
■危機管理課

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 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ります。

備蓄品の入替え、災害時応援協定等の
拡大等

5,000 5,000 5,000

2 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います。

故障防火水槽の修繕
消火栓の新設

4,000 5,400 4,000

3 危機管理課 09 消防費 01090600 防災活動費 防災貯留型トイレの整備
地震災害時のトイレ対策として，防災貯留型トイレを避難所に指定されている
公共施設等へ計画的に整備します。

防災貯留型トイレの整備 25,000 25,974 25,000

4 危機管理課 09 消防費 01091000 防災情報伝達設備整備事業 防災行政無線のデジタル化
防災行政無線のデジタル化，難聴地区におけるスピーカー増設等，災害時の
円滑な情報伝達手段の確保を図ります。 実施設計

10,000 8,100 8,100

■総務部

1 人事課 02 総務費 01020600 職員研修費 人材育成基本計画の推進
人材育成基本計画により進行管理を行いながら，計画の着実な実行を目指
し，リーダーシップ研修を実施するとともに，職員研修の受講機会の拡大を図
ります。

・リーダーシップ研修
・職員研修の受講機会の拡大

700 700 700

2 人事課 02 総務費 01020400 臨時職員等関係経費 人員管理計画の推進

平成32年4月1日から施行される改正地方公務員法及び改正地方自治法によ
り新たに創設される会計年度任用職員制度の導入に向けて当市における臨
時・非常勤職員の実態把握，新制度における任用・勤務条件，採用等にかか
る制度設計を進め，関連する例規整備を図ります。

会計年度任用職員制度設計導入支援業
務委託

1,650 1,650 780

■市長公室

1 企画課 02 総務費 01024000 地域振興事業
JR常磐線佐貫駅を起点としたにぎ
わいの創出

市の玄関口である佐貫駅周辺地域を中心とする今後のまちづくり戦略の基本
構想を踏まえ，佐貫駅を起点としてにぎわいの創出を図ります。

佐貫駅駅名改称事業 396,076 396,404 378,346

2 秘書課 10 教育費 01106500
地域おこし協力隊（スポーツツー
リズム）

スポーツツーリズムの推進
スポーツに係る交流事業等を実施し，スポーツツーリズムの推進を図っていく
ことで，交流人口の拡大・地域活性化につなげていきます。

地域おこし協力隊によるスポーツツーリ
ズムの実施

3,749 4,798 4,701

3 秘書課 10 教育費 01106300
国際スポーツ大会キャンプ等招
致活動費

国際スポーツ大会キャンプ等招致活
動委員会の運営及びスポーツ交流
協会による交流事業の推進

龍ケ崎市国際スポーツ大会キャンプ等招致活動委員会において，キャンプ地
招致を行います。また，市民で構成するスポーツ交流協会においては，2020
年オリンピック東京大会に向けた交流，PR活動を行い，その後のスポーツ交
流活動につなげていきます。

・国際スポーツ大会キャンプ等招致活動
費
・スポーツ交流協会事業費

10,000 14,795 10,957

4 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ります。

認知度向上・定住促進のための情報発
信

1,050 1,037 1,037

5 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
佐貫駅駅名改称や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
住の促進につなげます。

・地域資源の情報発信
・イベント等の開催

15,000 15,000 15,000

6 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
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ります。

龍・流連携地域振興研究事業（観光プロ
グラム開発）交付金

▲ 0 0

事業内容

予算計上科目

事業名 事業概要
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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」（H31）【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）

7 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

地域ブランド力の向上
農産品や特産品等を活用した商品開発やブランド化をすることにより，付加価
値及び収益性の向上を図ります。

市外向けの情報発信 7,230 6,912 6,339

8
道の駅・牛久
沼ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ課

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を図ります。

整備関連事業
（※護岸改修工事の進捗に合わせ予算
計上）

696,800 758,183 -

9
道の駅・牛久
沼ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ課

02 総務費 01024700 道の駅整備事業 道の駅総合プロデュース
牛久沼活用構想に基づく道の駅の管理運営，多くの人に足を運んでもらうた
めの具体定な施策などを検討し，安らぎとにぎわいの場を創出するため，道
の駅の特色づくりを進めます。

道の駅の整備監修等 4,400 4,320 4,400

10
道の駅・牛久
沼ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ課

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ります。

牛久沼周辺の整備・活用 13,300 12,853 3,300

■福祉部

1 社会福祉課 03 民生費 01031100 地域福祉推進事業 地域交流拠点づくりの推進
地域住民が気軽に立ち寄り，利用できる交流サロン機能を備えた，地域交流
拠点づくりへの財政的支援や運営への助言を行うことで，地域交流の促進を
図ります。

（仮称）社会福祉協議会西口支所整備及
び運営への支援

▲ 13,879 12,684

2 生活支援課 03 民生費 01030900 生活困窮者自立支援事業
生活困窮者の子どもの居場所づくり
支援事業

生活困窮世帯等の子どもの孤立の防止及び健康や生活環境の向上を図りま
す。

居場所の提供及び日常・社会生活の支
援

3,574 4,703 3,715

3 生活支援課 03 民生費 01030900 生活困窮者自立支援事業
生活困窮世帯の子どもの学習支援
事業

生活困窮世帯の児童・生徒に対する学習支援，生活上の悩みや進学に関す
る助言等のための支援，その他学習習慣・生活習慣の確立や学習意欲の向
上を図ります。

学習支援，生活上の悩みや進学に関す
る助言等

3,688 4,580 4,074

4 こども家庭課 03 民生費

01020300
01033900
01034200
01034300
01035900

職員給与費（総務管理）
職員給与費（児童福祉）
さんさん館管理運営費
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【拡充事業】
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ります。

保育サービスの充実 62,611 106,348 102,246

5 こども家庭課 03 民生費 01035050 こどもまつり開催事業 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徴的なイベントを開催し，「子育て環境日本一」を内外にア
ピールします。

こどもまつりの開催 3,724 3,724 3,538

6 こども家庭課 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します。

すくすく保育助成金の交付 5,315 5,271 5,271

7 こども家庭課 ― ― ― ― 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，子育て世代を支援します。

子育て支援施設の環境整備 77,337 0 0

8 こども家庭課 03 民生費 01035350 保育士等支援事業
若者のスキルアップ支援
【拡充事業】

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します。

保育士等の修学資金貸付・保育士等就
労促進家賃補助

10,200 10,800 10,200

平成３１年度

事業内容

予算計上科目

事業名 事業概要No. 担当課
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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」（H31）【予算案】
■健康づくり推進部

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 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（小児救急医療輪番制）を確保しま
す。また，基幹医療機関や休日当番医等，医療体制の充実を図ります。

休日・夜間の小児救急患者医療確保
基幹医療機関への運営費補助金
休日当番医・休日緊急診療医師賠償責
任保険

87,840 88,175 88,175

2 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実施
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
治療を図ります。

視能訓練士による視覚検査の実施 312 305 305

3 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

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します。

不妊治療・男性不妊治療・不育症治療費
の一部助成

8,006 8,106 8,005

4
こども家庭課
健康増進課

03
04

民生費
衛生費

01034500
01034800
01034820
01041100
01041200

家庭児童相談事業
子ども・子育て支援事業（補助）
子ども・子育て支援事業（単独）
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います。

子育て支援コンシェルジュ，母子保健
コーディネーターの配置，産後ケア事
業，産後健診，マタニティタクシー利用助
成等の利用促進

12,588 21,188 19,415

5 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の支援の充実
妊産婦や乳幼児の保護者への電子母子手帳サービス，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します。

電子母子手帳サービス、赤ちゃん訪問 4,669 4,647 4,656

6 健康増進課 04 衛生費 0141600 小児予防接種事業
小児インフルエンザ予防接種費助
成

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
の軽減を図ります。

予防接種費用の一部助成 7,893 7,977 7,977

7 健康増進課 04 衛生費 0141600 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ります。

予防接種費用の一部助成 5,439 5,495 5,432

8 健康増進課 04 衛生費 0141600 小児予防接種事業 おたふく予防接種費助成事業
1歳以上6歳未満の予防接種費用を一部公費負担とし，子育て世代の経済的
負担を軽減します。

予防接種費用の助成 1,526 1,527 1,527

9 健康増進課 04 衛生費 01040900 母子保健事業
禁煙外来治療費助成事業
【新規事業】

妊婦や乳幼児においては，受動喫煙の影響を受けやすく，子育て中の保護者
の喫煙率を抑制するため，禁煙外来の治療費の一部を助成します。

禁煙外来治療費の一部助成 150 150 150

10 健康増進課 04 衛生費 01041500 疫病予防費 新型インフルエンザ対策備蓄物品
新型インフルエンザが発生した際の職員の感染予防を行うことで，市民生活
に直結する公共サービスの維持に努めます。

新型インフルエンザ感染予防物品の購
入

2,500 2,532 2,470

11 健康増進課 02
国民健康保険
事業特別会計

02050400 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）

節目年齢検診無料化，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ります。

健診環境の改善 14,471 13,558 13,457

12 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（２）
（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します。

健診・保健指導の実施 1,881 1,591 1,521

平成３１年度

事業内容

予算計上科目

事業名 事業概要No. 担当課
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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」（H31）【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）

13 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（３）
がん検診受診率向上対策（無料が
ん検診事業）

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ります。

無料がん検診事業、医療機関検診の促
進

4,298 4,326 3,047

14 健康増進課 04 衛生費 01040500 がん検診事業
健康づくりの推進（６）-１
（胃がん医療機関検診事業）

胃内視鏡検査に対応するため，医療機関検診の導入を行い，受診勧奨，周
知の徹底を図るとともに，医療機関医療機関による胃がん内視鏡検査及びリ
スク検査の実施することにより，がん検診受診率の向上を図ります。

胃がん検診医療機関委託 2,000 3,108 1,539

15 健康増進課 04 衛生費 0140500 がん検診事業
健康づくりの推進（６）-２
（胃がん検診の拡充）

胃がんは，早期発見によって治癒率も高いことから，市民が受診しやすい環
境整備を図ります。

胃がんリスク検査委託 1,501 1,778 1,367

16 健康増進課 04 衛生費 0140700 生活習慣病健康診査等事業
健康づくりの推進（７）
肝炎検診受診率向上(無料肝炎検
診事業)

肝炎に関する正しい知識を普及させるとともに，検診を受けることで肝炎によ
る健康被害を回避し，症状を軽減します。

肝炎検診事業、医療機関検診の促進 758 3,883 2,248

17 健康増進課  0207

国民健康保険
事業特別会計

後期高齢者医療
事業特別会計

02050400
07030100

特定健康診査等事業
後期高齢者健康診査事業

健診の拡充
40歳～74歳の国保加入者及び後期高齢者を対象に，特定健診の健診項目
追加及び健診料金の統一化，高齢者健診の健診項目追加し，生活習慣病の
重症化予防となり医療費増加の抑制を図ります。

健診の拡充 41,803 31,019 31,019

18 健幸長寿課  0405
衛生費

介護保険
事業特別会計

01040320
05030300
05030500
05030700

健幸づくり推進事業
通所型介護予防事業
介護予防普及啓発事業
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

要介護状態になることを予防するために，一般介護予防事業として，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等を実施しま
す。

介護予防事業（複合・委託・ウオーキン
グ・シルバーリハビリ体操）

4,234 3,919 3,812

19 健幸長寿課 04

衛生費
介護保険

事業特別会
計

01040380
05030500

健幸マイレージ事業
介護予防普及啓発事業

健幸マイレージ事業
１８歳以上の市民が健康増進・維持のため，スマートフォンのウォーキングア
プリを利用し，ウォーキングの歩数及び各種健診を受診した場合にポイントを
付与し，運動促進を図ります。

スマートフォンウォーキングアプリの導入
ポイント還元商品の提供 9,786 9,778 8,950

20 健幸長寿課 05
衛生費

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て
の支援を行います。

団体の運営支援等 1,949 1,007 788

21 保険年金課 03 民生費 01033400 医療対策事業（単独分） 医療費助成の実施
小児ﾏﾙ福において，高校3年生相当までの子どもに対して，医療費の自己負
担分の一部を助成します。

小児ﾏﾙ福（高校3年生相当まで）の助成 58,136 60,567 60,567

22
スポーツ都市

推進課
10 教育費 01106200 体育振興活動費 総合型地域スポーツクラブの支援

クラブの活動や実施事業を広報紙やホームページへ掲載し，活動状況の周
知を図る。また，活動場所・練習施設等の支援を行います。

活動状況の周知，活動場所・練習施設
等の支援，ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾘﾆｯｸ等の開催

3,470 3,470 3,470

23
スポーツ都市

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い
ます。

中学校部活動への指導者の派遣 1,000 1,000 780

24
スポーツ都市

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維持し
ます。

 
有酸素系トレーニングマシン導入
券売機システムリース

9,825 9,825 9,871

平成３１年度

事業内容

予算計上科目

事業名 事業概要No. 担当課
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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」（H31）【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）

25
スポーツ都市

推進課
10 教育費 01106200 体育振興活動費 スポーツ教室・イベントの充実（１）

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
します。

スポーツ教室・イベントの開催 4,801 4,801 4,701

26
スポーツ都市

推進課
10 教育費 01106600 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（２）

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
します。

総合体育館外13施設指定管理料 198,411 201,221 198,265

27
スポーツ都市

推進課
10 教育費 01106200 体育振興活動費 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
図ります。

ウォークラリー大会・ニュースポーツ大会
の開催等

714 714 509

■市民生活部

1
情報管理課

納税課
02

総務費
国民健康保
険事業特別

会計

01027900
01023100
02010400
02010500

徴収事務費
住民情報基幹系システム運用費
国民健康保険賦課事務費
国民健康保険徴収事務費

市税の収納率向上（国民健康保険
税を除く）【拡充事業】

更なる徴収強化を図るため，納税者の口座振替利用率の向上と納期内納付
を推進するため，口座振替の申し込み方法を簡略化し，市税の収納率の向上
を目指します。

現年分を含めた滞納整理の強化、納税
機会（口座振替依頼書ハガキ版の導入）
の拡充

3,383 2,901 2,901

2
コミュニティ

推進課
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

市民からの地域の課題などの解決に向けた事業を募集し，協働で実施しま
す。また，まちづくりのアイデア提案を広く募集します。

提案募集、採択事業の実施 1,311 1,311 1,311

3
コミュニティ

推進課
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します。

市民活動センターの管理運営、修繕料、
市民活動ステップアップ補助金の交付

11,840 11,840 11,640

4
コミュニティ

推進課
02 総務費 01021000 市民行政推進活動費 まちづくりﾎﾟｲﾝﾄ制度の推進

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します。

まちづくりポイント制度の実施 4,611 4,579 2,451

5
コミュニティ

推進課
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推進

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ります。

地域コミュニティへの補助、設立準備会
への補助、講師謝礼等

29,088 29,369 29,369

6
コミュニティ

推進課
02 総務費

01024350
01024900

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
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ます。

集会施設改修等補助、備品購入、青パト
仕様の公用車のリース等

12,686 11,370 10,872

7
コミュニティ

推進課
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ります。

地域担当職員向けの研修会の実施 200 200 200

8
コミュニティ

推進課
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
を促します。

住民自治組織連絡協議会向け研修会の
実施

400 200 200

9 交通防犯課 02 総務費 01024500 公共交通対策費
「通えるまちづくり」の推進（2）
深夜バスの運行

JR佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎駅までの深夜バスを運行し，深夜の帰宅に対
応した交通環境の向上を図ります。

深夜バスの運行 4,157 4,287 4,157

平成３１年度

事業内容
事業概要No. 担当課

予算計上科目

事業名
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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」（H31）【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）

10 交通防犯課 02 総務費 01024500 公共交通対策費
「通えるまちづくり」の推進（4）
路線バス昼間割引制度の拡大

関東鉄道(株)が運行する路線バスで，午前８時から午後５時までの時間帯に
市内で乗降した場合，運賃上限が２１０円となる制度である昼間割引制度を
実施することにより，バスの利用促進を図ります。

路線バス昼間割引制度の拡大 3,500 3,500 3,500

11 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

コミュニティバス運行計画再編【拡充
事業】

コミュニティバスや乗合タクシーについて，安全・安心かつ快適に利用できる
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します。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します。

コミュニティバス，乗合タクシーの運行 109,900 124,361 121,866

12 交通防犯課 02 総務費 01024400 コミュニティバス運行事業
コミュニティバス停留所整備
【新規事業】

停留所において上屋及びベンチを設置することで，利用者がバスの到着を
待っている間の快適性を向上させます。

・市役所バス停留所上屋新設工事
・市役所庁舎前駐車場駐車禁止工事
・市役所バス停車区画線設置工事
・既存市役所バス停留所上屋撤去工事

2,080 2,080 2,080

13 交通防犯課 02 総務費 01024400 コミュニティバス運行事業
バスロケーションシステム導入【新規
事業】

コミュニティバス運行計画再編に合わせ，コミュニティバスにバスロケーション
システムを導入し，バス利用者に現在の運行状況を提供することでコミュニ
ティバスの利便性向上及び利用促進を図ります。

・バスロケーションシステム初期導入費
・デジタル看板（3箇所）

4,953 4,953 4,934

14 交通防犯課 02 総務費 01024400 コミュニティバス運行事業
関東鉄道竜ヶ崎駅バス待合室等整
備【新規事業】

関東鉄道竜ヶ崎駅にバス用の待合室を整備及びバス停留所付近の路面にバ
ス専用レーンを塗装し，利便性・快適性の向上を図ります。

・待合室整備
・待合室備品
・路面ペイント工事
・竜ヶ崎駅貸店舗賃貸借

4,866 4,866 4,866

15 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・安心の向上を図ります。
・防犯カメラ･防犯灯設置等工事
・防犯カメラ設置費補助金

10,771 10,555 9,674

16 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
を図ります。

空家等対策推進協議会の開催、立ち入
り調査・空家相談会専門派遣に係る謝
礼、老朽空家等解体費等補助金の交付
等

1,540 1,618 1,564

■産業経済部

1 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ります。

・撞舞開催事業
・龍ケ崎市観光アンバサダー（6名）設置
事業

2,650 2,650 2,000

2 商工観光課 07 商工費 01070300 市街地活性化対策費 龍ケ崎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します。

・全国コロッケフェスティバル開催経費
4,500 5,935 5,000

3 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
まちなかにおける課題や市民ニーズ等を整理のうえ，にぎわい創出や居住環
境の充実等による魅力あるまちづくりを進めるための計画を策定し，中心市
街地の活性化を図ります。

「（仮称）龍ケ崎市まちなか再生プラン」
の策定

10,768 8,077 8,077

4 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，当市
独自の相談窓口や創業スクールの開催，創業時補助金などにより，起業・創
業を支援します。

創業者に対する創業支援，Match☆広域
連携事業における取手市との創業支援
広域連携事業（創業スクール・ビジネスコ
ンテスト・情報誌の発行等）

18,112 18,112 18,112

5 商工観光課 07 商工費 01070200 商工事務費 既存企業の支援
補助金等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
業を支援します。

信用保証料補給金の交付、展示会出展
助成

18,580 27,008 25,250

平成３１年度

事業内容
事業名 事業概要No. 担当課

予算計上科目
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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」（H31）【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）

6 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します。 中小企業診断士によるアドバイザー契約 1,000 1,000 1,000

7 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
増加を図ります。

観光プログラム開発、イベントの開催 350 350 350

8 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います。

・農産物ＰＲ消耗品等
・内閣府認定公益社団法人全日本司厨
士協会への負担金
・減農薬米普及促進補助事業
・担い手育成支援事業
・イベント参加時の備品レンタル及び駐
車場使用料

5,100 5,100 4,050

9 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
経験豊富なプランナーを設置し市内生産者及び加工業者，学生と連携し，新
たな発想による農産物の活用や加工品の商品開発に取り組みます。

・食と農のアンバサダー謝礼
・レシピ開発，加工試作に係る農産物の
購入費
・レシピ集等作成経費
・農学連携事業

1,700 1,700 1,500

10 農業政策課 06 農林水産業費
01061000
01061200

たつのこ産直市場管理運営費
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，直売所の開設，朝市の
開催など，直売の場を拡大し，地産地消を促進します。

・日曜朝市イベント費
・イベント新聞折込、広告掲載
・農産物直売所運営費

17,815 17,755 17,151

11 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事業
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，都市からの交流人口の拡大と地域活性化を図ります。

地域おこし協力隊によるグリーンツーリ
ズム

7,307 8,226 7,657

12 農業政策課 06 農林水産業費 01062300 生産調整推進対策事業
龍ケ崎市飼料用米生産拡大支援事
業

飼料用米の作付面積拡大や，飼料用米栽培方法の改善等に取り組む農業者
に対して，本市独自の支援制度を新たに構築し，農業用機械等の導入に関す
る経済的支援を行います。

農業用機械等の導入経費の補助 10,000 10,000 10,000

13 農業政策課 06 農林水産業費
01060600
01061100

農業振興事業
農業経営基盤強化促進対策事業

新規就農者・担い手支援事業
【拡充事業】

農業従事者の確保・自立を促進し，安定した生産構造及び当市の基幹産業で
ある農業の振興を図ります。

・新規就農者経営支援事業
・畑作農業ステップアップ支援事業

13,100 13,100 9,800

14 環境対策課 04 衛生費 01042000 環境行政推進費
龍ケ崎市自立・分散型エネルギー設
備促進事業
【拡充事業】

水素の利活用の促進及びエネルギー利用の効率化を図るため，家庭用燃料
電池システム（エネファーム）又は定置用リチウムイオン蓄電システムを設置
するものに対し，設置費用の一部補助を行います。

・家庭用燃料電池システム（エネファー
ム）
・定置用リチウムイオン蓄電システム

5,000 5,000 5,000

15 環境対策課 04 衛生費 01042600 公害対策費 牛久沼等の水質浄化促進対策事業
牛久沼等の水質浄化に関する事業を推進し，生活環境の改善に取り組みま
す。

牛久沼の植生分布調査等 ▲ 2,739 1,918

16 企業立地推進課 07 商工費 01070600 企業立地促進費 既存企業の支援
奨励金の交付を通じて工場等の新増設や事務所等を創設する企業を支援し
ます。

・事務所賃借型企業立地奨励金
・工場増設型企業立地奨励金

15,400 7,995 7,995

平成３１年度

事業内容

予算計上科目

事業名 事業概要No. 担当課
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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」（H31）【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）

17 企業立地推進課 090
工業団地拡張
事業特別会計

09010200 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ります。

拡張計画に基づく事業の推進 430,863 353,000 512,000

■都市整備部

1 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
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・定住化を促進しま
す。

若者・子育て世代住宅取得補助金 42,000 42,000 42,000

2 都市計画課 08 土木費 01082800 都市計画事務費
つくばの里工業団地拡張事業
【新規事業】

新たな産業用地となる拡張エリアについて，市街化区域への編入や用途地域
の決定，既存工業団地への地区計画決定（全て平成32年度予定）を行い，既
存エリアと拡張エリアが一体となった産業拠点の形成を図ります。

都市計画手続支援業務委託 4,310 1,980 1,317

3 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除及び経済的負担の軽減を図ります。

木造住宅耐震診断等に係る費用の助成 3,050 3,050 3,050

4 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
当市で対象となる大規模盛土造成地の地盤の状況について，より詳しく調査
を実施し，二次スクリーニング計画を作成し，より安全・安心なまちを目指しま
す。

第ニ次スクリーニング計画 5,379 5,379 5,379

■教育委員会

1 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（ＬＥＤ照
明）

学校施設の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。

中学校体育館LED化工事（城ノ内中） 9,062 9,494 9,494

2 教育総務課 10 教育費 01102800 小学校教育振興費 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支援員の配置を行います。

電子黒板等のICT機器の導入、ICT支援
員の配置

36,781 32,331 32,051

3 教育総務課 10 教育費 01103700 中学校教育振興費 ＩＣＴ教育の推進
市内中学校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
員の配置を行います。

電子黒板等のICT機器の導入、ICT支援
員の配置

20,996 20,996 20,996

4 教育総務課 10 教育費 01103700 中学校教育振興費 英語教育の推進【新規事業】
中学校教育における英語力，学習意欲の向上を図るため，公益財団法人日
本英語検定協会による実用英語技能検定を受験した生徒を対象に検定料を
補助します。

実用英語技能検定料の補助 798 798 798

5 教育総務課 10 教育費 01102800 小学校教育振興費 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します。

小中一貫教育に向けたバス借上（愛宕・
城南・城ノ内・長山・城西・中根台中学校
区）

737 720 720

6 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
適正配置を推進します。

スクールバス等の運行費
（城ノ内小・龍西小）

23,479 23,588 23,588

平成３１年度

事業内容

予算計上科目

事業名 事業概要No. 担当課
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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」（H31）【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）

7 教育総務課 10 教育費
01103000
01103900

要保護・準要保護児童就学奨励
費
要保護・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
費を支給します。

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

50,026 59,888 59,888

8 文化・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
行います。

中央図書館の指定管理者による管理運
営

89,674 89,675 89,675

9 文化・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します。

・文化財イラストマップ作成
・文化財，市民遺産等説明板設置
・旧竹内農場赤レンガ西洋館フェンス設
置工事

7,554 8,614 9,458

10 文化・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します。

・文化会館の指定管理者による管理運
営
・文化協会への交付金

107,143 109,915 107,114

11 国体推進課 10 教育費 01106400 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（当市は柔道競技）とともに，国民体育大会を機会として
交流人口の増加を図ります。

国民体育大会開催 102,608 101,393 100,903

12 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 学びの広場の実施など，多様な学習機会を提供します。 学びの広場等の学力向上対策等の実施 1,098 811 811

13 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」を育成し，シビックプライドを醸成します。

地域との交流事業の推進 6,200 6,115 5,974

14 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ります。 英語指導助手等の配置 55,036 55,036 55,036

15 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します。

・小中一貫教育に関する派遣指導主事
の研修費等
・派遣指導主事参考用小中一貫教育教
育資料等消耗品費
・小中一貫教育推進事業研究指定校の
委嘱（2年継続）
・小中一貫教育カリキュラム策定に係る
消耗品費

1,370 1,352 1,342

16 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します。

・教育支援委員会委員報酬
・特別支援教育支援員業務委託

64,520 64,520 56,000

17 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るため，第３子以降の子育てを総合的に支援します。 給食費負担軽減 13,440 13,485 13,485

3,263,157 3,339,511 3,311,013

平成３１年度

「戦略プラン」合計

事業内容

予算計上科目

事業名 事業概要No. 担当課

　

　　　　　　9 / 9


