
○中期事業計画 「ふるさと龍ケ崎戦略プラン登載事業」 （H29） 【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 秘書課 02 総務費 01021100 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

男女共同参画社会に向けた施策等を総合
的かつ計画的に進めていくため，「女性の
職業生活における活躍の推進に関する法
律」など，新たな社会動向を踏まえた本市
の「男女共同参画基本計画」を平成30年度
までに策定する

基本計画の策定 2,300 2,300 2,276

2 健康増進課 04 衛生費 01040300 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
（小児緊急医療輪番制）を確保する

休日・夜間の小児救急患者
の医療確保

669 671 671

3 健康増進課 04 衛生費 01040300 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
（小児緊急医療輪番制）を確保する

休日・夜間の医療（休日当番
医，病院群輪番制）の確保

18,600 18,837 18,837

4 健康増進課 04 衛生費 01041000 乳幼児健康診査等事業 4歳児眼の健康診査の充実
視能訓練士による視覚検査を導入すること
で，視覚障がいの早期発見・早期治療を図
る

視能訓練士による視覚検査
の導入

1,356 1,681 1,681

5 こども課 03 民生費 01034000 児童福祉事務費
子育てが楽しいと感じる環
境の充実

こどもまつりなど特長的なイベントを開催
し，「子育て環境日本一」を内外にアピール
する

アピールイベント（こどもまつ
り）の開催

1,348 1,244 1,217

6 こども課 03 民生費

01034200
01034300

01035900

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，保育所の
受入体制の充実，ファミリーサポートセン
ター・リフレッシュ保育の充実など，保育
サービスの充実を図る

保育サービスの充実 64,279 58,499 51,946

7 こども課 03 民生費 01035100 次世代育成支援対策事業
乳幼児等の外出支援策の
充実

小さな子どもや赤ちゃんを連れての外出が
気軽に楽しくできるよう応援店・施設の拡
充を進める

赤ちゃんの駅設置費補助金 500 500 300

8 生涯学習課 03 民生費 01034400 放課後児童健全育成事業 学童保育ルームの充実
保育需要や保護者のニーズに対応した適
正なサービス量を確保し，学童保育や学習
支援などの充実を図る

放課後児童健全育成事業 217,911 152,804 149,769

9 健康増進課 04 衛生費
01041100
01041200

妊産婦健康診査等事業
子育て相談事業

龍ケ崎市版ネウボラの充
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

産後ケア事業の実施，マタニ
ティタクシー利用助成，母子
保健コーディネーターによる
支援

7,002 7,237 8,154

10 こども課 03 民生費
01034000
01034500

児童福祉事務費
家庭児童相談事業

龍ケ崎市版ネウボラの充
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

子育て支援コンシェルジュ，
家庭児童相談員による支援

8,313 7,610 7,424

11 健康増進課 04 衛生費 01041100 妊産婦健康診査等事業
不妊治療費助成事業・不育
症治療費助成事業

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する

不妊治療・男性不妊治療・不
育症治療費の一部助成

9,000 9,000 8,000

№ 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
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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） 【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）
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事業名 事業概要
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事業内容

12 健康増進課 04 衛生費 01041600 小児予防接種事業 ロタ予防接種費助成事業

ロタ予防接種費用を助成することで，ロタ
ウイルスによる感染症を予防するととも
に，子育て世代の経済的負担の軽減を図
る

予防接種費用の一部助成 5,177 4,497 4,497

13 健康増進課 04 衛生費 01041600 小児予防接種事業
小児インフルエンザ予防接
種費助成の年齢拡充

小児インフルエンザ予防接種費の助成対
象を13歳未満から中学校3年生まで拡充
することで，インフルエンザを予防するとと
もに，子育て世代の経済的負担の軽減を
図る

予防接種費用の一部助成 10,200 11,374 11,374

14 健康増進課 04 衛生費
01040900
01041200

母子保健事業
子育て相談事業

きめ細やかな子育て支援
の充実

妊産婦や乳幼児の保護者への電子母子
手帳サービス，個別メール配信サービス，
乳児家庭全戸訪問などを通して，きめ細や
かな支援を実施する

妊産婦や乳幼児の保護者へ
の電子母子手帳サービス，
個別メール配信サービス，赤
ちゃん全戸訪問

3,673 5,167 5,059

15 都市計画課 02 総務費 01024600 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

市内で初めて住宅を取得した，住宅ローン
を抱える若者・子育て世代を経済的に支援
することにより，若者・子育て世代の住み
替えを支援し，定住化を促進する

住宅取得補助・効果的な情
報発信

25,000 25,000 25,000

16 保険年金課 03 民生費 01033400 医療福祉事業（単独分） 医療費助成の実施
小児マル福の対象年齢を高校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

小児マル福対象の拡大 64,338 64,324 51,041

17 こども課 03 民生費 01035200 第3子支援事業 多子世帯支援
経済的負担の軽減を図り，様々な支援等
の組み合わせにより，第3子以降の子育て
を総合的に支援する

すくすく保育助成金の交付 46,735 46,434 34,826

18 学校給食センター 10 教育費 01106800 学校給食運営費 多子世帯支援
経済的負担の軽減を図り，様々な支援等
の組み合わせにより，第3子以降の子育て
を総合的に支援する

給食費負担軽減 12,000 12,037 12,037

19 こども課 03 民生費 01035100 次世代育成支援対策事業 子育てスタート応援事業
出生や転入した1歳未満の子どもを育児す
る家庭に対し，市の取組を周知し，サービ
スの利用などを支援する

子育てガイドブックの作成 324 299 299

20 商工観光課 07 商工費 01070300 市街地活性化対策費
子育て応援都市宣言記念
プレミアムたつのこ商品券
事業

市内の小売店・飲食店等において共通して
使用できるプレミアム商品券を発行するこ
とにより，地域の消費喚起，子育て世代を
支援するとともに，地域経済の活性化を図
る

プレミアム商品券の発行 － 53,480 36,357

21 シティセールス課 02 総務費 01023000
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

子育て環境の優位性を中心に，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

22 商工観光課 07 商工費 01070900 観光物産事業 観光の推進
歴史的地域資源や新たな地域資源を組み
合わせ，市の観光PRを行うことにより，交
流人口の増加を図る

観光PRの実施 3,250 4,047 3,633
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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） 【予算案】
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事業名 事業概要

平成29年度

事業内容

23 商工観光課 07 商工費 01070300 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する

イベント開催・アンテナショッ
プ運営

2,500 2,500 2,500

24 施設整備課 08 土木費 01081900 道路改良事業 「通えるまちづくり」の推進

都心への通勤圏であることの優位性を活
かした都心に通えるまちづくりを進め，転入
促進・転出抑制を図ることを目的とし，佐貫
駅前ロータリー改修を行い，市の玄関口に
ふさわしい環境整備を行う

実施設計・地質調査，検討会
議

40,000 38,896 38,896

25 環境対策課 04 衛生費 01042000 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及び高効率給湯器の
設置費用の一部補助を行う

太陽光発電システム及び高
効率給湯器設置費補助

9,150 9,150 9,150

26 企画課 02 総務費 01024000 地域振興事業 龍・流連携事業の拡充

小中学校にボランティア学生を派遣するこ
とにより，市民（こども）・大学（学生）の交
流を促進するとともに，子どもたちの愛郷
心育成と教育環境の充実を図る

ボランティア学生小中学校派
遣事業

805 789 789

27 指導課 10 教育費 01101600 学習充実支援事業
・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

アフタースクールやサタデースクールなど
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する

龍の子チャレンジサマース
クール，放課後学びのサ
ポート，スクールイングリッ
シュ等，市内の小中学校に
おける学力向上対策の推進

982 1,005 1,005

28 生涯学習課 10 教育費
01105200
01105300

アフタースクール推進事業
サタデースクール推進事業

・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

アフタースクールやサタデースクールなど
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する

アフタースクール・サタデース
クールの実施

7,500 11,578 11,578

29 指導課 10 教育費 01101600 学習充実支援事業 少人数指導の充実

少人数指導やチームティーチング，習熟度
別指導等を取り入れたきめ細かな指導を
展開することにより，児童の基礎的・基本
的な知識・技能の定着と学力の向上を図る

学習充実指導非常勤講師の
配置

29,176 29,131 29,131

30 指導課 10 教育費 01101900
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」を育成する

地域との交流事業の推進 6,300 6,299 6,299

31 企画課 02 総務費 01024000 地域振興事業 市民大学講座等の充実
大学等との連携により，市民ニーズに応え
る専門性の高い講座を実施する

市民大学講座等の実施 160 155 129

32 生涯学習課 10 教育費 01104800 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，市民ニーズに応え
る専門性の高い講座を実施する

文化・歴史に関する生涯学
習講座の実施

70 50 50
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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） 【予算案】
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№ 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

33 スポーツ・国体推進課 10 教育費 01106200 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
備を行う

技術講習会，指導者講習会
等の実施

1,550 1,850 1,550

34
秘書課
スポーツ・国体
推進課

10 教育費
01106300
01106400

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のほか，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を行う

国体開催準備等 7,252 11,924 10,170

35 秘書課 10 教育費 01106500
地域おこし協力隊事業（ス
ポーツツーリズム）

スポーツツーリズムの推進
地域おこし協力隊員がスポーツツーリズム
に取り組むことで，スポーツを通じて交流
人口の拡大・地域活性化につなげる

地域おこし協力隊によるス
ポーツツーリズムの実施

－ 3,958 4,021

36 環境対策課 04 衛生費 01043300 ごみ減量促進費 地域リサイクル事業の充実

限りある資源を効率的に使い，再利用，再
生利用を行って循環させながら利用してい
く社会（循環型社会）の構築に向け，地域リ
サイクル事業の充実を図る

サンデーリサイクル事業の実
施及び集団資源物・行政資
源物回収への助成

12,500 12,548 12,148

37 環境対策課 04 衛生費
01042100
01043200

環境衛生対策費
塵芥処理費

クリーンプロジェクト
牛久沼などの自然環境の保全やごみのな
い美しいまちの実現を目指す

自然環境美化イベント開催，
環境美化サポーター制度の
周知

2,689 2,739 2,739

38 環境対策課 04 衛生費 01043300 ごみ減量促進費 生ごみ減量の推進
ごみの中でも多くの割合を占める家庭ごみ
の減量化を図り，持続可能な社会を目指
すため，生ごみの減量化を図る

廃棄物減量等推進審議会の
開催，ごみ減量キャンペーン
等の啓発活動

910 861 879

39 商工観光課 07 商工費 01070300 市街地活性化対策費
中心市街地の活性化の推
進

まちなかで抱える問題点や商店街で空白
となる地帯の有効活用のための市民ニー
ズ等の調査研究を行い，具体的な施設活
用の検討や魅力あるまちづくりを行うため
の勉強会やワークショップを実施する

まちなか再生に向けたワーク
ショップ等の実施

－ 0 1,113

40 都市計画課 08 土木費 01082800 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の事業化推進に向
けて，詳細な調査・検討を行う

新都市拠点開発エリアの事
業化の推進に向けた調査・
検討

14,080 13,524 13,524

41 資産管理課 02 総務費 01022900 公共施設再編成事業
効果的，効率的な既存ス
トックのマネジメント方策の
推進

複合化・多機能化による総量削減など，既
存ストックのマネジメント強化を図る。また，
現在利用されていない土地についても積
極的に有効活用・財産処分を行う

市民フォーラムの開催・公共
施設等マネジメント推進委員
会等の開催

－ 1,196 968

42 都市計画課 08 土木費 01082800 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

将来の人口規模に見合った適正な市街地
を設定し，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を策
定する

立地適正化計画の策定 8,684 7,258 7,643

43 教育総務課 10 教育費
01100500
01102700

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
援員の配置を行う

電子黒板等のICT機器の導
入，ICT支援員の配置

18,365 18,870 25,107
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事業名 事業概要
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事業内容

44 教育総務課 10 教育費
01102900
01103800

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
市内全小中学校に学校図書館司書を配置
し，読書環境や学習環境の充実を図る

市内の全小・中学校に学校
図書館司書を配置

29,799 15,734 15,734

45
スポーツ・国体
推進課

10 教育費 01106200 体育振興活動費 部活動の活性化
部員の技術向上及び部活動の活性化を図
るため，外部指導員の配置を行う

外部指導員の配置 350 375 338

46 指導課 10 教育費 01101500 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
ション能力の向上を図る

英語指導助手等の配置 31,636 31,636 31,636

47 教育総務課 10 教育費 01102700 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
中一貫教育を推進する

小中一貫教育の実施のため
のバス借り上げ

720 720 720

48 指導課 10 教育費 01101800 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
中一貫教育を推進する

小中一貫教育に関する派遣
指導主事の視察及び研修，
研究指定校を委嘱し実証実
験

750 750 750

49 教育総務課 10 教育費 01102700 小学校管理費
小中学校の適正規模適正
配置の推進

小中学校の適正規模適正配置に関する基
本方針に基づき，当市の適正規模適正配
置を推進する

スクールバスの運行 25,000 24,012 23,796

50 指導課 10 教育費 01102000
みんなで考える特色ある学校
づくり事業

シティズンシップ教育の充
実

次世代を担う龍の子が龍ケ崎市の将来に
ついて考えることで，まちづくりへの関心を
高めるとともに，参画意識の醸成を図る

みんなで考える特色ある学
校づくり事業

1,500 1,500 1,500

51 教育総務課 10 教育費 01102800 小学校教育振興費 救命体制の強化
市立小中学校教職員に対して救命講習を
行うことで，AED及び心肺蘇生法の知識・
技能の習得を図る

市内の小中学校教職員を対
象とした救命講習の開催

93 102 93

52 生涯学習課 10 教育費 01100800 教育の日推進事業 教育の日推進事業の充実

11月5日の「龍ケ崎教育の日」，11月の「龍
ケ崎教育月間」を中心に龍ケ崎教育の日
推進事業を展開することで，市民の教育に
対する関心と理解を深めるとともに，明日
の龍ケ崎市を担う心豊かでたくましい子ど
もを育成する

教育の日推進事業の実施 300 300 300

53 指導課 10 教育費 01101400 障がい児教育支援費 インクルーシブ教育の推進

特別な教育的支援を必要とする幼児，児
童及び生徒について，自立と社会参加を
目指すための支援のあり方を調査・審議
し，教育的ニーズに応じた合理的配慮と早
期からの一貫した教育的支援を提供する

研修会及び講座の実施，特
別支援教育支援員の配置

45,361 46,924 46,924

54 教育センター 10 教育費 01102400 さわやか相談員派遣事業 教育支援体制の充実
教育に関する様々な課題にスピーディーに
対応するため，教育支援体制の強化を図
る

小中学校への龍の子さわや
か相談員の派遣

7,829 7,746 7,746
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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） 【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）

№ 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

55 教育総務課 10 教育費
01103000
01103900

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
給する

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

56 こども課 03 民生費 01034800 子ども・子育て支援事業
地域の子育て支援拠点の
充実

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
やすい環境を整備し，子育て世代を支援
する

子育て支援拠点の環境整備 88,633 88,177 87,437

57 生涯学習課 10 教育費 01105000 子育て学習事業 各種セミナーの開催
子どもを持つ親たちの学習や交流の場の
提供として，子育てふれあいセミナー等を
開催する

子育てふれあいセミナー等
の開催

2,202 2,162 2,158

58 生涯学習課 10 教育費 01105000 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を実施する

家庭教育相談の実施 2,172 1,892 1,888

59 指導課 10 教育費 01101700 就学前教育推進事業
幼稚園・保育園（所）・認定
こども園と小学校の連携

幼稚園，保育園（所），認定こども園及び小
学校における保育や教育についての相互
理解を深め，幼児期教育と義務教育の円
滑な接続を推進することで，龍の子の健全
な育成を図る

幼保小接続の推進を目的と
した研修会の開催

120 120 120

60 生涯学習課 10 教育費 01105700 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，
幼児期における読み聞かせや読書の重要
性を周知するため，ブックスタート事業を端
緒として図書館の利用促進を図る

子ども読書活動の推進 624 63 63

61 生涯学習課 10 教育費 01105100 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

たつのこやま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，子
どもたちの自由な発想を育む空間を提供
する

サポーターやボランティアに
よる見守り

2,157 2,083 2,083

62 生涯学習課 10 教育費 01104900 青少年育成事業 子ども会活動の活性化
スポーツ，文化活動等の子ども会活動を通
して仲間作りを進め，自主性，社会性及び
創造性を培い，心豊かな人間性を育む

球技大会，キャンプ等の開催 400 400 400

63 生涯学習課 10 教育費 01104900 青少年育成事業
子どもの地域活動への参
加促進

子どもの地域活動への参加を促し，青少
年の健全育成を図る

市内一斉清掃の周知・参加
の促進，あいさつ・声かけ運
動キャンペーン

140 140 140

64 生涯学習課 10 教育費 01104700 生涯学習事務費 新成人の交流促進
市内中学校において，成人式典を開催し，
新成人の交流促進を図る

成人式典の開催 2,000 2,000 2,000

65 生涯学習課 10 教育費 01104800 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を実施する

人材バンクの周知，各種講
座・体験教室の実施

59 39 39
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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） 【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）

№ 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

66 生涯学習課 10 教育費 01105700 図書館管理運営費 中央図書館の利便性向上

中央図書館において，民間事業者等が有
する専門的知識や経営能力を活用し，図
書館サービスの更なる向上を図るため，指
定管理者による管理運営を行う

中央図書館の指定管理者に
よる管理運営

88,852 88,852 88,852

67 生涯学習課 10 教育費 01105700 図書館管理運営費 読書・学習環境の充実
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
を図る

1階トイレ全面改修工事 15,768 15,768 15,768

68 生涯学習課 10 教育費 01105400 文化財保護費 文化財の指定及び保護

龍ケ崎市の有形，無形，民俗，名所旧跡
等の文化的所産で，歴史的又は芸術的に
価値の高いものについて，保存及び活用
を図る

文化財保護審議会の開催，
指定文化財・市民遺産等説
明板の設置

1,398 1,485 1,369

69 生涯学習課 10 教育費 01105400 文化財保護費 歴史的資源などの活用

指定文化財や市民遺産などの資源を活用
し，その他の地域資源と組み合わせた散
策・観光コースを提案するなど，魅力的な
環境づくりを推進する

文化財等イラストマップの作
成

654 232 232

70 生涯学習課 10 教育費 01105900 文化会館管理運営費
地域文化活動の育成及び
支援

文化協会等の団体支援や文化芸術フェス
ティバル等の開催支援などにより，市民の
文化芸術活動を促進する

文化会館の指定管理者によ
る管理運営

121,935 118,302 110,141

71 企画課 02 総務費 01024000 地域振興事業
流通経済大学運動部との
連携

流通経済大学運動部応援ツアーの開催や
総合運動公園における公式戦開催への協
力，運動部活動の情報発信等を行うととも
に，大学運動部と各種団体が連携したイベ
ント開催等を推進し，市民がスポーツに親
しむ機会を提供する

応援バスツアー等の開催 275 275 235

72
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 スポーツ施設の充実
必要な設備等の更新を行うなど，スポーツ
施設設備の充実した環境を整える

無酸素系マシンの購入
写真判定装置等の更新

32,043 32,043 31,124

73
スポーツ・国体
推進課

10 教育費 01106100 社会体育事務費
第2次スポーツ推進計画の
策定

現行の龍ケ崎市スポーツ推進計画が平成
29年度で計画期間を満了することに伴い，
第2次スポーツ推進計画を策定する

第2次スポーツ推進計画の策
定

－ 2,760 2,981

74 市民協働課 02 総務費 01021000 市民行政推進活動費 協働事業提案制度の推進
市民から地域の課題などの解決に向けた
事業を募集し，協働で実施する。また，まち
づくりのアイデア提案を広く募集する

提案募集，採択事業の実施 1,267 1,267 1,267

75
施設整備課
（予算計上は
市民協働課）

02 総務費 01021000 市民行政推進活動費 公共施設里親制度の推進
身近な市民活動の代表として，公共施設
里親制度の周知を図る

公共施設里親制度の周知・
募集，ボランティア保険加入

350 330 330

76 市民協働課 02 総務費
01021000
01024200

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
市民が行う自主的な活動を支援し，主体性
が発揮できる環境整備の推進及び市民活
動への参加の機会を提供する

市民活動センターの管理運
営，市民活動ステップアップ
補助金の交付

12,338 12,038 12,338
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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） 【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）

№ 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

77 市民協働課 02 総務費 01021000 市民行政推進活動費
まちづくり・つなぐネットの推
進

市民活動に協力することを希望する団体
と，市民活動を行うに当たって協力を必要
とする市民団体の間を市が橋渡しすること
で，多様な主体が参加できる市民活動を
促進する

まちづくり・つなぐネットの実
施

55 55 55

78 市民協働課 02 総務費 01021000 市民行政推進活動費
まちづくりポイント制度の推
進

市民活動に参加するきっかけづくりとして，
市が指定する活動に協力又は参加した際
に，市民にポイントシールを配布する

まちづくりポイント制度の実
施

4,193 4,185 2,212

79 広報広聴課 02 総務費 01021900 広報活動費 政策情報誌の発行
市の重要施策について，現状や課題，市
の方針などを分かりやすく解説した政策情
報誌を発行し，市民との相互理解を深める

政策情報誌の発行 1,933 1,908 1,908

80 広報広聴課 02 総務費 01021900 広報活動費 情報発信機能の充実
行政情報や災害時の緊急情報をメールな
どで配信する情報発信機能の充実を図る

メールによる情報配信，エリ
アメールの配信，ツイッター・
フェイスブックの活用

2,290 2,287 2,287

81 広報広聴課 02 総務費 01021900 広報活動費
市公式ホームページの充
実と幅広い活用

市民と行政の情報共有化を推進するた
め，情報技術の進展や市民の情報収集方
法の変化などを踏まえ，スマートフォンへ
の対応など，ホームページの改善を図る

ホームページの運用 4,612 837 740

82 広報広聴課 02 総務費 01022000 広聴事務費 市民参加の機会の充実
本市がまちづくりに関し意見・提案ができる
機会の充実を図り，まちづくりへの市民の
参加を促進する

意見交換会等の開催 － 66 53

83 商工観光課 07 商工費 01070900 観光物産事業 龍ケ崎産品の販路拡大
地域資源などを活かしたブランド力の高い
魅力ある商品開発を支援する

商品開発，販路拡大等の支
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

84
道の駅・牛久沼
プロジェクト課

02 総務費 01024700 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を整備し，本市の
魅力の更なる発信・PRを図る

基本・実施設計，下水道工事
実施設計，護岸改修工事実
施設計

79,618 78,498 78,498

85
商工観光課
工業団地整備
プロジェクト課

07 商工費
01070600
01070700

企業立地促進費
工業団地整備事業

企業立地促進策の充実

地域経済の活性化や雇用創出等を目的
に，つくばの里工業団地周辺に工場等が
立地可能となる用地を創出し，企業立地の
促進を図る

拡張計画の策定 500 43 58

86 商工観光課 07 商工費
01070200
01070600

商工事務費
企業立地促進費

既存企業の支援
奨励金の交付や事業資金の融資あっ旋な
どを通じて，市内に立地する企業を支援す
る

中小企業事業資金制度信用
保証料補給金，企業立地促
進奨励金の交付

28,868 27,731 27,731

87 商工観光課 07 商工費 01070500 創業支援事業 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」に基づき，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す
る

龍ケ崎創業塾の開催，イン
キュベーション施設整備

2,100 1,120 26,546
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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） 【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）

№ 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

88 こども課 03 民生費 01034000 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係る資
金貸付，市内の保育所等に就労する保育
士への家賃補助などにより，スキルアップ
を支援する

保育士等の就学資金貸付・
保育士家賃補助

7,920 10,320 10,320

89 商工観光課 07 商工費 01070200 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
などの担い手（法人）の設立を支援する

開業資金の支援 1,000 1,000 1,000

90 シティセールス課 02 総務費 01023000
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

子育て環境の優位性を中心に情報を発信
し，シビックプライドの醸成及び認知度向
上・イメージアップを図り，交流人口の増加
及び定住の促進につなげる

地域資源の情報発信（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

91 シティセールス課 02 総務費 01023000
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イベントの開
催や，本市の様々な魅力（地域資源）を回
遊できる観光ルート・魅力あるスポットを開
発することで，交流人口の増加を図る

観光プログラム開発（龍・流
連携地域振興研究事業補助
金）

1,000 1,000 1,000

92 商工観光課 07 商工費 01070900 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
催や，本市の様々な魅力（地域資源）を回
遊できる観光ルート・魅力あるスポットを開
発することで，交流人口の増加を図る

イベントの開催（「龍ケ崎とん
び凧あげ大会」）

350 350 350

93
道の駅・牛久沼
プロジェクト課

02 総務費 01024800 牛久沼活用事業 牛久沼の有効活用

牛久沼周辺地域の高いポテンシャルを活
かし，観光・交流拠点として，集客力，滞留
時間の増大，目的地化などを目指し，周辺
整備やソフト事業の展開により，交流人口
の増加を図る

牛久沼周辺の整備・活用 － 0 6,480

94 農業政策課 06 農林水産業費 01061200 龍ケ崎ブランド育成事業
龍ケ崎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，PRするとともに，安心な食の提供と販
路の開拓を行う

龍ケ崎ブランド農産物のPR
等

4,000 4,000 3,700

95 農業政策課 06 農林水産業費 01061200 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を提供し，加
工することで，新たな魅力の発見による加
工等への意欲を高め，収入の増加を図る

農産品の加工に関する情報
提供

100 100 100

96 農業政策課 06 農林水産業費 01060500 農業総務事務費 農業体験の拡大
種まき・管理・収穫などの農業体験を実施
し，農産物の生育や食の大切さを学ぶ機
会を提供する

農業体験イベントの開催 100 100 100

97 農業政策課 06 農林水産業費
01061000
01061200

農産物直売所管理運営費
龍ケ崎ブランド育成事業

直売の場の拡大
JAやまちづくり文化財団，農業者との連携
を強化し，直売の場を拡大し，地産地消を
促進する

直売所の運営等，周知・PR 200 36,147 14,534

98 農業政策課 06 農林水産業費 01061500
地域おこし協力隊事業（グリー
ンツーリズム）

グリーンツーリズムの推進
当市の農業等の資源を活用し，グリーン
ツーリズム事業の企画・実施を行うことで，
地域活性化を図る

地域おこし協力隊によるグ
リーンツーリズムの実施

8,075 7,794 8,040
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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） 【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）

№ 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

99 企画課 02 総務費 01024000 地域振興事業 学生割引サービスの拡充
流通経済大学の学生を対象とした割引等
サービスを実施する市内店舗の拡充や周
知PRに努め，サービスの利用促進を図る

協力店の拡大，ペナント・パ
ンフレット作成

149 143 143

100 危機管理課 09 消防費 01090800 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

非常時に備え，備蓄品の充実及びアレル
ギー対応食品の導入を進めるとともに，災
害時の円滑な情報伝達手段の確保を図る

備蓄品（アルファ米・飲料水・
クラッカー等）の入替え，災害
時応援協定等の拡大

5,000 5,305 5,305

101 危機管理課 09 消防費
01090300
01090400

消防施設等管理費
消防施設整備事業

消防水利の整備
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う

防火水槽の修繕，消火栓の
新設

5,600 5,597 5,608

102 危機管理課 09 消防費 01090600 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，防災貯留
型仮設トイレシステムを避難所に指定され
ている公共施設等へ計画的に整備する

防災貯留型仮設トイレシステ
ム（マンホールトイレ）の整備

－ 21,255 10,757

103 都市計画課 08 土木費 01080900
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
用の助成を行うことにより，木造住宅の耐
震化を促進し，大規模地震による人的被
害の削減及び経済的負担の軽減を図る

木造住宅耐震診断等に係る
費用の助成

3,500 3,500 3,500

104 都市計画課 08 土木費 01080600 宅地耐震化推進事業 宅地耐震化推進事業

面積3,000㎡以上，または傾斜20度以上か
つ高さが5m以上の大規模盛土造成地につ
いて，状況の調査・評価を行い，おおむね
の範囲を示したマップを公表する

大規模盛土造成地の評価及
びマップの作成

3,694 3,694 3,694

105 危機管理課 09 消防費 01090700 防災訓練費
地域における防災訓練の
充実

地域における防災力の強化に向けて，地
域コミュニティや自主防災組織を単位とし
た防災訓練の充実を図る

地域における防災訓練の実
施に係る備品購入

1,046 982 918

106 危機管理課 09 消防費 01090200 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
化するとともに，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

消防装備の充実 2,868 2,814 2,814

107 危機管理課 09 消防費 01090900 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
成に努める

防災士の育成補助 600 330 330

108 危機管理課 09 消防費 01090600 防災活動費 防災知識の普及
市民への情報発信の拡充，防災に関する
資料の配布や防災講演会・出前講座によ
り，市民の防災意識の高揚を図る

防災の手引き配布 4,125 4,860 4,374

109 社会福祉課 03 民生費 01031400 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」
を作成する

避難支援プラン個別計画の
作成

242 260 250
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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） 【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）

№ 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

110 高齢福祉課 03 民生費 01032800 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」
を作成する

災害時要支援者台帳システ
ム保守，個別通知郵送料

639 722 686

111 交通防犯課 02 総務費
01024400
01024500

コミュニティバス運行事業
公共交通対策費

コミュニティバスの充実

コミュニティバスや乗合タクシーについて安
全・安心して快適に利用できる環境を整備
するとともに，使いやすい公共交通システ
ムを目指す。また，コミュニティバスの運行
計画を再編し，新たな交通体系を構築する

コミュニティバス・乗合タク
シーの運行

50,969 50,970 50,970

112 市民協働課 02 総務費 01026300 地域コミュニティ推進費
中核的な地域コミュニティ
活動の促進

住民の自治活動を一層活発化させ，住民
同士のつながりを深めるとともに，地域の
課題を地域で解決できるよう地域力の向
上を図る

地域コミュニティへの補助，
設立準備会への補助等

25,034 25,306 25,496

113 市民協働課 02 総務費 01024900 コミュニティセンター管理費 地域活動拠点の充実

地域住民のコミュニティの拠点として，ある
いは身近に立ち寄れる場として，コミュニ
ティセンターの機能維持を図り，地域力を
向上させる

備品購入，青パト仕様の公
用車のリース等

27,249 26,738 9,600

114 市民協働課 02 総務費 01026200 自治組織関係経費
地域づくり補助金制度の活
用促進

住民自治組織が主体的に取り組む地域づ
くり活動に対し補助金を交付し，財政的支
援を行うとともに，住民自治組織による地
域づくり活動の活発化を促進する

中核的な地域コミュニティ未
設立地区への補助金交付

1,741 1,820 1,820

115 市民協働課 02 総務費 01026300 地域コミュニティ推進費 地域担当職員制度の推進
地域と行政のパイプ役となる地域担当職
員を置くことにより，地域と行政の相互理
解及び協働の推進を図る

地域担当職員向けの研修会
の実施

200 200 200

116 市民協働課 02 総務費 01026200 自治組織関係経費 地域住民の意識啓発
住民向けの講演会やワークショップを開催
し，地域住民に対し積極的な参加を促す

住民自治組織連絡協議会向
け研修会の実施

200 200 200

117 社会福祉課 03 民生費 01030800 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の実
施（パンフレット作成，事業所
及び個人登録者通知郵送
料）

180 133 129

118 高齢福祉課 03 民生費 01032800 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の実
施（見守り携帯電話使用料）

14 14 14

119 交通防犯課 02 総務費 01027000 防犯活動費
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

防犯連絡員による地域防犯
活動（防犯連絡員ウインドブ
レーカー購入等）

981 981 981

120 交通防犯課 02 総務費
01027000
01027100

防犯活動費
防犯灯整備事業

地域の安全・安心の基盤向
上

防犯カメラやLED防犯灯を設置し，地域の
安全・安心の向上を図る

防犯カメラ･防犯灯設置工事
等

14,106 14,098 11,863
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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） 【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）

№ 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

121 交通防犯課 02 総務費 01027200 空家等対策事業 空家等対策事業
空家等の発生抑制や活用，適正な管理が
行われていない空家等解消の促進を図る

空家等対策推進協議会の開
催，老朽空家等解体費等補
助金の交付

2,287 2,287 1,187

122 健康増進課 04 衛生費 01040800 健康づくり推進事業
健康寿命の延伸に向けた
運動習慣の普及

市民の健康寿命の延伸に向け，てくてく
ロードなどを活用したウォーキングや元気
アップ体操などの普及により，健康づくりを
推進する

てくてくロードマップ作成，維
持管理

4,916 4,904 1,362

123 高齢福祉課 050
介護保険事業
特別会計

05030500 介護予防普及啓発事業
健康寿命の延伸に向けた
運動習慣の普及

市民の健康寿命の延伸に向け，てくてく
ロードなどを活用したウォーキングや元気
アップ体操などの普及により，健康づくりを
推進する

シルバーリハビリ体操・健康
ウォーキング講座の開催

212 1,610 1,026

124 健康増進課 050
介護保険事業
特別会計

05030700 げんきあっぷ！応援事業
健康寿命の延伸に向けた
運動習慣の普及

市民の健康寿命の延伸に向け，てくてく
ロードなどを活用したウォーキングや元気
アップ体操などの普及により，健康づくりを
推進する

元気アップ体操指導員の支
援

1,236 1,409 1,348

125
スポーツ・国体
推進課

10 教育費
01106200
01106600

体育振興活動
総合運動公園等管理運営費

スポーツ教室・イベントの充
実

スポーツ教室やイベントの開催など，市民
が健康づくりに取り組む環境を整備する

スポーツ教室・イベントの開
催

200,380 201,111 200,548

126
スポーツ・国体
推進課

10 教育費 01106200 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
ポーツを推進し，市民の健康増進を図る

ウォークラリー大会・ニュース
ポーツ大会の開催等

448 454 454

127 保険年金課 020
国民健康保険
事業特別会計

02090100 特定健康診査等事業
健康づくりの推進（1）
（健診環境の改善）

節目年齢健診無料化，かかりつけ医から
の情報提供，受診年齢の引下げ，未受診
者への勧奨など，健診環境の改善を図る

健診環境の改善 33,328 20,369 12,232

128 健康増進課 04 衛生費 01040700 生活習慣病健康診査等事業
健康づくりの推進（3）
（生活習慣病健診の拡充）

18歳～39歳の市民を対象に健診及び保健
指導を行うことで，市民の健康に対する意
識を高め，早期から生活習慣病を予防す
る

健診・保健指導の実施 14,537 12,259 1,628

129 健康増進課 04 衛生費
01040500
01040600

がん検診事業
婦人科検診事業

健康づくりの推進（4）
（がん検診受診率向上対策
（無料がん検診事業・医療
機関健診の促進））

がん検診の検診費助成，受診勧奨，周知
の徹底を図るとともに，医療機関検診を促
進することにより，がん検診受診率の向上
を図る

無料がん検診事業，医療機
関検診の促進

11,624 8,077 8,103

130 健康増進課 04 衛生費 01040800 健康づくり推進事業
健康づくりの推進（5）
（睡眠事業）

市民の睡眠習慣の改善を図り，生活習慣
病等の予防につなげる

睡眠に関する教室・講演会
の実施

200 201 173

131 高齢福祉課 050
介護保険事業
特別会計

05030300
05030400
05030500
05030600

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（6）
（介護予防事業）

要介護状態になることを予防するため，運
動機能向上，認知症予防，口腔機能向上
等，介護予防のための教室を開催する

介護予防教室等の開催 10,840 6,532 6,308

132 高齢福祉課 050
介護保険事業
特別会計

05030600 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

高齢者の地域貢献活動や生きがいづくり
等の活動を行っている団体に対し，支援を
行う

団体の運営支援等 1,355 2,200 1,262
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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） 【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）

№ 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

133 企画課 02 総務費 01022800 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，経費の縮減を図るため，公の施設の
管理運営や事務事業について，民間活力
の活用を推進する

指定管理者適用施設の検討
(指定管理者選定委員会開
催)

71 88 88

1,835,543 1,843,496 1,738,435「戦略プラン」　合計
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