育環境の充実

・駅前こどもステーションの運営
・八原保育所の保育定員拡大
・ファミリーサポートセンター・リフレッシュ保
育の充実

保育サービスの充実 64,279 58,499 51,946

40 こども課 03 民生費 01013500 次世代育成支援対策事業
乳幼児等の外出支援策の
充実

たつのこ育て応援の店舗（赤ちゃんの駅）
の拡充推進
設置費補助金

設置費補助金 500 500 300

41 こども課 03 民生費
01012800
01012900

児童福祉事務費
家庭児童相談事業

「龍ケ崎版ネウボラ」の充
実

母子保健コーディネーターや子育てコン
シェルジュなどが妊娠･出産・育児に関する
相談に応じ，必要な情報提供やアドバイス
などの支援を行う

妊産婦に対して必要な情報
提供やアドバイスなどの支援
を実施

8,313 7,610 7,424

42 こども課 03 民生費 01013700 第3子支援事業 多子世帯支援 すくすく保育助成金 すくすく保育助成金交付 46,735 46,434 34,826

43 こども課 03 民生費 01013500 次世代育成支援対策事業 子育てスタート応援事業
子育て世代の出産・育児に対する経済的
負担の軽減

子育てガイドブックの作成 324 299 299

44 こども課 03 民生費 01013550 子ども・子育て支援事業
地域の子育て支援拠点の
充実

市内の６施設（保育所，認定こども園）に業
務委託している子育て支援拠点事業につ
いて，事業の空白地域や幼稚園にも広げ，
市民が利用しやすい環境の整備と併せ
て，子育て世代への支援を実施

子育て支援施設の環境整備 88,633 39,831 39,831

45 こども課 03 民生費 01012800 児童福祉事務費 若者のスキルアップ支援
保育士や幼稚園教諭の資格取得にかかる
資金貸し付けなどの支援

保育士や幼稚園教諭の資格
取得にかかる資金貸し付け
などの支援

7,920 7,920 7,920
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46 高齢福祉課 03 民生費 01011700 在宅高齢者生活支援事業
災害時避難行動要支援者
避難支援プランの推進

災害時に支援が必要な市民（避難行動要
支援者）の生命や身体を守るため、地域と
の協働により「避難支援プラン個別計画」
の作成

災害時要支援者台帳システ
ム保守・通信運搬費（個別通
知）

881 731 695

47 高齢福祉課 03 民生費 01011700 在宅高齢者生活支援事業
地域での見守り，助け合い
活動の推進

子どもや高齢者の見守りや助け合い活
動，地域防犯活動を地域ぐるみで行い、防
犯意識のつながりを図る

見守りネットワーク事業 14 14 14

48 高齢福祉課 070
介護保険事業
特別会計

07003250 介護予防普及啓発事業
ウォーキング，体操等の生
活習慣の普及

健康ウォーキング講座の開催
健康ウォーキング講座の開
催

212 195 195

49 高齢福祉課 070
介護保険事業
特別会計

07003230
07003240
07003250
07003260

通所型介護予防事業
訪問型介護予防事業
介護予防普及啓発事業
地域介護予防活動支援事業

健康づくりの推進 介護予防事業・生活支援サービス 介護予防教室・講座の開催 10,840 7,947 7,139

50 高齢福祉課 070
介護保険事業
特別会計

07003260 地域介護予防活動支援事業
地域貢献・地域自主活動に
対する支援

高齢者の地域への貢献及び生きがいづく
りに対しての支援

高齢者の地域への貢献及び
生きがいづくりに対しての支
援

1,355 2,200 1,262

51 市民協働課 02 総務費 01001400 市民行政推進活動費 協働事業提案制度の推進
市民行政活動推進事業
市民提案型協働事業の募集・実施
アイデア提案の募集

市民行政活動推進委員会委
員報酬及び市民提案型の交
付金

1,267 1,267 1,267

52 市民協働課 02 総務費
01001400
01003700

市民行政推進活動費
市民活動センター管理運営費

市民活動の支援と啓発
市民活動団体における環境整備の推進及
び市民活動への参加の機会を提供
市民活動ｾﾝﾀｰの運営（PR・講座開催等）

市民活動団体における環境
整備の推進及び市民活動へ
の参加の機会を提供
市民活動ｾﾝﾀｰの運営

12,338 12,038 11,888

53 市民協働課 02 総務費 01001400 市民行政推進活動費
まちづくり・つなぐネットの推
進

企業と連携し市民活動支援現役世代・若
年層世代の市民活動の推進

企業と連携し市民活動支援
現役世代・若年層世代の市
民活動の推進

55 55 55

54 市民協働課 02 総務費 01001400 市民行政推進活動費 まちづくりﾎﾟｲﾝﾄ制度の推進
まちづくりの担い手として市民活動への協
力や参加の推進

制度運用費・普及啓発費 4,193 4,185 2,362

55 市民協働課 02 総務費 01006060 地域コミュニティ推進費
中核的な地域ｺﾐｭﾆﾃｨ活動
の推進

地域コミュニティ及び設立準備会への補助
・地域コミュニティへの補助
・設立加算金
・設立準備会への補助

地域ｺﾐｭﾆﾃｨ(11)､設立加算金
（4）、設立準備会(2)

25,034 25,306 25,240

56 市民協働課 02 総務費
01003900
01004120

集会施設整備助成事業
コミュニティセンター管理費

地域活動拠点の充実
ｺﾐｾﾝ備品購入（青パト仕様の公用車の
リース料等）

ｺﾐｾﾝ備品購入 27,249 26,738 9,600

57 市民協働課 02 総務費 01005100 自治組織関係経費
地域づくり補助金制度の活
用促進

中核的な地域コミュニティ未設立地区の住
民自治組織への補助金交付

地域ｺﾐｭﾆﾃｨ未設立地区への
補助金

1,741 1,820 1,820
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○中期事業計画 「ふるさと龍ケ崎戦略プラン登載事業」 （H29） 【二次査定】

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）

№ 担当課
予算計上科目

事業名 事業概要

平成29年度

事業内容

58 市民協働課 02 総務費 01006060 地域コミュニティ推進費 地域担当職員制度の推進
地域担当職員の任期満了に伴い，外部講
師を招いて研修を実施。

地域担当職員研修 200 200 200

59 市民協働課 02 総務費 01005100 自治組織関係経費 地域住民の意識啓発
住民自治組織連絡協議会向け研修会の
開催（講師謝礼）

住民自治組織連絡協議会向
け研修会の開催（講師謝礼）

200 200 200

60 商工観光課 07 商工費 01020900 観光物産事業 観光の推進
歴史的地域資源（撞舞）や新たな地域資源
を組み合わせ，交流人口の増加を図る

歴史的地域資源（撞舞）や新
たな地域資源を組み合わ
せ，交流人口の増加を図る

3,250 4,047 3,633

61 商工観光課 07 商工費 01020600 市街地活性化対策費
龍ケ崎市コロッケ日本一事
業

コロッケに関するイベント開催や県内外の
様々なイベントに参加し，龍ケ崎コロッケの
魅力をPR

コロッケに関するイベント開
催や県内外の様々なイベント
に参加し，龍ケ崎コロッケの
魅力をPR

2,500 2,500 2,500

62 商工観光課 07 商工費 01020750 企業立地促進費 企業立地促進策の充実
市内全域を対象に，多様な業種における
企業誘致の推進

企業誘致の推進 500 43 43

63 商工観光課 07 商工費
01020500
01020750

商工事務費
企業立地促進費

既存企業の支援

中小企業事業資金制度信用保証料補給
金（25,000千円）
企業誘致奨励金（予定）
3,867,600円（2社）

中小企業事業資金制度信用
保証料補給金、企業誘致奨
励金

28,868 27,731 27,731

64 商工観光課 07 商工費 01020500 商工事務費 起業・創業の支援

地域における創業の促進を目的とした「創
業支援事業計画」の認定を取得し，ワンス
トップ相談窓口や創業スクールの開催，創
業時補助金など当市独自の新たな制度を
構築

龍ケ崎市商工会が開催する
「龍ケ崎創業塾」における年
２回の開催経費

2,100 1,120 1,120

65 商工観光課 07 商工費 01020900 観光物産事業
・龍ケ崎産品の販路拡大
・地域ブランド力の向上

道の駅を契機に，地域資源などを活かした
ブランド力の高い魅力ある商品開発の支
援

中小企業診断士によるアド
バイザー契約

2,000 2,000 2,000

66 商工観光課 07 商工費 01020500 商工事務費
ビジネス手法による地域貢
献事業への参入促進支援

コミュニティビジネスやソーシャルビジネス
などの起業者支援を行う

起業者支援 1,000 1,000 1,000

67 商工観光課 07 商工費 01020900 観光物産事業
観光ルート・魅力あるスポッ
トの開発

牛久沼とその周辺を活用したイベントの開
催
観光ルート・魅力あるスポットの開発

「龍ケ崎とんび凧あげ大会」
開催事業

350 350 350

68 農業政策課 06 農林水産業費 01018950 龍ケ崎ブランド育成事業
龍ケ崎市ブランド農産品の
拡大

当市独自の新たなブランド農産物を発掘
し，ブランド認定制度で認定のうえ，ＰＲし
ながら安心な食の提供と販路の開拓

龍ケ崎ブランド農産物ＰＲ 4,000 4,000 3,700

69 農業政策課 06 農林水産業費 01018950 龍ケ崎ブランド育成事業 農産品の加工等への支援 農産品の加工に関する情報提供 加工用農産品の購入 100 100 100
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○中期事業計画 「ふるさと龍ケ崎戦略プラン登載事業」 （H29） 【二次査定】

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）

№ 担当課
予算計上科目

事業名 事業概要

平成29年度

事業内容

70 農業政策課 06 農林水産業費 01018700 農業総務事務費 農業体験の拡大 農業体験ｲﾍﾞﾝﾄの開催 農業体験ｲﾍﾞﾝﾄの開催 100 100 100

71 農業政策課 06 農林水産業費 01018950 龍ケ崎ブランド育成事業 直売の場の拡大 朝市開催等、日曜朝市実行委員会等PR 日曜朝市実行委員会等PR 200 194 194

72 交通防犯課 02 総務費
01003800
01003850

コミュニティバス運行事業
公共交通対策費

ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽの充実
・コミュニティバス
・乗合タクシー　H24.7～実施

ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ
乗合タクシー

50,969 50,970 50,970

73 交通防犯課 02 総務費 01005300 防犯活動費
地域の安全・安心の基盤向
上

防犯連絡員ウインドブレーカー購入550着
分

防犯連絡員ウインドブレー
カー購入

981 981 981

74 交通防犯課 02 総務費
01005300
01005500

防犯活動費
防犯灯整備事業

地域の安全・安心の基盤向
上

防犯カメラ･防犯灯設置工事 防犯カメラ･防犯灯設置工事 14,106 14,098 12,663

75 交通防犯課 02 総務費 01006095 空家等対策事業 空家等対策事業 空家等の発生抑制・解消促進
空家等の発生抑制・解消促
進

2,287 2,287 687

76 都市計画課 02 総務費 01004110 定住促進事業

・若者・子育て世代の住み
替え支援
・既存ストックを活用した住
み替え・定住の促進

住み替え支援・定住促進
（新築住宅・中古住宅）

住宅取得補助 25,000 25,000 25,000

77 都市計画課 08 土木費 01023500 都市計画事務費
新都市拠点開発エリアの土
地の高度利用

新都市拠点開発エリア事業化推進業務委
託

新都市拠点開発エリア事業
化推進業務委託

14,080 13,524 13,524

78 都市計画課 08 土木費 01023500 都市計画事務費
多極ネットワーク型コンパク
トシティの推進

必要な都市機能を効率的に配置，誘導す
るための立地適正化計画の策定

計画策定支援業務委託費 8,684 7,258 7,258

79 都市計画課 08 土木費 01021800
住宅・建築物耐震改修促進事
業

住宅・建築物耐震改修促進
事業

自己居住用木造住宅に対しての耐震診断
費用，耐震改修計画費用及び耐震改修費
用の助成

木造住宅耐震診断・改修費
用

3,500 3,500 3,500

80 都市計画課 08 土木費 01021550 宅地耐震化推進事業 宅地耐震化推進事業

大地震において，大規模盛土造成地の崩
壊により，住宅が流出する被害が生じてお
り，市内にも同様の被害が生ずる恐れの
ある大規模盛土造成地の評価を実施

大規模盛土造成地評価 3,694 3,694 3,694

81 施設整備課 08 土木費 01022800 道路改良事業 「通えるまちづくり」の推進 佐貫駅前ロータリー改築改修 実施設計・測量 40,000 38,896 38,896
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○中期事業計画 「ふるさと龍ケ崎戦略プラン登載事業」 （H29） 【二次査定】

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）

№ 担当課
予算計上科目

事業名 事業概要

平成29年度

事業内容

82
施設整備課
（予算計上は市
民協働課）

02 総務費 01001400 市民行政推進活動費
公共施設里親制度登録団
体数

公共施設里親制度の充実 ボランティア保険 350 330 330

83 環境対策課 04 衛生費 01016600 環境行政推進費
・質の高い住環境の創出
・自然エネルギーの利用
促進

太陽光発電システム等導入補助
太陽光発電システム等導入
補助

9,150 9,150 9,150

84 環境対策課 04 衛生費 01017800 ごみ減量促進費 地域ﾘｻｲｸﾙ事業の充実
・ｻﾝﾃﾞｰﾘｻｲｸﾙ事業の実施
・集団資源物回収助成金
・行政資源物回収助成金

・ｻﾝﾃﾞｰﾘｻｲｸﾙ事業実施
・集団資源物回収助成金
・行政資源物回収助成金

12,500 12,548 12,148

85 環境対策課 04 衛生費
01016700
01017700

環境衛生対策費
塵芥処理費

ｸﾘｰﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
自然環境美化ｲﾍﾞﾝﾄ開催・環境美化ｻﾎﾟｰ
ﾀｰ制度の周知

自然環境美化ｲﾍﾞﾝﾄ開催・環
境美化ｻﾎﾟｰﾀｰ制度の周知

2,689 2,739 2,739

86 環境対策課 04 衛生費 01017800 ごみ減量促進費 生ごみ減量の推進 家庭ごみ（特に生ゴミ）の減量化推進
家庭ごみ（特に生ゴミ）の減
量化推進

910 861 879

87 教育総務課 10 教育費
01026200
01028100

学務事務費
小学校管理費

ＩＣＴ教育の推進
市内小学校５・６年生を対象に電子黒板や
タブレット端末等のICT機器の導入，ICT支
援員の配置

電子黒板やタブレット端末等
のICT機器の導入，ICT支援
員の配置

18,365 18,870 18,821

88 教育総務課 10 教育費
01028250
01028950

小学校読書活動推進事業
中学校読書活動推進事業

学校図書館の充実 読書習慣の定着 読書習慣の定着 29,799 15,734 15,734

89 教育総務課 10 教育費 01028100 小学校管理費 小中一貫教育の推進
学力の向上、中１ギャップの解消、豊かな
人間性や社会性の育成等を目的とした小
中一貫教育の推進

小中一貫教育の推進 720 720 720

90 教育総務課 10 教育費 01028100 小学校管理費
小中学校の適正規模適正
配置の推進

教育環境の整備 スクールバスの運行費 25,000 24,012 23,796

91 教育総務課 10 教育費 01028200 小学校教育振興費 救命体制の強化
市内の小中学校教職員に対して救命講習
の開催

市内の小中学校教職員に対
して救命講習の開催

93 102 93

92 教育総務課 10 教育費
01028300
01029000

要援護・準要保護児童就学奨
励費
要援護・準要保護生徒就学奨
励費

就学援助の支給
経済的理由により就学困難である学齢児
童生徒に対して就学に要する諸経費を支
給

就学困難である学齢児童生
徒への就学に要する諸経費
の支給

53,175 49,937 50,018

93 生涯学習課 03 民生費 01013300 放課後児童健全育成事業 学童保育ルームの充実 放課後児童健全育成事業 放課後児童健全育成事業 217,911 152,804 149,733
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○中期事業計画 「ふるさと龍ケ崎戦略プラン登載事業」 （H29） 【二次査定】

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）

№ 担当課
予算計上科目

事業名 事業概要

平成29年度

事業内容

94 生涯学習課 10 教育費 01030400 土曜の日教育活動支援事業
・多様な学習機会の提供
・アフタースクール・サタ
デースクールの充実

サタデースクールやアフタースクールなど
の実施及び文化財を活用した郷土学習な
ど，多様な学習機会を提供

サタデースクール及びアフ
タースクールの実施

7,500 11,578 11,578

95 生涯学習課 10 教育費 01029800 生涯学習推進費 市民大学講座等の充実

大学等との連携により，生涯学習プログラ
ムや人材バンクに登録している市民の技
能・技術を活用して，知識欲を満たす専門
性の高い講座を実施

市民大学講座の実施 70 50 50

96 生涯学習課 10 教育費 01026500 教育の日推進事業 教育の日推進事業の充実 龍ケ崎市教育の日の推進事業
龍ケ崎市教育の日の推進事
業

300 300 300

97 生涯学習課 10 教育費 01030000 子育て学習事業 各種セミナーの開催 子育てふれあいセミナーを実施
子育てふれあいセミナーを実
施

2,202 2,162 2,158

98 生涯学習課 10 教育費 01030000 子育て学習事業 相談体制の充実
家庭教育の悩みなどに対して，家庭教育
指導員による家庭教育相談の実施

家庭教育相談の実施 2,172 1,892 1,888

99 生涯学習課 10 教育費 01030900 図書館管理運営費 子どもの読書活動の推進
第３次子ども読書活動推進計画に基づき，
図書館の利用促進及び年齢に合わせた読
み聞かせや読書に係る情報提供

図書館の利用促進及び読書
に係る情報提供

624 63 63

100 生涯学習課 10 教育費 01030100 子どもの居場所づくり事業
子どもの交流・活動拠点の
充実

たつのこ山管理棟の施設を利用して，サ
ポーターやボランティアの見守りにより，自
由に子どもたちの発想で使用できる空間の
場の提供

サポーターやボランティアに
より，子どもたちの見守りを
実施

2,157 2,083 2,083

101 生涯学習課 10 教育費 01029900 青少年育成事業 子ども会活動の活性化 子ども健全育成事業 子ども健全育成事業 400 400 400

102 生涯学習課 10 教育費 01029900 青少年育成事業
子どもの地域活動への参
加促進

青少年健全育成事業 青少年健全育成事業 140 140 140

103 生涯学習課 10 教育費 01029700 生涯学習事務費 新成人の交流促進 成人式典の開催 成人式典の開催 2,000 2,000 2,000

104 生涯学習課 10 教育費 01029800 生涯学習推進費 人材バンクの充実
市民が講師として登録する人材バンクの周
知及び各種講座や体験教室の実施

各種講座や体験教室の実施 59 39 39

105 生涯学習課 10 教育費 01030900 図書館管理運営費 中央図書館の利便性向上 指定管理者による管理運営 指定管理者による管理運営 88,852 88,852 88,852
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○中期事業計画 「ふるさと龍ケ崎戦略プラン登載事業」 （H29） 【二次査定】

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）

№ 担当課
予算計上科目

事業名 事業概要

平成29年度

事業内容

106 生涯学習課 10 教育費 01030200 文化財保護費 文化財の指定及び保護 文化的所産の保存及び活用 文化的所産の保存及び活用 1,398 1,485 1,369

107 生涯学習課 10 教育費 01030200 文化財保護費 歴史的資源などの活用

新たな指定文化財や市民遺産を掘り起こ
し，それらに係る説明版設置やイラストマッ
プの作成を行い，市内に点在する伝統的・
歴史的スポットの魅力をＰＲ

文化財等イラストマップの作
成

654 232 232

108 生涯学習課 10 教育費 01031200 文化会館管理運営費
地域文化活動の育成及び
支援

指定管理者（財団法人龍ケ崎市まちづく
り・文化財団）による管理運営

指定管理者（財団法人龍ケ
崎市まちづくり・文化財団）に
よる管理運営

121,935 118,302 108,041

109 スポーツ推進課 10 教育費 01031500 体育振興活動費 トップアスリートの育成
トップアスリートを育成するための環境整
備

トップアスリートを育成するた
めの環境整備

1,550 1,850 1,850

110 スポーツ推進課 10 教育費
01031600
01031700

国際スポーツ大会キャンプ等
招致活動費
国体開催費

スポーツによる交流人口の
増加

国民体育大会の開催準備，東京オリンピッ
ク・パラリンピックやラグビーワールドカップ
2019の事前練習会場の招致

国民体育大会の開催準備，
東京オリンピック・パラリン
ピックやラグビーワールドカッ
プ2019の事前練習会場の招
致

7,252 11,924 10,170

111 スポーツ推進課 10 教育費 01031500 体育振興活動費 部活動の活性化 中学校部活動への指導者の派遣
中学校部活動への指導者の
派遣

350 375 338

112 スポーツ推進課 10 教育費 01031800 総合運動公園等管理運営費 スポーツ施設の充実
必要な設備等の更新及び，スポーツ施設
設備の充実した環境の維持

・有酸素系リース
・無酸素系マシン購入
・券売機再々リース
・写真判定装置一式
・ﾌｨｰﾙﾄﾞﾃﾝﾄ3張（三方幕付）
・工業団地物置購入

32,043 32,043 31,724

113 スポーツ推進課 10 教育費
01031500
01031800

体育振興活動
総合運動公園等管理運営費

スポーツ機会の充実
スポーツや運動を通じて市民の健康づくり
の環境整備

スポーツや運動を通じて市民
の健康づくりの環境整備

200,380 201,180 200,320

114 スポーツ推進課 10 教育費 01031500 体育振興活動 ニュースポーツの推進
年齢や性別を問わずに楽しめるニュース
ポーツの推進による市民の健幸増進

ニュースポーツの推進による
市民の健幸増進

448 454 454

115 指導課 10 教育費 01027300 学習充実支援事業 多様な学習機会の提供
市内小中学校における学力向上対策の推
進

市内小中学校における学力
向上対策の推進

982 1,005 1,005

116 指導課 10 教育費 01027300 学習充実支援事業 少人数指導の充実 児童の学力の向上 児童の学力の向上 29,176 29,131 29,131
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○中期事業計画 「ふるさと龍ケ崎戦略プラン登載事業」 （H29） 【二次査定】

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）

№ 担当課
予算計上科目

事業名 事業概要

平成29年度

事業内容

117 指導課 10 教育費 01027200
子どもが主役！魅力ある学校
づくり推進事業

地域との交流事業の推進
（魅力ある学校づくり推進
事業）

各小中学校で，地域の特色や学校の独自
性を活かした多様な活動を展開し，児童生
徒の「生きる力」を育成

地域との交流事業の推進
（魅力ある学校づくり推進事
業）

6,300 6,299 6,299

118 指導課 10 教育費 01027000 語学指導事業
外国語活動・外国語指導の
充実

児童生徒の異文化の理解やコミュニケー
ション能力の育成

児童生徒の異文化の理解や
コミュニケーション能力の育
成

31,636 31,636 31,636

119 指導課 10 教育費 01027450 小中一貫教育推進事業 小中一貫教育の推進
学力の向上、中１ギャップの解消、豊かな
人間性や社会性の育成等を目的とした小
中一貫教育の推進

小中一貫教育推進事業 750 750 750

120 指導課 10 教育費 01027275
みんなで考える特色ある学校
づくり推進事業

シチズンシップ教育の推進 みんなで考える特色ある学校づくり推進事
業

みんなで考える特色ある学
校づくり推進事業

1,500 1,500 1,500

121 指導課 10 教育費 01026900 障がい児教育支援費 インクルーシブ教育の推進
特別支援教育研修会（特別支援教育コー
ディネーター対象）や特別支援教育希望研
修講座（教職員対象）を実施

・教職員対象に研修会及び
講座を実施
・特別支援教育支援員の配
置

45,361 46,924 46,924

122 指導課 10 教育費 01027400 就学前教育推進事業
認定こども園･幼稚園・保育
園と小学校の連携

幼保小接続推進のための研修会（仮称）を
開催し，幼稚園，認定こども園，保育園お
よび小学校の職員が，保育や教育の相互
理解を図る

幼保小接続推進のための研
修会（仮称）を開催

120 120 120

123 教育センター 10 教育費 01027900 さわやか相談員派遣事業 教育支援体制の充実
龍の子相談員（小学校へ派遣）
龍の子さわやか相談員（中学校へ派遣）

さわやか相談員派遣事業 7,829 7,746 7,746

124 学校給食ｾﾝﾀｰ 10 教育費 01032100 学校給食運営費 多子世帯支援 給食費負担軽減 給食費負担軽減 12,000 12,037 12,037

1,800,572 1,653,610 1,546,050「戦略プラン」　合計
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