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（１）　主要施策アクションプランとは・・・

主要施策アクションプラン（以下「本プラン」という。）は、向こう３年間

で実施していく主要な施策や事業の具体的な展開方法を年度別に示しているも

のです。

本市のまちづくりの最上位計画である「第２次ふるさと龍ケ崎戦略プラン」

に位置付けた施策を推進するための事業を中心に、公共施設・インフラの整備

や維持更新等に係る主要な施策や事業について、事業の概要・目的、具体的な

事業内容や実施に当たっての年次計画、事業費を明らかにしています。

また、本プランは、社会経済情勢・市民ニーズ・財政状況の変化などに柔軟

に対応できるよう毎年見直しを行います。

（２）　掲載対象

本プランの掲載対象となる主要な施策や事業は、次のとおりです。

①「第２次ふるさと龍ケ崎戦略プラン」の５つの戦略に沿って定めた１３の

目標ごとに位置付けた施策を推進するための事業などです。

②　公共施設・インフラの整備に係る主要な施策や事業

　　　　新たな公共施設や道路、防災施設等の公共インフラの新規整備

③　公共施設・インフラの維持更新に係る主要な施策や事業

　　　　既存公共施設や道路、防災施設等の公共インフラの維持更新等のハード事業で、

おおむね５００万円以上の費用が想定されるもの

④　情報システム関係事業

　　　　情報関連システムの新規整備や改修等に係る主要な事業

　　　　

（３）計画期間

平成３０年度から３２年度までの３年間を計画期間とします。

（４）留意事項

本プランは、上記（２）により、平成３２年度までに実施する主要な施策や

事業を対象に掲載しているもので、本市が実施する全ての事業を登載している

ものではありません。この他にも様々な事業を展開していますが、経常的な経

費や公債費等の義務的経費などは対象外としています。

なお、事業費については、原則として、１万円未満を四捨五入して表記して

います。

　　

１

１ 　 主 要 施 策 ア ク シ ョ ン プ ラ ン の 概 要１ 　 主 要 施 策 ア ク シ ョ ン プ ラ ン の 概 要



《第２次ふるさと龍ケ崎戦略プランに係る事業数一覧》

戦　略 目　標 施策数 事業数

１

若い世代の希望の実現

「若者・子育て世代の

定住環境の創出」

１ 子育て環境日本一【重点目標】 ３ 18

２ 住んでみたいと感じるまちづくり ４ 23

３ 人口減少社会に対応したまちづくり ２ 6

２

教育環境の向上

「まちづくりを担う

人づくり」

４ 龍の子の生きる力を育むまちづくり ５ 19

５ 子どもの健やかな成長と自立心を育むまちづくり ４ 13

６ 生涯にわたり学び、文化やスポーツに親しめるまちづくり ３ 11

３

地域活性化

「まちの活性化と

認知度向上」

７ 市民活動日本一【重点目標】 ４ ９

８
地域の潜在力を活かした仕事とにぎわいを創出するまちづ

くり
４ 27

９ 大学と連携した特色あるまちづくり ３ 8

４

地域力の向上

「安全・安心で

住みよい環境づくり」

10 防災・減災日本一【重点目標】 2 15

11 地域がつながる、安全・安心なまちづくり 4 14

12 スポーツ健幸日本一【重点目標】 ２ 17

５

持続可能な行財政運営

「将来につながる

基盤づくり」

住みよい環境づくり

13 健全で効率的な行財政運営の推進 ３ ６

　　事業数　合計 ４３ 186
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　①「子どもと住みたい龍ケ崎」の実現
※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

年度 事業費 事業内容

30年度 5,378 保育サービスの充実

31年度 5,378 保育サービスの充実

32年度 5,378 保育サービスの充実

30年度 14,900 放課後児童健全育成事業

31年度 14,900 放課後児童健全育成事業

32年度 13,616 放課後児童健全育成事業

30年度 4,615
休日・夜間の小児救急患者医療確
保

31年度 1,963
休日・夜間の小児救急患者医療確
保

32年度 1,963
休日・夜間の小児救急患者医療確
保

30年度 －
市内民間企業等へのワークライフバ
ランスに関する情報提供

31年度 －
市内民間企業等へのワークライフバ
ランスに関する情報提供

32年度 －
市内民間企業等へのワークライフバ
ランスに関する情報提供

30年度 639
こどもまつり、子ども・子育て支援事
業計画策定

31年度 611
こどもまつり、子ども・子育て支援事
業計画策定

32年度 372 こどもまつり開催経費

30年度 30 赤ちゃんの駅設置費補助金

31年度 30 赤ちゃんの駅設置費補助金

32年度 30 赤ちゃんの駅設置費補助金

30年度 30 視能訓練士による視覚検査の導入

31年度 30 視能訓練士による視覚検査の導入

32年度 30 視能訓練士による視覚検査の導入

30年度 252 基本計画の策定

31年度 － －

32年度 － －

事業内容及び事業費の年次計画

龍ケ崎市男女共同参画基本計画の
改訂
【こども家庭課】

現行の「男女共同参画基本計画」
が平成30年度で計画期間を満了
することに伴い、「女性の職業生
活における活躍の推進に関する法
律」などの新たな社会動向を踏ま
えた「第２次男女共同参画基本計
画」を策定します。

子育て・しごとの両立支援
【人事課／こども家庭課／商工観
光課】

ワーク・ライフ・バランスの実現
に向けて、市内民間企業と情報共
有や協働を図り、子育て協力事業
者の拡大を図ります。

４歳児眼の健康診査の実施
【健康増進課】

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。

子育てが楽しいと感じる環境の充
実
【こども家庭課】

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。

事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的

保育環境の充実
【こども家庭課】

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を図り
ます。

乳幼児等の外出支援策の充実
【こども家庭課】

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
よう子育て応援の店・施設の拡
充を進めます。

学童保育ルームの充実
【文化・生涯学習課】

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
充実を図ります。

小児救急医療等の医療体制の充実
【健康増進課】

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）を確保します

２ 平成30年度主要施策アクションプラン
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②出会い・結婚・妊娠・出産・子育ての各ステージに対応した切れ目のない支援

※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

年度 事業費 事業内容

30年度 801
不妊治療・男性不妊治療・不育症治
療費の一部助成

31年度 801
不妊治療・男性不妊治療・不育症治
療費の一部助成

32年度 801
不妊治療・男性不妊治療・不育症治
療費の一部助成

30年度 1,791
母子保健コーディネーター、産後ケア事
業、マタニティタクシー利用助成等

31年度 1,791
母子保健コーディネーター、産後ケア事
業、マタニティタクシー利用助成等

32年度 1,791
母子保健コーディネーター、産後ケア事
業、マタニティタクシー利用助成等

30年度 427
電子母子手帳サービス、赤ちゃん訪
問

31年度 427
電子母子手帳サービス、赤ちゃん訪
問

32年度 427
電子母子手帳サービス、赤ちゃん訪
問

30年度 －
婚活パーティーの開催等による出会
いの場の提供

31年度 －
婚活パーティーの開催等による出会
いの場の提供

32年度 －
婚活パーティーの開催等による出会
いの場の提供

30年度 1,106 予防接種費用の一部助成

31年度 1,106 予防接種費用の一部助成

32年度 1,106 予防接種費用の一部助成

30年度 530 予防接種費用の一部助成

31年度 530 予防接種費用の一部助成

32年度 530 予防接種費用の一部助成

③若者・子育て世代への経済的な支援

※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

年度 事業費 事業内容

30年度 4,200 若者・子育て世代住宅取得補助金

31年度 4,200 若者・子育て世代住宅取得補助金

32年度 4,200 若者・子育て世代住宅取得補助金

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年生まで実施することで、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。

きめ細やかな子育て支援の充実
【健康増進課】

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。

事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的
事業内容及び事業費の年次計画

龍ケ崎市版ネウボラの充実
【健康増進課／こども家庭課】

母子保健コーディネーターや子
育て支援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。

不妊治療費助成事業・不育症治療
費助成事業
【健康増進課】

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。

出会いのサポートの充実
【商工観光課】

結婚に向けた出会いの場を提供
するなど、未婚化・晩婚化対策
及び地域活性化を図ります。

事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的
事業内容及び事業費の年次計画

・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
【シティセールス課／都市計画課】

市内で初めて住宅を取得し、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、定住化を促進し
ます。

ロタ予防接種費助成事業
【健康増進課】

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。

小児インフルエンザ予防接種費助
成事業
【健康増進課】

拡充
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※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

30年度 3,403
すくすく保育助成金の交付
給食費負担軽減

31年度 3,263
すくすく保育助成金の交付
給食費負担軽減

32年度 1,277 
給食費負担軽減

30年度 5,895
小児マル福（高校3年生相当まで）の
助成

31年度 5,895
小児マル福（高校3年生相当まで）の
助成

32年度 5,895
小児マル福（高校3年生相当まで）の
助成

30年度 － 子育てガイドブックの作成

31年度 － 子育てガイドブックの作成

32年度 － 子育てガイドブックの作成

　①「選ばれるまちづくり」による移住・定住の促進
※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

年度 事業費 事業内容

30年度 105
認知度向上・定住促進のための情
報発信

31年度 105
認知度向上・定住促進のための情
報発信

32年度 105
認知度向上・定住促進のための情
報発信

30年度 905
撞舞広場の整備
観光ＰＲの実施

31年度 189 観光ＰＲの実施

32年度 289 観光ＰＲの実施

30年度 4,200 若者・子育て世代住宅取得補助金

31年度 4,200 若者・子育て世代住宅取得補助金

32年度 4,200 若者・子育て世代住宅取得補助金

30年度 －
地質調査・実施設計（平成29年度か
らの繰越事業）

31年度 10,000 改修工事

32年度 10,000 改修工事

医療費助成の実施
【保険年金課】

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。

多子世帯支援
【こども家庭課／学校給食セン
ター】

子育て世代の経済的負担の軽減
を図るなど、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。

子育てスタート応援事業
【こども家庭課】

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、本市
の取組を周知し、サービスの利
用などを支援します。

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、
佐貫駅東口ロータリー改修を行
い、市の玄関口にふさわしい環
境整備を行います。

事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的
事業内容及び事業費の年次計画

居住環境の優位性・魅力度の戦略
的PRの展開
【シティセールス課】

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。

観光の推進【商工観光課】

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。

・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【再掲】
【シティセールス課／都市計画課】

市内で初めて住宅を取得し、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、定住化を促進し
ます。

「通えるまちづくり」の推進
（1）
佐貫駅東口ロータリーの改修
【道路整備課】

拡充

拡充

拡充
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※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

30年度 412 深夜バスの運行

31年度 ▲ 深夜バスの運行

32年度 ▲ 深夜バスの運行

30年度 －

31年度 1,171 通学割引制度の導入

32年度 1,171 通学割引制度の導入

30年度 250 イベント開催・アンテナショップ運営

31年度 450 イベント開催・アンテナショップ運営

32年度 250 イベント開催・アンテナショップ運営

30年度 1,265
太陽光発電システム及び高効率給
湯器設置費補助

31年度 450
住宅用燃料電池コージェネレーショ
ンシステム補助

32年度 450
住宅用燃料電池コージェネレーショ
ンシステム補助

　②特色ある教育環境の創造
※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

年度 事業費 事業内容

30年度 1,281
アフタースクール・サタデースクール
の実施、学習の定着化等

31年度 1,281
アフタースクール・サタデースクール
の実施、学習の定着化等

32年度 1,281
アフタースクール・サタデースクール
の実施、学習の定着化等

30年度 2,913 学習充実指導非常勤講師の配置

31年度 2,913 学習充実指導非常勤講師の配置

32年度 2,913 学習充実指導非常勤講師の配置

30年度 613 地域との交流事業の推進

31年度 613 地域との交流事業の推進

32年度 613 地域との交流事業の推進

30年度 53 ボランティア学生小中学校派遣事業

31年度 53 ボランティア学生小中学校派遣事業

32年度 53 ボランティア学生小中学校派遣事業

少人数指導の充実
【指導課】

龍ケ崎市コロッケ日本一事業
【商工観光課】

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。

「通えるまちづくり」の推進
（3）
通学割引制度導入
【交通防犯課】

路線バス及び関東鉄道竜ヶ崎線
を利用する学生に対し、本市独
自の通学割引を行い通学者を支
援します。

・質の高い住環境の創出
・自然エネルギーの利用促進
【環境対策課】

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
行います。

事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的
事業内容及び事業費の年次計画

龍・流連携事業の拡充
【企画課／指導課】

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
を図ります。

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
【文化・生涯学習課／指導課】

アフタースクールやサタデース
クールなど、多様な学習機会を
提供します。

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
向上を図ります。

地域との交流事業の推進（魅力あ
る学校づくり推進事業）
【指導課】

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」を育成します。

「通えるまちづくり」の推進
（2）
深夜バスの運行
【交通防犯課】

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。

拡充

7



③大学等と連携した人材育成と生涯学習・生涯スポーツの推進
※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

年度 事業費 事業内容

30年度 16 市民大学講座等の実施

31年度 16 市民大学講座等の実施

32年度 16 市民大学講座等の実施

30年度 70
活動状況の周知、活動場所・練習施
設等の支援、ランニングクリニック

31年度 70
活動状況の周知、活動場所・練習施
設等の支援

32年度 70
活動状況の周知、活動場所・練習施
設等の支援

30年度 160
技術講習会、指導者講習会等の実
施

31年度 160
技術講習会、指導者講習会等の実
施

32年度 160
技術講習会、指導者講習会等の実
施

30年度 1,573 国体リハーサル大会の開催

31年度 12,339 国民体育大会の開催

32年度 － －

30年度 375
地域おこし協力隊によるスポーツ
ツーリズムの実施

31年度 375
地域おこし協力隊によるスポーツ
ツーリズムの実施

32年度 － －

30年度 857
招致活動委員会運営費
（仮称）おもてなし委員会運営費

31年度 1,491 （仮称）おもてなし委員会運営費

32年度 2,092 （仮称）おもてなし委員会運営費

④環境先進都市を目指したまちづくりの推進
※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

年度 事業費 事業内容

30年度 1,135 ｻﾝﾃﾞ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

31年度 1,135 ｻﾝﾃﾞ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

32年度 1,135 ｻﾝﾃﾞ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

事業内容及び事業費の年次計画

スポーツツーリズムの推進
【秘書課】

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ていき
ます。

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
動状況の周知を図ります。ま
た、活動場所・練習施設等の支
援を行います。

総合型地域スポーツクラブの支援
【スポーツ都市推進課】

トップアスリートの育成
【スポーツ都市推進課】

事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的

事　業　名
【担当課】

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
ります。

市民大学講座等の充実
【企画課／文化・生涯学習課】

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
座を実施します。

トップアスリートを育成するた
めの環境整備を行います。

スポーツによる交流人口の増加
【国体推進課】

国民体育大会の開催（本市は柔道
競技）に向けて開催準備を進めて
いくとともに、国体のリハーサル
大会として国体関東ブロック大会
を開催するなど、国民体育大会を
契機として交流人口の増加を図り
ます。

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（仮称）お
もてなし委員会の設立・交流事業
の推進【秘書課】

龍ケ崎市国際スポーツ大会キャンプ等
招致活動委員会で、2020年東京オリ
ンピック等のキャンプ地招致活動を行
うとともに、（仮称）おもてなし委員
会を設立し、受け入れ態勢を整え、東
京オリンピック・パラリンピックを盛
り上げ、本市の活性化に繋げていきま
す。

事業内容及び事業費の年次計画

地域リサイクル事業の充実
【環境対策課】

事業の概要・目的

新規

拡充
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※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

30年度 184
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

31年度 184
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

32年度 184
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

30年度 75
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

31年度 75
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

32年度 75
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

30年度 1,773
中学校体育館照明ＬＥＤ化工事
環境フェア等の開催

31年度 5,159
小・中学校体育館照明ＬＥＤ化工事
環境フェア等の開催

32年度 4,106
小学校体育館照明ＬＥＤ化工事
環境フェア等の開催

30年度 1,265
太陽光発電システム及び高効率給
湯器設置費補助

31年度 450
住宅用燃料電池コージェネレーショ
ンシステム補助

32年度 450
住宅用燃料電池コージェネレーショ
ンシステム補助

①魅力ある都市拠点の形成
※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

年度 事業費 事業内容

30年度 1,259 小さな拠点づくり事業実施

31年度 ▲ 小さな拠点づくり事業実施

32年度 ▲ 小さな拠点づくり事業実施

30年度 ▲ 事業化の推進

31年度 ▲ 事業化の推進

32年度 ▲ 事業化の推進

30年度 － －

31年度 ▲ 佐貫駅駅名改称事業

32年度 － －

30年度 561 にぎわい広場整備

31年度 374
（仮称）「龍ケ崎市まちなか再生プラ
ン」の策定

32年度 276
（仮称）「龍ケ崎市まちなか再生プラ
ン」の策定

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
行います。

クリーンプロジェクト
【環境対策課】

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
現を目指します。

事業内容及び事業費の年次計画

高効率照明（ＬＥＤ）の普及促進
【財政課／環境対策課】

高効率照明（ＬＥＤ）の普及促
進につなげていくため、広報紙
や市公式ＨＰ等を活用した啓発
活動を行うとともに、照明設備
の長寿命化、電力の消費の抑制
によるコスト縮減を図ります。

事業の概要・目的
事　業　名
【担当課】

龍ケ崎市版「小さな拠点づくり」
【社会福祉課】

少子化や高齢化による地域経済
の縮小に対応するため、地域交
流の活性化や地域の支え合いを
促進するとともに、生活サービ
ス機能の維持・向上のための拠
点づくりを行っていきます。

中心市街地の活性化の推進
【商工観光課】

にぎわい広場の拡張整備を行い、
イベント等での利便性を高めるこ
とで地域の活性化を図り、さらに
魅力あるまちづくりのため、（仮
称）「龍ケ崎市まちなか再生プラ
ン」を策定します。

新都市拠点開発エリアの土地の高
度利用
【都市計画課】

新都市拠点開発エリアの早期事
業化を図るため、土地所有者の
合意形成や事業者確保に向けた
取組を推進します。

ＪＲ常磐線佐貫駅を起点としたに
ぎわいの創出
【企画課】

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。

生ごみ減量の推進
【環境対策課】

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り
ます。

・質の高い住環境の創出
・自然エネルギーの利用促進【再
掲】
【環境対策課】

新規
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②公共施設の縮充等、既存ストックのマネジメント強化
※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

年度 事業費 事業内容

30年度 75
職員意識啓発研修会・公共施設等マネジ
メント推進委員会等

31年度 94
職員意識啓発研修会・公共施設等マネジ
メント推進委員会等

32年度 83
職員意識啓発研修会・公共施設等マネジ
メント推進委員会等

30年度 1,052 立地適正化計画の策定

31年度 － －

32年度 － －

事業内容及び事業費の年次計画

多極ネットワーク型コンパクトシ
ティの推進
【都市計画課】

将来の人口規模に見合った適正
な市街地構造を検討し、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
定します。

事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的

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
【企画課／財政課】

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
メント強化を図ります。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
処分を行います。
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　①知・徳・体のバランスのとれた教育の推進
※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

年度 事業費 事業内容

30年度 5,095
全小中学校への電子黒板等のICT
機器の導入・ICT支援員の配置

31年度 5,985
全小中学校への電子黒板等のICT
機器の導入・ICT支援員の配置

32年度 5,985
全小中学校への電子黒板等のICT
機器の導入・ICT支援員の配置

30年度 4,536 英語指導助手等の配置

31年度 4,536 英語指導助手等の配置

32年度 4,536 英語指導助手等の配置

30年度 2,804
市内の全小・中学校に学校図書館
司書を配置

31年度 2,804
市内の全小・中学校に学校図書館
司書を配置

32年度 2,804
市内の全小・中学校に学校図書館
司書を配置

30年度 －
問題解決的な学習や体験的な学習
などの授業展開

31年度 －
問題解決的な学習や体験的な学習
などの授業展開

32年度 －
問題解決的な学習や体験的な学習
などの授業展開

30年度 50
体力アップ推進プラン等に基づいた
体力づくり

31年度 50
体力アップ推進プラン等に基づいた
体力づくり

32年度 51
体力アップ推進プラン等に基づいた
体力づくり

30年度 75 中学校部活動への指導者の派遣

31年度 75 中学校部活動への指導者の派遣

32年度 75 中学校部活動への指導者の派遣

　②自立性や社会性を育む教育環境の整備
※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

年度 事業費 事業内容

30年度 204 小中一貫教育推進事業

31年度 257 小中一貫教育推進事業

32年度 200 小中一貫教育推進事業

事業内容及び事業費の年次計画

ＩＣＴ教育の推進
【教育総務課／指導課】

市内全小学校に加え、全中学校
を対象に電子黒板やタブレット
端末等のＩＣＴ機器の導入、Ｉ
ＣＴ支援員の配置を行い、学習
環境の充実を図ります。

学校図書館の充実
【教育総務課】

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
境の充実を図ります。

外国語活動・外国語指導の充実
【指導課】

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。

道徳教育の充実
【指導課】

教育活動全体を通して道徳教育
を推進し、豊かな体験活動を通
して児童生徒の内面に根ざした
道徳的実践力を育成します。

事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的

体力づくりの推進
【教育総務課／指導課】

学校教育全体を通して、体力の
向上及び健康の保持増進に取り
組みます。

事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的
事業内容及び事業費の年次計画

小中一貫教育の推進
【教育総務課／指導課】

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。

部活動の活性化
【教育総務課／スポーツ都市推進
課／指導課】

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。
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※事業費欄　-：事業費１０万円未満，▲：現時点では積算不可　 （単位：万円）

30年度 2,360 スクールバスの運行

31年度 2,360 スクールバスの運行

32年度 2,360 スクールバスの運行

30年度 180
みんなで考える特色ある学校づくり
事業、こども議会の開催

31年度 180
みんなで考える特色ある学校づくり
事業、こども議会の開催

32年度 150
みんなで考える特色ある学校づくり
事業、こども議会の開催

30年度 － 体験活動の実施

31年度 － 体験活動の実施

32年度 － 体験活動の実施

　③魅力があり、信頼される学校づくりの推進
※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

年度 事業費 事業内容

30年度 613 地域との交流事業の推進

31年度 613 地域との交流事業の推進

32年度 613 地域との交流事業の推進

30年度 30 教育の日推進事業の実施

31年度 30 教育の日推進事業の実施

32年度 30 教育の日推進事業の実施

30年度 11
市内の小中学校教職員を対象とした
救命講習の開催

31年度 11
市内の小中学校教職員を対象とした
救命講習の開催

32年度 11
市内の小中学校教職員を対象とした
救命講習の開催

30年度 －
地域及び近隣の学校や自治体と連
携した総合的な防災訓練を実施

31年度 －
地域及び近隣の学校や自治体と連
携した総合的な防災訓練を実施

32年度 －
地域及び近隣の学校や自治体と連
携した総合的な防災訓練を実施

30年度 － 学校情報の積極的な発信

31年度 － 学校情報の積極的な発信

32年度 － 学校情報の積極的な発信

小中学校の適正規模適正配置の推
進
【教育総務課】

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、本市
の適正規模適正配置を推進しま
す。

シティズンシップ教育の充実
【教育総務課／指導課】

次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りま
す。

体験活動の充実
【指導課】

児童生徒が実践的、体験的な活
動を行うことで、望ましい職業
観、勤労観の醸成を図ります。

事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的
事業内容及び事業費の年次計画

救命体制の強化
【教育総務課】

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
を図ります。

防災体制の強化
【教育総務課】

地域の実情等を踏まえた避難訓練
の実施により、児童生徒が災害か
ら自らの命を守る能力を育むとと
もに、地域住民や自治体等と連携
した体制の強化に努め、災害に強
い学校づくりを進めます。

教育の日推進事業の充実
【文化・生涯学習課／指導課】

１１月５日「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し
ます。

地域との交流事業の推進（魅力あ
る学校づくり推進事業）【再掲】
【指導課】

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」を育成します。

情報発信の充実
【指導課】

学校情報の積極的な発信を通し
て、信頼される学校づくりに努
めます。
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　④一人ひとりの心に寄り添う教育の推進

※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

年度 事業費 事業内容

30年度 4,718
研修会及び講座の実施
特別支援教育支援員の配置

31年度 4,813
研修会及び講座の実施
特別支援教育支援員の配置

32年度 4,813
研修会及び講座の実施
特別支援教育支援員の配置

30年度 778
小中学校への龍の子さわやか相談
員の派遣

31年度 778
小中学校への龍の子さわやか相談
員の派遣

32年度 778
小中学校への龍の子さわやか相談
員の派遣

　⑤学びを支える教育環境の整備

※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

年度 事業費 事業内容

30年度 － 学校給食ｾﾝﾀｰの充実

31年度 － 学校給食ｾﾝﾀｰの充実

32年度 － 学校給食ｾﾝﾀｰの充実

30年度 5,379
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

31年度 5,128
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

32年度 4,976
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

　①家庭の教育力の向上
※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

年度 事業費 事業内容

30年度 21
子育てふれあいセミナーの実施
生活習慣に関するセミナーの実施

31年度 21
子育てふれあいセミナーの実施
生活習慣に関するセミナーの実施

32年度 21
子育てふれあいセミナーの実施
生活習慣に関するセミナーの実施

事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的
事業内容及び事業費の年次計画

インクルーシブ教育の推進
【指導課】

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。

教育支援体制の充実
【教育センター】

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ります。

事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的
事業内容及び事業費の年次計画

就学援助の支給
【教育総務課】

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
要する入学用品費を事前支給し
ます。

学校給食センターの充実
【学校給食センター】

地場産物を活用した食品開発・
提供、児童生徒から要望・提供
された献立の提供など、学校給
食センターの充実を図ります。

事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的
事業内容及び事業費の年次計画

各種セミナーの開催
【文化・生涯学習課】

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しま
す。
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※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

30年度 30 教育の日推進事業の実施

31年度 30 教育の日推進事業の実施

32年度 30 教育の日推進事業の実施

30年度 189 家庭教育相談の実施

31年度 189 家庭教育相談の実施

32年度 189 家庭教育相談の実施

30年度 7,282 子育て支援施設の環境整備

31年度 8,747 子育て支援施設の環境整備

32年度 9,531 子育て支援施設の環境整備

　②幼児教育の充実
※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

年度 事業費 事業内容

30年度 12
幼保小接続の推進を目的とした研修
会の開催

31年度 12
幼保小接続の推進を目的とした研修
会の開催

32年度 12
幼保小接続の推進を目的とした研修
会の開催

30年度 －
国、県、各種団体等が主催する研修
会の参加促進、研修支援

31年度 －
国、県、各種団体等が主催する研修
会の参加促進、研修支援

32年度 －
国、県、各種団体等が主催する研修
会の参加促進、研修支援

30年度 － 子ども読書活動の推進

31年度 － 子ども読書活動の推進

32年度 － 子ども読書活動の推進

　③子どもが健全に育つ環境の整備
※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

年度 事業費 事業内容

30年度 14,900 放課後児童健全育成事業

31年度 14,900 放課後児童健全育成事業

32年度 13,616 放課後児童健全育成事業

30年度 1,281
アフタースクール・サタデースクール
の実施、学習の定着化等

31年度 1,281
アフタースクール・サタデースクール
の実施、学習の定着化等

32年度 1,281
アフタースクール・サタデースクール
の実施、学習の定着化等

地域の子育て支援拠点の充実
【こども家庭課】

子育て支援拠点事業を拡大・充
実させ、多くの方が利用しやす
い環境を整備し、子育て世代を
支援します。

相談体制の充実
【文化・生涯学習課】

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
相談を実施します。

教育の日推進事業の充実【再掲】
【文化・生涯学習課／指導課】

１１月５日「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し
ます。

事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的
事業内容及び事業費の年次計画

幼稚園・保育園（所）・認定こど
も園と小学校の連携
【こども家庭課／指導課】

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ります。

職員専門研修への参加促進
【こども家庭課】

幼稚園教諭、保育教諭、保育士
に対して、様々な研修会の参加
を促していくとともに、自園で
実施する独自の研修会に対して
支援を行います。

子どもの読書活動の推進
【文化・生涯学習課】

子ども読書活動推進計画（第３
次）に基づき、幼児期における
読み聞かせや読書の重要性の周
知を図り、子どもが自主的に読
書に取り組む環境整備を進めま
す。

事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的
事業内容及び事業費の年次計画

学童保育ルームの充実【再掲】
【文化・生涯学習課】

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
充実を図ります。

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【再掲】
【文化・生涯学習課／指導課】

アフタースクールやサタデース
クールなど、多様な学習機会を
提供します。

拡充

拡充
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　④子どもの交流と活動の促進
※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

年度 事業費 事業内容

30年度 215
サポーターやボランティアによる見守
り

31年度 215
サポーターやボランティアによる見守
り

32年度 215
サポーターやボランティアによる見守
り

30年度 40 球技大会、キャンプ等の開催

31年度 40 球技大会、キャンプ等の開催

32年度 40 球技大会、キャンプ等の開催

30年度 14
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

31年度 14
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

32年度 14
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

30年度 200 成人式典の開催

31年度 200 成人式典の開催

32年度 200 成人式典の開催

①生涯学習環境の充実と人権教育・啓発の推進
※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

年度 事業費 事業内容

30年度 －
人材バンクの周知
各種講座・体験教室の実施

31年度 －
人材バンクの周知
各種講座・体験教室の実施

32年度 －
人材バンクの周知
各種講座・体験教室の実施

30年度 16 市民大学講座等の実施

31年度 16 市民大学講座等の実施

32年度 16 市民大学講座等の実施

30年度 8,885
中央図書館の指定管理者による管
理運営

31年度 8,967
中央図書館の指定管理者による管
理運営

32年度 9,050
中央図書館の指定管理者による管
理運営

事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的
事業内容及び事業費の年次計画

子どもの交流・活動拠点の充実
【文化・生涯学習課】

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
提供します。

子ども会活動の活性化
【文化・生涯学習課】

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み
ます。

子どもの地域活動への参加促進
【文化・生涯学習課／指導課】

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りま
す。

新成人の交流促進
【文化・生涯学習課】

市内中学校において、成人式典
を開催し、愛郷心の醸成と新成
人の交流促進を図ります。

事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的
事業内容及び事業費の年次計画

市民大学講座等の充実【再掲】
【企画課／文化・生涯学習課】

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
座を実施します。

人材バンクの充実
【文化・生涯学習課】

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
験教室を実施します。

中央図書館の利便性向上
【文化・生涯学習課】

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
理運営により、民間事業者等が
有する専門的知識や経営能力を
活用します。
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※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

30年度 796
１階和室改修実施設計・防犯カメラ設置
工事実施設計・工事・空調劣化部品交換
等

31年度 1,925
備品購入一式・1階和室改修工事・2
階鑑賞室LED設置工事

32年度 － －

30年度 － 人権啓発活動のPR

31年度 － 人権啓発活動のPR

32年度 － 人権啓発活動のPR

②文化財の保存･活用と文化芸術に親しむ機会の充実
※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

年度 事業費 事業内容

30年度 703
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

31年度 703
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

32年度 703
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

30年度 － 「龍ケ崎市民遺産」の認定

31年度 － 「龍ケ崎市民遺産」の認定

32年度 － 「龍ケ崎市民遺産」の認定

30年度 － 催事における保険

31年度 24 文化財等イラストマップの作成

32年度 － 催事における保険

30年度 11,111
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

31年度 12,488
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

32年度 12,488
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

③スポーツ環境の充実
※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

年度 事業費 事業内容

30年度 885
有酸素系マシンリース
券売機リース

31年度 1,042
有酸素系マシンリース
券売機リース

32年度 839
有酸素系マシンリース
券売機リース

30年度 22 応援バスツアー等の開催

31年度 22 応援バスツアー等の開催

32年度 22 応援バスツアー等の開催

中央図書館改修工事
【文化・生涯学習課】

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りま
す。

人権啓発活動の充実
【文化・生涯学習課】

人権尊重について、身近で大切
なものと感じ、理解を深めるこ
とのできる啓発を行います。

事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的

事業内容及び事業費の年次計画

流通経済大学運動部との連携
【企画課／スポーツ都市推進課】

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します。

事業内容及び事業費の年次計画

文化財の指定及び保護
【文化・生涯学習課】

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
ります。

市民遺産の認定
【文化・生涯学習課】

指定文化財以外で、市民に親し
まれている身近な自然や歴史
的、文化的な遺産を、「龍ケ崎
市民遺産」として認定し、市民
の地域に対する誇りや愛着の醸
成を図ります。

歴史的資源などの活用
【文化・生涯学習課】

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。

スポーツ施設の充実
【スポーツ都市推進課】

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
た環境を整えます。

地域文化活動の育成及び支援
【文化・生涯学習課】

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。

事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的
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　①協働の取組によるまちづくりの推進
※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

年度 事業費 事業内容

30年度 136 提案募集、採択事業の実施

31年度 136 提案募集、採択事業の実施

32年度 136 提案募集、採択事業の実施

30年度 32
公共施設里親制度の周知・募集、ボ
ランティア保険加入

31年度 32
公共施設里親制度の周知・募集、ボ
ランティア保険加入

32年度 32
公共施設里親制度の周知・募集、ボ
ランティア保険加入

　②自主的で活発な市民活動の促進
※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

年度 事業費 事業内容

30年度 1,164
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

31年度 1,164
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

32年度 1,204
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

30年度 － まちづくり・つなぐネットの実施

31年度 － まちづくり・つなぐネットの実施

32年度 － まちづくり・つなぐネットの実施

30年度 244 まちづくりポイント制度の実施

31年度 482 まちづくりポイント制度の実施

32年度 482 まちづくりポイント制度の実施

　③市民と行政の情報共有などを目指した情報発信力の強化
※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

年度 事業費 事業内容

30年度 562
メール配信サービス運用経費
佐貫駅東口デジタルサイネージ

31年度 562
メール配信サービス運用経費
佐貫駅東口デジタルサイネージ

32年度 294
メール配信サービス運用経費
佐貫駅東口デジタルサイネージ（維持管
理費のみ）

事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的
事業内容及び事業費の年次計画

協働事業提案制度の推進
【コミュニティ推進課】

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。

公共施設里親制度の推進
【コミュニティ推進課／都市施設
課／道路整備課／下水道課】

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り
ます。

事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的
事業内容及び事業費の年次計画

市民活動の支援と啓発
【コミュニティ推進課】

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。

まちづくり・つなぐネットの推進
【コミュニティ推進課】

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
民活動を促進します。

まちづくりポイント制度の推進
【コミュニティ推進課】

市民活動に参加するきっかけづ
くりとして、本市が指定する活
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。

事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的
事業内容及び事業費の年次計画

情報発信機能の充実
【シティセールス課】

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
機能の充実を図ります。
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※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

30年度 95 政策情報誌の発行

31年度 95 政策情報誌の発行

32年度 95 政策情報誌の発行

30年度 789 新公式ホームページ運営経費

31年度 789 新公式ホームページ運営経費

32年度 789 新公式ホームページ運営経費

　④市民参加のまちづくりの推進
※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

年度 事業費 事業内容

30年度 36
インターネット市政新規モニターの登
録依頼、市長との意見交換等の開
催

31年度 －
インターネット市政モニター意見交換会、
市長との意見交換会の開催、かたらい広
場

32年度 36
インターネット市政新規モニターの登
録依頼、市長との意見交換等の開
催

　①産業、金融、行政の連携による地域産業の維持・強化
※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

年度 事業費 事業内容

30年度 7,935
企業誘致の推進
工業団地拡張（境界確定・現況測量・基
本、実施設計・伐開工事等）

31年度 ▲
企業誘致の推進
拡張計画に基づく事業の推進

32年度 ▲
企業誘致の推進
拡張計画に基づく事業の推進

30年度 2,546
信用保証料補給金の交付、企業立地促
進奨励金の交付、展示会出展助成

31年度 4,282
信用保証料補給金の交付、企業立地促
進奨励金の交付、展示会出展助成、中小
企業相談室の設置

32年度 4,282
信用保証料補給金の交付、企業立地促
進奨励金の交付、展示会出展助成、中小
企業相談室の設置

30年度 1,718
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

31年度 1,811
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

32年度 760 創業者に対する創業支援

政策情報誌の発行
【企画課／シティセールス課】

本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
ます。

市公式ホームページの充実と幅広
い活用
【シティセールス課】

ウェブアクセシビリティに対応
した誰もが利用しやすい市公式
ホームページの運営に努め、市
民と行政の情報共有化を推進し
ます。

事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的

企業立地促進策の充実
【企業立地推進課／都市計画課】

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、企業立地を促進します。

事業内容及び事業費の年次計画

市民参加の機会の充実
【シティセールス課】

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
を促進します。

事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的
事業内容及び事業費の年次計画

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
地する企業を支援します。

起業・創業の支援
【商工観光課】

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
補助金など本市独自の新たな制
度を構築します。

既存企業の支援
【商工観光課／企業立地推進課】

拡充
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※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

30年度 200
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

31年度 50
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

32年度 50
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

30年度 20,590
上下水道管路敷設実施設計
護岸改修工事・伐開整地工事

31年度 57,524
建設・造成・外構工事
上下水道管路敷設工事

32年度 67,785
建設・造成・外構工事
上下水道管路敷設工事

30年度 4,835 実施設計・工事

31年度 ▲ 施設運営

32年度 ▲ 施設運営

　②若者、女性、アクティブシニア層を中心とした人材の育成・漂流・定着の支援

※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

年度 事業費 事業内容

30年度 － 管内求人情報の周知等

31年度 － 管内求人情報の周知等

32年度 － 管内求人情報の周知等

30年度 －
大学への求人情報の提供、就職相
談会の実施

31年度 －
大学への求人情報の提供、就職相
談会の実施

32年度 －
大学への求人情報の提供、就職相
談会の実施

30年度 588
保育士等の就学資金貸付・保育士
家賃補助

31年度 840
保育士等の就学資金貸付・保育士
家賃補助

32年度 840
保育士等の就学資金貸付・保育士
家賃補助

30年度 50 開業資金の支援

31年度 50 開業資金の支援

32年度 50 開業資金の支援

30年度 － 就労支援の研修会等の実施

31年度 － 就労支援の研修会等の実施

32年度 － 就労支援の研修会等の実施

道の駅の整備
【道の駅・牛久沼プロジェクト
課】

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。

大学卒業生などの地元就職の促進
【商工観光課／企画課】

地元での雇用により、就職期で
ある若者の転出を抑制し、ＵＩ
Ｊターンを促進します。

ビジネス手法による地域貢献事業
への参入促進支援
【商工観光課】

事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的

龍ケ崎産品の販路拡大
【シティーセールス課／商工観光
課／農業政策課】

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、本市の基幹産業のひと
つである農業の6次産業化を図
るなど、特産物等の創出とPRに
よる販路拡大を図ります。

（仮称）まいんスポーツ健幸セン
ター整備事業
【スポーツ都市推進課】

市街地活力センター「まいん」
1階を身近な所で気軽にスポー
ツに親しめる場として整備する
ことで、高齢者をはじめとする
市民の健幸づくりを支援すると
ともに、中心市街地の活性化を
促進します。

事業内容及び事業費の年次計画

若者のスキルアップ支援
【こども家庭課】

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、保育士等の確保
に努めます。

高齢者の雇用の充実
【介護福祉課】

高齢者の雇用のため、シルバー
人材センターの認知度・機能向
上を図るとともに、就労支援の
ための研修会や技術の向上のた
めの講座を通じて、高齢者の社
会参画を支援します。

ハローワークとの連携による雇用
の拡大
【商工観光課】

雇用の拡大とともに、正社員の
求人、転換を支援します。

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）の設立支援を行いま
す。

新規
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　③認知度向上、地域ブランド確立等による付加価値の向上
※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

年度 事業費 事業内容

30年度 1,030 地域資源の情報発信

31年度 2,567
地域資源の情報発信
佐貫駅名改称イベント実施

32年度 ▲ 地域資源の情報発信

30年度 31 市内向けの情報発信

31年度 31 市内向けの情報発信

32年度 31 市内向けの情報発信

30年度 135
観光プログラム開発交付金
龍ケ崎とんび凧あげ大会開催等

31年度 35 龍ケ崎とんび凧あげ大会開催等

32年度 35 龍ケ崎とんび凧あげ大会開催等

30年度 200
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

31年度 50
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

32年度 50
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

30年度 841
市外向けの情報発信
市のPRグッズや小冊子の作成

31年度 345 市外向けの情報発信

32年度 841
市外向けの情報発信
市のPRグッズや小冊子の作成

30年度 20,590
上下水道管路敷設実施設計
護岸改修工事・伐開整地工事

31年度 57,524
建設・造成・外構工事
上下水道管路敷設工事

32年度 67,785
建設・造成・外構工事
上下水道管路敷設工事

30年度 324 牛久沼周辺の整備・活用

31年度 330 牛久沼周辺の整備・活用

32年度 330 牛久沼周辺の整備・活用

30年度 432 牛久沼の整備監修等

31年度 440 牛久沼の整備監修等

32年度 440 牛久沼の整備監修等

牛久沼の有効活用
【道の駅・牛久沼プロジェクト
課】

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。

道の駅総合プロデュース
【道の駅・牛久沼プロジェクト
課】

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的な施策
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。

農産品や物産品等を活用した商
品開発やブランド化することに
より、付加価値及び収益性の向
上を図ります。

事業内容及び事業費の年次計画

シティプロモーション事業
【シティセールス課】

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。

「龍ケ崎ならでは」の生活スタイ
ルの構築
【シティセールス課】

｢大学のあるまち｣を魅力的な地
域ブランドと捉え、他との差別
化を図りつつ、多様な年代を対
象とし、本市ならではの特産
品・効果的なプロモーション活
動や生活スタイルを創造しま
す。

観光ルート・魅力あるスポットの
開発
【シティセールス課／商工観光
課】

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。

地域ブランド力の向上
【シティセールス課／商工観光課
／農業政策課】

龍ケ崎産品の販路拡大【再掲】
【シティセールス課／商工観光課
／農業政策課】

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。

事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的

道の駅の整備【再掲】
【道の駅・牛久沼プロジェクト
課】

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。

新規
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※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

30年度 121 牛久沼の水質浄化の推進

31年度 ▲ 牛久沼の水質浄化の推進

32年度 ▲ 牛久沼の水質浄化の推進

　④農業の活性化支援
※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可　 （単位：万円）

年度 事業費 事業内容

30年度 423 龍ケ崎ブランド農産物のＰＲ等

31年度 423 龍ケ崎ブランド農産物のＰＲ等

32年度 423 龍ケ崎ブランド農産物のＰＲ等

30年度 80 農産品の加工に関する商品開発

31年度 80 農産品の加工に関する商品開発

32年度 80 農産品の加工に関する商品開発

30年度 1,629
日曜朝市の開催、直売所の運営
等、周知・PR

31年度 1,700
日曜朝市の開催、直売所の運営
等、周知・PR

32年度 1,750
日曜朝市の開催、直売所の運営
等、周知・PR

30年度 25 農業体験ｲﾍﾞﾝﾄの開催

31年度 25 農業体験ｲﾍﾞﾝﾄの開催

32年度 25 農業体験ｲﾍﾞﾝﾄの開催

30年度 731
地域おこし協力隊によるグリーン
ツーリズム

31年度 731
地域おこし協力隊によるグリーン
ツーリズム

32年度 － －

30年度 1,000 農業用機械等の導入経費の補助

31年度 1,000 農業用機械等の導入経費の補助

32年度 1,000 農業用機械等の導入経費の補助

30年度 － －

31年度 ▲
（仮称）新規就農者・担い手支援事
業

32年度 ▲
（仮称）新規就農者・担い手支援事
業

事業内容及び事業費の年次計画

本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。

龍ケ崎市飼料用米生産拡大支援事
業
【農業政策課】

事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的

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。

本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。

牛久沼の水質浄化促進対策事業
【環境対策課】

牛久沼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。

（仮称）新規就農者・担い手支援
　事業【農業政策課】

龍ケ崎ブランド農産品の拡大
【農業政策課】

農産品の加工等への支援
【農業政策課】

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。

農業体験の拡大
【農業政策課】

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し
ます。

直売の場の拡大
【農業政策課】

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。

農業従事者の確保・自立を促進
し、安定した生産構造及び本市
の基幹産業である農業の振興を
図ります。

グリーンツーリズムの推進
【農業政策課】

新規

拡充
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　①龍・流連携事業の認知度の向上
※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

年度 事業費 事業内容

30年度 － ホームページの運用，情報発信

31年度 － ホームページの運用，情報発信

32年度 － ホームページの運用，情報発信

　②大学（学生）・市民の交流促進
※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可　 （単位：万円）

年度 事業費 事業内容

30年度 16 市民大学講座等の実施

31年度 16 市民大学講座等の実施

32年度 16 市民大学講座等の実施

30年度 22 応援バスツアー等の開催

31年度 22 応援バスツアー等の開催

32年度 22 応援バスツアー等の開催

　③産・学・官連携の充実
※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

年度 事業費 事業内容

30年度 135
観光プログラム開発交付金
龍ケ崎とんび凧あげ大会開催等

31年度 35 龍ケ崎とんび凧あげ大会開催等

32年度 35 龍ケ崎とんび凧あげ大会開催等

30年度 －
大学への求人情報の提供、就職相
談会の実施

31年度 －
大学への求人情報の提供、就職相
談会の実施

32年度 －
大学への求人情報の提供、就職相
談会の実施

30年度 588
保育士等の就学資金貸付・保育士
家賃補助

31年度 840
保育士等の就学資金貸付・保育士
家賃補助

32年度 840
保育士等の就学資金貸付・保育士
家賃補助

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します。

事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的

龍・流連携事業に関する情報の発
信
【企画課】

「大学のあるまち」としての魅
力向上を目的に、市公式ホーム
ページやＳＮＳ、デジタルサイ
ネージなどを活用し、龍・流連
携事業に関する情報の発信に努
めます。

市民大学講座等の充実【再掲】
【企画課／文化・生涯学習課】

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
座を実施します。

事業内容及び事業費の年次計画

流通経済大学運動部との連携【再
掲】
【企画課／スポーツ都市推進課】

事業内容及び事業費の年次計画

観光ルート・魅力あるスポットの
開発【再掲】
【シティセールス課／商工観光
課】

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。

事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的
事業内容及び事業費の年次計画

大学卒業生などの地元就職の促進
【再掲】
【商工観光課／企画課】

地元での雇用により、就職期で
ある若者の転出を抑制し、ＵＩ
Ｊターンを促進します。

事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的

若者のスキルアップ支援【再掲】
【こども家庭課】

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、保育士等の確保
に努めます。

拡充
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※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

30年度 － 保育所等における連携事業の実施

31年度 － 保育所等における連携事業の実施

32年度 － 保育所等における連携事業の実施

30年度 15
協力店の拡大
ペナント・パンフレット作成

31年度 15
協力店の拡大
ペナント・パンフレット作成

32年度 15
協力店の拡大
ペナント・パンフレット作成

学生割引サービスの拡充
【企画課】

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り
ます。

保育分野での連携
【こども家庭課】

保育活動を広く展開するため、
流通経済大学との連携を促進し
ます。また、大学保育士養成課
程の学生の現場体験・実習の場
として、広く保育所を開放しま
す。
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　①防災基盤の充実
※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

年度 事業費 事業内容

30年度 500
備蓄品の更新、災害時応援協定等
の拡大等

31年度 500
備蓄品の更新、災害時応援協定等
の拡大等

32年度 500
備蓄品の更新、災害時応援協定等
の拡大等

30年度 560
故障防火水槽の修繕
消火栓の新設

31年度 2,400
耐震性防火水槽の新設
消火栓の新設

32年度 560
故障防火水槽の修繕
消火栓の新設

30年度 2,500 防災貯留型トイレの整備

31年度 2,500 防災貯留型トイレの整備

32年度 2,500 防災貯留型トイレの整備

30年度 305
木造住宅耐震診断等に係る費用の
助成

31年度 305
木造住宅耐震診断等に係る費用の
助成

32年度 305
木造住宅耐震診断等に係る費用の
助成

30年度 － 地域防災計画・マニュアルの見直し

31年度 － 地域防災計画・マニュアルの見直し

32年度 － 地域防災計画・マニュアルの見直し

30年度 1,000 実施設計

31年度 11,771
親局整備・遠隔制御器・再送信設
備・新設子局10局

32年度 26,552 既存子局70局（No.1～70）

30年度 －
前年度における宅地耐震化推進事
業の結果を踏まえた今後の検討

31年度 － 第二次スクリーニングの計画

32年度 － 第二次スクリーニングの計画

30年度 250
新型インフルエンザ感染予防物品
の購入

31年度 250
新型インフルエンザ感染予防物品
の購入

32年度 250
新型インフルエンザ感染予防物品
の購入

事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的
事業内容及び事業費の年次計画

地域防災計画や防災関連マニュア
ルの見直し
【危機管理課】

東日本大震災、熊本地震の教訓や
平成27年9月関東・東北豪雨な
ど過去の大規模災害の経験を十分
に踏まえるとともに、関係法律の
改正や上位計画の改正等に基づ
き、地域防災計画及び関連マニュ
アルの見直しを行います。

防災行政無線のデジタル化
【危機管理課】

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。

災害備蓄の充実と災害時応援協定
等の拡大
【危機管理課】

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。

消防水利の整備
【危機管理課】

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。

防災貯留型トイレの整備
【危機管理課】

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。

住宅・建築物耐震改修促進事業
【都市計画課】

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り
ます。

新型インフルエンザ対策備蓄物品
【健康増進課】

本市における大規模盛土造成地を
把握して、マップの作成・公表を
行い、二次スクリーニングに向け
た優先度評価の高い大規模盛土造
成地について、簡易地質調査を行
います。

宅地耐震化推進事業
【都市計画課】

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。
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※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

30年度 300 被災者生活再建支援

31年度 300 被災者生活再建支援

32年度 300 被災者生活再建支援

　②消防団を中核とした地域防災体制の充実
※事業費欄　-：事業費１０万円未満，▲：現時点では積算不可　 （単位：万円）

年度 事業費 事業内容

30年度 － 地区防災計画策定の支援

31年度 － 地区防災計画策定の支援

32年度 － 地区防災計画策定の支援

30年度 － 地域における防災訓練の実施

31年度 － 地域における防災訓練の実施

32年度 － 地域における防災訓練の実施

30年度 2,844
消防装備の充実
消防団員の処遇改善

31年度 2,812
消防装備の充実
消防団員の処遇改善

32年度 2,822
消防装備の充実
消防団員の処遇改善

30年度 28 防災士の育成・養成

31年度 28 防災士の育成・養成

32年度 28 防災士の育成・養成

30年度 95
避難支援プラン個別計画の作成
要援護者台帳システム保守等

31年度 95
避難支援プラン個別計画の作成
要援護者台帳システム保守等

32年度 95
避難支援プラン個別計画の作成
要援護者台帳システム保守等

30年度 20 防災講演会の開催

31年度 45 防災の手引き増刷

32年度 65
防災講演会の開催
防災の手引き増刷

被災者生活再建支援金支給事業
【社会福祉課】

自然災害により居住する住宅に著
しい被害を負った世帯のうち、被
災者生活再建支援法（一定規模以
上の災害）が適用にならない世帯
の生活再建のため、被害者生活再
建支援金を支給します。

事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的
事業内容及び事業費の年次計画

地区防災計画の策定
【危機管理課】

コミュニティセンターの区域
（13地区）ごとに地域の特性に
合った地区防災計画の策定を支
援します。

地域における防災訓練の充実
【危機管理課】

コミュニティセンター区域（13
地区）ごとに地域の特性に合っ
た地区防災計画の策定を支援し
ていきます。

消防団の装備の充実・処遇の改善
【危機管理課】

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
ります。

防災士の育成・養成
【危機管理課】

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・養成に努めま
す。

防災知識の普及
【危機管理課】

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
災意識の高揚を図ります。

災害時避難行動要支援者避難支援
プランの推進
【社会福祉課／介護福祉課】

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」
を作成します。
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　①市内公共交通網の充実
※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

年度 事業費 事業内容

30年度 5,187 コミュニティバス・乗合タクシーの運行

31年度 8,462
コミュニティバス・乗合タクシーの運行
運行体制の見直し

32年度 10,309 コミュニティバス・乗合タクシーの運行

30年度 － 共通定期券の発行

31年度 － 共通定期券の発行

32年度 － 共通定期券の発行

30年度 60
地域公共交通の利用促進事業や環
境整備・美化等の事業の補助金

31年度 60
地域公共交通の利用促進事業や環
境整備・美化等の事業の補助金

32年度 60
地域公共交通の利用促進事業や環
境整備・美化等の事業の補助金

30年度 － －

31年度 133 バス停留所整備（1）

32年度 133 バス停留所整備（1）

30年度 － －

31年度 453
バスロケーションシステム初期導入
費用・車載用、デジタルサイネージ

32年度 67
バスロケーションシステム導入使用
料

30年度 － －

31年度 92 待合室の整備等

32年度 92 待合室の整備

　②地域コミュニティを核とした地域力の向上
※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

年度 事業費 事業内容

30年度 2,779
地域コミュニティへの補助
設立準備会への補助等

31年度 2,956
地域コミュニティへの補助
設立準備会への補助等

32年度 2,926
地域コミュニティへの補助
設立準備会への補助等

地域公共交通活性化事業の推進
【交通防犯課】

地域公共交通の利用促進に関する
事業や環境整備・美化等に関する
事業を推進し、地域公共交通の活
性化を図ります。

コミュニティバス停留所整備
【交通防犯課】

バスロケーションシステム導入
【交通防犯課】

関東鉄道竜ヶ崎駅バス待合室等整
備
【交通防犯課】

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。

事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的
事業内容及び事業費の年次計画

コミュニティバス運行計画の再編
【交通防犯課】

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。

事　業　名
【担当課】 事業の概要・目的

事業内容及び事業費の年次計画

高齢者公共交通共通定期券の発行
【交通防犯課】

市内路線バスとコミュニティバス
の利用が可能となる高齢者向けの
共通定期券を継続して発行しま
す。

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
用者に現在のバスの運行状況を提
供することで利便性向上や利用促
進を図ります。

関東鉄道竜ヶ崎駅にバス用の待合
室を整備するとともに、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。

中核的な地域コミュニティ活動の
促進
【コミュニティ推進課】

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。

拡充
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※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

30年度 1,799
備品購入、青パト仕様の公用車の
リース等

31年度 2,593
備品購入、青パト仕様の公用車の
リース等

32年度 2,703
備品購入、青パト仕様の公用車の
リース等

30年度 70
中核的な地域コミュニティ未設立地
区への補助金交付

31年度 － －

32年度 － －

30年度 20 地域担当職員研修会の実施

31年度 20 地域担当職員研修会の実施

32年度 20 地域担当職員研修会の実施

30年度 20
住民自治組織連絡協議会研修会の
実施

31年度 20
住民自治組織連絡協議会研修会の
実施

32年度 20
住民自治組織連絡協議会研修会の
実施

　③地域の防犯体制の充実
※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

年度 事業費 事業内容

30年度 1,027 防犯カメラ・防犯灯設置工事等

31年度 1,027 防犯カメラ・防犯灯設置工事等

32年度 1,065 防犯カメラ・防犯灯設置工事等

30年度 35
見守りネットワーク事業の実施
防犯連絡員による地域防犯活動

31年度 35
見守りネットワーク事業の実施
防犯連絡員による地域防犯活動

32年度 35
見守りネットワーク事業の実施
防犯連絡員による地域防犯活動

　④空家等対策の推進
※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

年度 事業費 事業内容

30年度 129
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

31年度 129
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

32年度 129
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

地域活動拠点の充実
【コミュニティ推進課】

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。

地域づくり補助金制度の活用促進
【コミュニティ推進課】

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て、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
の活発化を促進します。

地域担当職員制度の推進
【コミュニティ推進課】

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。

地域住民の意識啓発
【コミュニティ推進課】

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。

事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的
事業内容及び事業費の年次計画

地域での見守り，助け合い活動の
支援
【社会福祉課／介護福祉課／交通
防犯課】

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
がりを図ります。

地域の安全・安心の基盤向上
【交通防犯課】

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。

事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的
事業内容及び事業費の年次計画

空家等対策事業
【交通防犯課】

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。

拡充
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　①スポーツ・運動を通じた健康づくりの推進
※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

年度 事業費 事業内容

30年度 470 スポーツ教室・イベントの開催

31年度 470 スポーツ教室・イベントの開催

32年度 470 スポーツ教室・イベントの開催

30年度 19,645 総合体育館外13施設指定管理料

31年度 19,645 総合体育館外13施設指定管理料

32年度 19,645 総合体育館外13施設指定管理料

30年度 45
ウォークラリー大会・ニュースポーツ
大会の開催等

31年度 45
ウォークラリー大会・ニュースポーツ
大会の開催等

32年度 45
ウォークラリー大会・ニュースポーツ
大会の開催等

30年度 287
体操教室の開催・介護予防事業（複合・
委託・ウォーキング・シルバーリハビリ）

31年度 301
体操教室の開催・介護予防事業（複合・
委託・ウォーキング・シルバーリハビリ）

32年度 295
体操教室の開催・介護予防事業（複合・
委託・ウォーキング・シルバーリハビリ）

30年度 692
スマートフォンウォーキングアプリ・健幸マ
イレージシステムの運用、ポイント還元商
品の提供

31年度 776
スマートフォンウォーキングアプリ・健幸マ
イレージシステムの運用、ポイント還元商
品の提供

32年度 876
スマートフォンウォーキングアプリ・健幸マ
イレージシステムの運用、ポイント還元商
品の提供

30年度 4,835 実施設計・工事

31年度 ▲ 施設運営

32年度 ▲ 施設運営

　②高齢者の「健幸」力の向上

※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

年度 事業費 事業内容

30年度 1,413 健診環境の改善

31年度 1,413 健診環境の改善

32年度 1,413 健診環境の改善

30年度 131 健診・保健指導の実施

31年度 131 健診・保健指導の実施

32年度 131 健診・保健指導の実施

健幸マイレージ事業
【健幸長寿課】

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。

スポーツ教室・イベントの充実
（２）
【スポーツ都市推進課】

総合体育館外13施設において、
指定管理者による効率的な施設
運営を図ります。

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。

事業の概要・目的
事業内容及び事業費の年次計画

健康づくりの推進（１）
（健診環境の改善）
【健康増進課】

節目年齢健診無料化、かかりつ
け医からの診療情報等提供、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。

事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的
事業内容及び事業費の年次計画

健康寿命の延伸に向けた運動習慣
の普及
【健幸長寿課】

市民の健康寿命の延伸に向け、
元気アップ体操などの普及によ
り、健康づくりを推進します。
要介護状態を予防するため、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
教室等を実施します。

スポーツ教室・イベントの充実
（１）
【スポーツ都市推進課】

ニュースポーツの推進
【スポーツ都市推進課】

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。

健康づくりの推進（２）
（生活習慣病の健診の拡充）
【健康増進課】

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。

（仮称）まいんスポーツ健幸セン
ター整備事業【再掲】
【スポーツ都市推進課】

市街地活力センター「まいん」
1階を身近な所で気軽にスポー
ツに親しめる場として整備する
ことで，高齢者をはじめとする
市民の健幸づくりを支援すると
ともに，中心市街地の活性化を
促進します。

事　業　名
【担当課】

新規
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※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

30年度 727
無料がん検診事業
医療機関検診の促進

31年度 1,059
無料がん検診事業
医療機関検診の促進

32年度 1,061
無料がん検診事業
医療機関検診の促進

30年度 － 睡眠に関する教室・講演会の実施

31年度 － 睡眠に関する教室・講演会の実施

32年度 － 睡眠に関する教室・講演会の実施

30年度 10 糖尿病予防講演会の実施

31年度 － 糖尿病予防講演会の実施

32年度 － 糖尿病予防講演会の実施

30年度 117 胃がん検診医療機関委託

31年度 117 胃がん検診医療機関委託

32年度 117 胃がん検診医療機関委託

30年度 117
肝炎検診事業、医療機関検診の促
進

31年度 117
肝炎検診事業、医療機関検診の促
進

32年度 117
肝炎検診事業、医療機関検診の促
進

30年度 689 介護予防教室等の開催

31年度 782 介護予防教室等の開催

32年度 782 介護予防教室等の開催

30年度 －
イベント、保育園児による老人福祉
施設の施設訪問等の実施

31年度 －
イベント、保育園児による老人福祉
施設の施設訪問等の実施

32年度 －
イベント、保育園児による老人福祉
施設の施設訪問等の実施

30年度 171 団体の運営支援等

31年度 193 団体の運営支援等

32年度 304 団体の運営支援等

30年度 3,162 健診の拡充

31年度 3,162 健診の拡充

32年度 3,162 健診の拡充

健康づくりの推進（5）
（糖尿病予防講演会）
【健康増進課】

糖尿病を予防することで、糖尿
病性腎症を予防し、健康寿命の
延伸を図ります。

地域貢献・地域自主活動に対する
支援
【健幸長寿課】

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、支援を行います。

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ま
す。

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します。

多世代交流の促進
【こども家庭課／介護福祉課】

交流会、施設訪問、イベント参
加等を通じて、子どもと高齢者
の交流を促進します。

健康づくりの推進（６）
（胃がん医療機関検診事業）
【健康増進課】

胃がん検診について、医療機関検
診を導入し、受診勧奨、周知の徹
底を図るとともに、医療機関によ
る胃がん内視鏡検査及びリスク検
査を実施することにより、がん検
診受診率の向上を図ります。

健診の拡充
【健康増進課】

40歳～74歳の国保加入者及び後
期高齢者を対象に、健診項目の追
加及び健診料金の統一化等、健診
の拡充を行うとともに、生活習慣
病の重症化を予防し、医療費増加
の抑制を図ります。

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）
【健康増進課】

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。

健康づくりの推進（8）
（介護予防事業）
【健幸長寿課】

健康づくりの推進（4）
（睡眠事業）
【健幸長寿課】

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）
【健康増進課】

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。

拡充
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　①人員の確保と人材育成の強化
※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

年度 事業費 事業内容

30年度 64
リーダーシップ研修・職員研修の受
講機会の拡大

31年度 64
リーダーシップ研修・職員研修の受
講機会の拡大

32年度 64
リーダーシップ研修・職員研修の受
講機会の拡大

30年度 30 再任用職員研修

31年度 30 再任用職員研修

32年度 30 再任用職員研修

　②健全な財政運営の推進
※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

年度 事業費 事業内容

30年度 －
現年分を含めた滞納整理の強化
納税機会の拡充

31年度 －
現年分を含めた滞納整理の強化
納税機会の拡充

32年度 －
現年分を含めた滞納整理の強化
納税機会の拡充

30年度 －
歳出削減、歳入確保目標の達成に
向けた財政力強化の取組

31年度 －
歳出削減、歳入確保目標の達成に
向けた財政力強化の取組

32年度 －
歳出削減、歳入確保目標の達成に
向けた財政力強化の取組

　③公共施設等の効率的な運営
※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

年度 事業費 事業内容

30年度 12 指定管理者適用施設の検討

31年度 12 指定管理者適用施設の検討

32年度 12 指定管理者適用施設の検討

30年度 －
新たな分野における民間活力導入
の検討

31年度 －
新たな分野における民間活力導入
の検討

32年度 －
新たな分野における民間活力導入
の検討

事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的
事業内容及び事業費の年次計画

人材育成基本計画の推進
【人事課】

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
研修の実施や職員研修の受講機
会の拡大を図ります。

人員管理計画の推進
【人事課】

事務量に見合った所要人員の適正
化、職種構成及び総人員数の見直
しを実施するとともに、今後、再
任用職員の増加が見込まれること
から、再任用職員が円滑に勤務で
きるよう、５０歳代職員を対象に
研修を行います。

事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的
事業内容及び事業費の年次計画

第2次中期財政計画の推進
【財政課】

中期財政計画に定める財政力強
化の取組を推進し、財政力の向
上を図ります。

市税の収納率向上（国民健康保険
税を除く。）
【納税課】

更なる徴収強化を図り、市税の
収納率の向上を目指します。

事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的
事業内容及び事業費の年次計画

指定管理者制度の拡大
【企画課】

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につい
て、民間活力の活用を推進しま
す。

行政サービスの民間委託の導入
【企画課】

民間の有する多様な専門性やノウハ
ウ等を活かした市民サービスの向上
と行政運営の効率化、経費の縮減を
図るとともに、重点的かつ戦略的に
取り組むべき事業等への職員の適正
配置を推進するため、行政サービス
等に民間活力の活用を推進します。
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※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

年度 事業費 事業内容

30年度 3,840 小型動力ポンプ付積載車の更新

31年度 3,680
指揮車・小型動力ポンプ付積載車
の更新

32年度 3,800
ＣＤ-Ⅰ型消防ポンプ自動車の更
新

30年度 560
故障防火水槽の修繕
消火栓の新設

31年度 2,400
耐震性防火水槽の新設
消火栓の新設

32年度 560
故障防火水槽の修繕
消火栓の新設

30年度 2,500 防災貯留型トイレシステムの整備

31年度 2,500 防災貯留型トイレシステムの整備

32年度 2,500 防災貯留型トイレシステムの整備

30年度 1,000 実施設計

31年度 11,771
親局整備・遠隔制御器・再送信設
備・新設子局10局

32年度 26,552 既存子局70局（No.1～70）

30年度 186 ＡＥＤ賃貸借契約

31年度 371 ＡＥＤ賃貸借契約

32年度 371 ＡＥＤ賃貸借契約

30年度 － －

31年度 1,968
民間事業者の参入に関する調査業
務委託・基本設計

32年度 3,159 実施設計

30年度 － －

31年度 133 バス停留所整備（1）

32年度 133 バス停留所整備（1）

30年度 － －

31年度 453
バスロケーションシステム初期導入
費用・車載用、デジタルサイネージ

32年度 67
バスロケーションシステム導入使用
料

30年度 － －

31年度 92 待合室の整備等

32年度 92 待合室の整備

バスロケーションシステム導入
【再掲】
【交通防犯課】

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
用者に現在のバスの運行状況を提
供することで利便性向上や利用促
進を図ります。

関東鉄道竜ヶ崎駅バス待合室等整
備【再掲】
【交通防犯課】

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。

コミュニティバス停留所整備【再
掲】
【交通防犯課】

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。

市内24時間営業コンビニエンスス
トアへのＡＥＤを設置
【危機管理課】

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。

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。

公共施設再編成の第１期行動計画
トライアル事業として，これまで
の保健センター、総合福祉セン
ター、地域福祉会館について、複
合化・多機能化を図るため、保健
福祉施設を建設し、市民サービス
の向上を図ります。

新保健福祉施設建設
【健康増進課】

防災行政無線のデジタル化【再
掲】
【危機管理課】

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。

地震災害時のトイレ対策として、
防災貯留型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
計画的に整備します。

事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的
事業内容及び事業費の年次計画

消防施設整備事業
【危機管理課】

老朽化した消防団車両を計画的に
更新します。

防災貯留型トイレシステムの整備
【再掲】
【危機管理課】

消防水利の整備【再掲】
【危機管理課】

新規

新規

新規
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※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

30年度 482
稲敷エリア広域バスネットワーク事
業

31年度 ▲
稲敷エリア広域バスネットワーク事
業

32年度 ▲
稲敷エリア広域バスネットワーク事
業

30年度 5,300 地質調査、地盤解析、詳細設計

31年度 6,840 用地測量、不動産鑑定、用地買収

32年度 21,580 用地買収、橋梁工事

30年度 135 境界復元測量・地目変更登記

31年度 － －

32年度 － －

30年度 3,500 道路改良工事・補償費

31年度 550 境界復元・登記

32年度 － －

30年度 18,000
道路改良工事・舗装工事・舗装修繕
工事

31年度 18,000
道路改良工事・舗装工事・舗装修繕
工事

32年度 18,000
道路改良工事・舗装工事・舗装修繕
工事

30年度 1,200 測量、実施設計

31年度 1,400 用地測量、境界確定等

32年度 4,400 登記・用地買収等

30年度 1,944
（総量）カーブミラー・ガードレール・
区画線設置工事

31年度 1,944
（総量）カーブミラー・ガードレール・
区画線設置工事

32年度 1,944
（総量）カーブミラー・ガードレール・
区画線設置工事

30年度 400 農業生産基盤の整備計画の策定

31年度 1,900 農業生産基盤の整備

32年度 18,340 農業生産基盤の整備

30年度 480 農業生産基盤の整備計画調査

31年度 900 農業生産基盤の整備計画調査

32年度 420 農業生産基盤の整備計画調査

経営体育成基盤整備事業（大塚上
地区）
【農業政策課】

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
合的に整備することで、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
指します。

広域公共交通ネットワークの構築
【交通防犯課】

他自治体と接続するバス交通を構
築することで利便性の向上を図り
ます。

佐貫３号線整備事業
【道路整備課】

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。

市道第Ⅱ-７号線整備事業
【道路整備課】

県道竜ヶ崎潮来線と佐貫停車場
線との連絡道のうち、未整備区
間について整備を行い、主要道
路間のアクセス向上を図りま
す。

市道第3-113号線道路改良事業
【道路整備課】

主要道路から板橋地域への連絡道
路を整備し、安全で快適な道路環
境を提供します。

道路改良事業（総量）
【道路整備課】

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
どを改良します。

市道第3-309号線整備事業
【道路整備課】

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。

交通安全施設整備事業（総量）
【道路整備課】

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
危険箇所の解消や交通事故防止の
安全対策に努めます。

経営体育成基盤整備事業（川原代
地区）
【農業政策課】

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
合的に整備することで、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
指します。新規

新規
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※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

30年度 3,600
公共下水道管渠整備(馴馬地区・長
戸・八代地区)

31年度 3,600
公共下水道管渠整備(馴馬地区・長
戸・八代地区)

32年度 3,600
公共下水道管渠整備(馴馬地区・長
戸・八代地区)

30年度 7,000
排水路整備（砂町・大徳地区・羽原地区・
高砂地区）、護岸改修（川崎町）

31年度 3,100
排水路整備（須藤堀地区）
護岸改修（川崎町）

32年度 1,350 排水路整備（知手地区）

30年度 6,000 龍ヶ岡公園駐車場整備工事

31年度 － －

32年度 － －

30年度 －
DB方式業者選定契約（平成29年度
からの繰越事業）

31年度 ▲ －

32年度 ▲ －

龍ケ崎市学校給食センター整備事
業
【学校給食センター】

現行の学校給食センター第一調理
場と第二調理場を一元化し、新た
な給食センターを建設することに
より、衛生機能強化による食の安
全性向上と効率的な運営を行いま
す。

公共下水道整備事業（汚水）
【下水道課】

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。

排水路整備事業
【下水道課】

排水路を整備することにより、降
雨による道路等の冠水や浸水被害
を解消します。

龍ヶ岡公園駐車場整備工事
【都市施設課】

各種イベントなどにおける駐車場
の収容台数を確保するため，龍ヶ
岡公園内に新たな駐車場の整備を
進めます。

新規
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※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

年度 事業費 事業内容

30年度 3,587 防水改修（高層部・低層部）

31年度 11,604
庁舎外壁塗装工事（電算棟・附属棟
除く全面）

32年度 － －

30年度 － －

31年度 － －

32年度 1,766
１階・３階カーペット張替、舎通路部等Pタ
イル張替え（地下・１階・２階・３階）

30年度 － －

31年度 436 合併浄化槽改修工事

32年度 1,701 屋根・外壁改修工事

30年度 － －

31年度 457 空調機更新工事

32年度 150 空調機更新工事

30年度 2,574
外壁改修、塗装・屋上防水工事、トイ
レ洋式化工事、LED照明リース等

31年度 58 LED照明リース

32年度 58 LED照明リース

30年度 3,049 設備の計画的な更新

31年度 3,049 設備の計画的な更新

32年度 3,049 設備の計画的な更新

30年度 1,167
受変電設備修繕
トイレ改修工事

31年度 － －

32年度 － －

30年度 777
更衣室床改装、更衣室ロッカー更新
等

31年度 526
配管洗浄及びろ過機ろ材交換、ポン
プ類整備等

32年度 183 ロビーチェア更新、オットマン更新

30年度 525 公営住宅等長寿命化計画の見直し

31年度 － －

32年度 － －

市街地活力センター「まいん」
【商工観光課】

老朽化したトイレ及び給湯室の
改修を行い、インキュベーショ
ン施設利用者等の利便性の向上
を図ります。

公営住宅等長寿命化計画改定業務
委託
【都市施設課】

公営住宅等長寿命化計画に基づ
き、施設の適切な点検及び修繕、
データ管理を行い、ライフサイク
ルコストの縮減に努めます。

湯ったり館改修事業
【農業政策課】

利用者の快適性・安全性の向上と
施設の長寿命化を図るため、老朽
化した設備を計画的に改修しま
す。

事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的
事業内容及び事業費の年次計画

市庁舎設備改修事業（防水更新）
【財政課】

市庁舎の施設設備の改修を行いま
す。

ひまわり園改修工事
【社会福祉課】

合併浄化槽の改修工事を行い、適
切な施設の管理運営を行います。

市庁舎設備改修事業（床カーペッ
ト等張替）
【財政課】

市庁舎の施設設備の改修を行いま
す。

地域活動支援センター改修工事
【社会福祉課】

施設設備の耐用年数を考慮し、空
調機関係の改修を計画的に行いま
す。

市民活動センターの計画的更新
【コミュニティ推進課】

安全・安心な施設運営及び利用者
の快適性向上のため、老朽化した
施設設備を計画的に更新します。

コミュニティセンター設備の計画
的更新
【コミュニティ推進課】

施設の安全性確保や利用者の利
便性向上及び省エネ環境に配慮
するため、計画的に改修工事を
実施します。
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※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

30年度 250 遊具更新

31年度 5,974
遊具更新・施設改築・施設設計・工
事

32年度 2,176 遊具更新・施設改築・施設設計

30年度 － －

31年度 2,000 １橋分工事

32年度 2,000 １橋分工事

30年度 1,737 橋梁点検業務委託

31年度 － －

32年度 － －

30年度 462 幹線道路除草作業

31年度 462 幹線道路除草作業

32年度 462 幹線道路除草作業

30年度 448 建設機械のリース

31年度 448 建設機械のリース

32年度 448 建設機械のリース

30年度 330 浄化センター修繕

31年度 330 浄化センター修繕

32年度 330 浄化センター修繕

30年度 37,360 機械設備・電気設備更新工事

31年度 26,444 機械設備・電気設備更新工事

32年度 37,360 機械設備・電気設備更新工事

30年度 3,700 機械設備・電気設備更新工事

31年度 1,850 機械設備・電気設備更新工事

32年度 4,300 機械設備・電気設備更新工事

30年度 500 人孔鉄蓋交換

31年度 500 人孔鉄蓋交換

32年度 500 人孔鉄蓋交換

橋梁の定期点検策定事業
（長さ１５ｍ未満）
【道路整備課】

安全な道路環境実現のため、橋梁
の健全性の診断を実施するととも
に、予防的修繕を行うことで、
トータルコストの縮減に努めま
す。

橋梁の長寿命化修繕
（長さ１５ｍ以上）
【道路整備課】

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。

市民が安心、安全かつ快適に利用
できるよう、既存の公園の長寿命
化対策及び計画的な改築・更新を
行います。

公園施設改修事業
【都市施設課】

幹線道路除草業務
【道路整備課】

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。

建設機械リース
【道路整備課】

道路維持、修繕、復旧作業等にお
いて、迅速かつきめ細かな対応を
図るため、建設機械をリースによ
り確保します。

板橋・大塚地区浄化センター修繕
【下水道課】

継続的に設備の更新や修繕を行
い、施設の長寿命化を図ります。

佐貫排水ポンプ場更新工事
【下水道課】

ポンプ場設備の維持更新を行うこ
とで、適正な排水能力を維持し、
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。

地蔵後中継ポンプ場更新工事
【下水道課】

ポンプ場設備の維持更新を行うこ
とで、適正な機能を維持します。

公共下水道改築等事業
【下水道課】

老朽化した人孔鉄蓋を交換するこ
とにより、事故等の未然防止に努
めます。
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※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

30年度 300 維持管理

31年度 300 維持管理

32年度 300 維持管理

30年度 300 維持管理

31年度 300 維持管理

32年度 300 維持管理

30年度 1,536
浄化槽配電盤修繕、炉内台車交
換、主燃料炉ｾﾗﾐｯｸ補修等

31年度 710
葬祭室改修工事、床・天井張替工
事、照明設備

32年度 1,241 火葬炉外壁塗装工事

30年度 587 中学校実施設計

31年度 11,090
小学校実施設計、中学校特別教室
空調設備工事（理・音・美）

32年度 9,227
小学校特別教室空調設備工事（理・
音・図）

30年度 984
施設・設備の老朽危険箇所の改修
工事

31年度 984
施設・設備の老朽危険箇所の改修
工事

32年度 984
施設・設備の老朽危険箇所の改修
工事

30年度 700
施設・設備の老朽危険箇所の改修
工事

31年度 700
施設・設備の老朽危険箇所の改修
工事

32年度 700
施設・設備の老朽危険箇所の改修
工事

30年度 6,270
屋根防水改修実施設計・工事（龍小
（管理棟）・長山中（校舎））

31年度 300 木造校舎外壁塗装工事（大宮小）

32年度 － －

30年度 327 建具改修工事（中根台中）

31年度 327 建具改修工事（城ノ内中）

32年度 327 建具改修工事（城南中）

30年度 812
図書室・PC室・視聴覚室・校長室床
張替工事（龍小・久保台小）

31年度 861
図書室・PC室・視聴覚室床張替工事
（中根台中・城ノ内中）

32年度 1,130
図書室・PC室・視聴覚室床張替工事
（城南中・城西中・長山中）

準用河川等維持管理事業
【下水道課】

調整池を含む準用河川3路線（八
代川・西大塚川・横田川）及び水
路などの維持管理を行います。

排水路維持管理事業
【下水道課】

既存の排水路の土砂等の清掃及び
部分改修を行い、排水能力の維
持・悪臭の防止等を図ります。

斎場施設改修事業
【環境対策課】

老朽化が進行する施設設備や耐用
年数経過が見込まれる火葬炉設備
を改修することで、設備の延命化
を図り、安定した運営を行いま
す。

小・中学校施設整備事業（空調設
備）
【教育総務課】

教育環境の改善のため、特別教室
へ空調設備を設置します。

小学校施設整備事業（総量）
【教育総務課】

各小学校の教育環境の向上を図る
ため、施設の改修・更新を適宜実
施します。

中学校施設整備事業（総量）
【教育総務課】

各中学校の教育環境の向上を図る
ため、施設の改修・更新を適宜実
施します。

小・中学校施設整備事業（屋上防
水・屋根改修・外壁防水・塗装改
修）
【教育総務課】

老朽化等による設備の損傷等につ
いて、計画的に改修を行うことで
機能回復を図り、教育環境の向上
を図ります。

中学校施設整備事業（建具改修）
【教育総務課】

老朽化等による設備の損傷等につ
いて、計画的に改修を行うことで
機能回復を図り、教育環境の向上
を図ります。

小・中学校施設整備事業（床張替
え）
【教育総務課】

老朽化等による設備の損傷等につ
いて、計画的に改修を行うことで
機能回復を図り、教育環境を改善
します。

新規
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※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

30年度 1,457 キュービクル交換工事（川原代小）

31年度 300 PAS交換工事（大宮小・長山中）

32年度 294 PAS・ケーブル交換工事（八原小）

30年度 714 消防設備改修工事

31年度 714 消防設備改修工事

32年度 714 消防設備改修工事

30年度 354
給食用昇降機改修工事（久保台小・
城ノ内小・中根台中）

31年度 499
給食用昇降機改修工事（八原小・長
山小）

32年度 499
給食用昇降機改修工事（愛宕中・長
山中）

30年度 528 遊具改修工事・定期点検

31年度 605 遊具改修工事・定期点検

32年度 610 遊具改修工事・定期点検

30年度 1,773
中学校体育館照明LED化工事（愛宕
中・中根台中）

31年度 5,159
小・中体育館体育館照明LED化工事（龍
小・川原代小・大宮小・龍西小・松葉小・
長山小・城南中・城ノ内中）

32年度 4,106
小学校体育館照明LED化工事（馴柴小・
八原小・馴馬台小・久保台小・城ノ内小）

30年度 594 学校施設長寿命化計画の策定

31年度 1,169 学校施設長寿命化計画の策定

32年度 － －

30年度 5,941
非構造部材耐震化工事
非常用照明（LED化）工事

31年度 8,911
非構造部材耐震化工事
非常用照明（LED化）工事

32年度 － －

30年度 － －

31年度 1,000 施設長寿命化計画の策定

32年度 － －

30年度 796
１階和室改修実施設計・防犯カメラ設置
工事実施設計・工事・空調劣化部品交換
等

31年度 1,925
備品購入一式・1階和室改修工事
2階鑑賞室LED設置工事

32年度 － －

小・中学校施設整備事業（電気設
備改修）
【教育総務課】

老朽化等による設備の損傷等につ
いて、計画的に改修を行うことで
機能回復を図り、教育環境の向上
を図ります。

小・中学校施設整備事業（消防設
備改修）
【教育総務課】

法定点検等に基づく設備の不具合
箇所等について、計画的に改修を
行うことで安全・安心な学校施設
を維持します。

老朽化等による設備の損傷等につ
いて、計画的に改修を行うことで
機能回復を図り、教育環境の向上
を図ります。

小学校施設整備事業（校庭遊具改
修）
【教育総務課】

老朽化等による設備の損傷等につ
いて、計画的に改修を行うことで
機能回復を図り、教育環境を改善
します。

小・中学校施設整備事業（LED照
明）
【教育総務課】

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。

利用者が安全に安心して施設を利
用できるよう、経年劣化等により
老朽化が進んだ施設・設備等を更
新します。

小・中学校施設整備事業（学校施
設長寿命化計画）
【教育総務課】

定期的な調査により、学校施設の
現状を把握し、施設機能の保持と
安全を確保します。

文化会館改修
【文化・生涯学習課】

小・中学校施設整備事業（給食用
昇降機改修）
【教育総務課】

文化会館及び社会教育・社会体育
施設長寿命化計画策定
【スポーツ都市推進課／文化・生
涯学習課】

定期的な調査により、施設の現状
を把握し、施設機能の保持と安全
を確保します。

中央図書館改修工事【再掲】
【文化・生涯学習課】

9

新規
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※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

30年度 10,395
たつのこｱﾘｰﾅ屋上防水改修工事等
総合運動公園誘導サイン等作成

31年度 7,200
たつのこﾌｨｰﾙﾄﾞベンチラバー交換、
龍ヶ岡テニスコート改修工事等

32年度 1,000 たつのこｱﾘｰﾅ冷温水発生機保全

30年度 4,386
屋上防水・外壁塗装工事、1階男女
トイレ・職員男女トイレ改修工事

31年度 7,436
2階男女トイレ改修工事
既存プール体育館解体工事

32年度 － －

30年度 1,500
洗浄機・揚物機等大型機械修理、ボ
イラー配管等修理、設備保守・修理

31年度 1,500
洗浄機・揚物機等大型機械修理、ボ
イラー配管等修理、設備保守・修理

32年度 1,500
洗浄機・揚物機等大型機械修理、ボ
イラー配管等修理、設備保守・修理

30年度 361 議場放送設備リース

31年度 361 議場放送設備リース

32年度 361 議場放送設備リース

教育センター屋上・外壁塗装・ト
イレ改修等工事
【教育センター】

施設の老朽化が進行しているた
め、今後も利用者が安心して快適
に施設を利用できるよう、計画的
な改修を実施します。

学校給食センター更新工事（第一
調理場・第二調理場）
【学校給食センター】

たつのこアリーナ等改修事業
【スポーツ都市推進課】

たつのこアリーナ等の施設を常に
良好な状態に保ち、長寿命化を図
るため、計画的な改修を行いま
す。

安定して給食の提供ができるよ
う、老朽化した施設や厨房機器の
改修及び更新を行います。

議場放送設備更新
【議会事務局】

老朽化した議場放送設備の機器更
新を行うことにより、安定した議
会運営を行います。
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※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

年度 事業費 事業内容

30年度 214 平和祈念式典等への派遣

31年度 214 平和祈念式典等への派遣

32年度 214 平和祈念式典等への派遣

30年度 219 公用車のリース・購入

31年度 598 公用車のリース・購入

32年度 1,060 公用車のリース・購入

30年度 － －

31年度 824 中型バスのリース

32年度 824 中型バスのリース

30年度 4,485
管路・処理場・ポンプ場固定資産調査・分
析等、システム検討、移行支援等

31年度 1,777 企業会計移行計算システム等の導入

32年度 － －

事業内容及び事業費の年次計画

非核平和の推進（中学生の平和祈
念式典等派遣）
【法制総務課】

核兵器廃絶平和都市宣言（平成元
年）に基づき非核平和を推進する
ため、中学生を平和祈念式典等に
派遣します。

事業の概要・目的

公用車の購入・リース（１）
【財政課】

公用車の順次更新を行い、運行の
安全を確保します。

下水道事業公営企業会計移行業務
【下水道課】

資産状況・財政状況の明確な把握
により、運営状況をコスト面から
分析し、中長期的な事業計画のも
と，経営の効率化・健全化を図り
ます。（平成３２年４月から公営
企業会計に移行。）

公用車の購入・リース（２）
（市バス車両更新）
【財政課】

本市が所有する大型バス・中型バ
スの老朽化に伴い、計画的に車両
を更新します。

事　業　名
【担当課】
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　①新規システムの導入
※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

年度 事業費 事業内容

30年度 162 システム構築・運用

31年度 － －

32年度 － －

30年度 5,095
全小中学校への電子黒板等のICT
機器の導入・ICT支援員の配置

31年度 5,985
全小中学校への電子黒板等のICT
機器の導入・ICT支援員の配置

32年度 5,985
全小中学校への電子黒板等のICT
機器の導入・ICT支援員の配置

　②既存システムの更新・再構築
※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

年度 事業費 事業内容

30年度 151 システム改修

31年度 － －

32年度 － －

30年度 95 窓口案内システムの更新

31年度 144 システム運用

32年度 145 システム運用

　③関連機器の新規購入・更新
※事業費欄　-：事業費１０万円未満、▲：現時点では積算不可 （単位：万円）

年度 事業費 事業内容

30年度 35 人事給与システムの賃貸借

31年度 ▲ 人事給与システムの賃貸借

32年度 ▲ 人事給与システムの賃貸借

ＩＣＴ教育の推進【再掲】
【教育総務課／指導課】

市内全小学校に加え、全中学校
を対象に電子黒板やタブレット
端末等のＩＣＴ機器の導入、Ｉ
ＣＴ支援員の配置を行い、学習
環境の充実を図ります。

人事給与システムの更新
【人事課】

平成32年4月施行の地方公務員
法改正による改修規模に対応する
ため、システムの更新を行いま
す。

事業内容及び事業費の年次計画

窓口案内システムの更新
【市民窓口課】

来庁舎に対してスムーズに案内が
できるよう、窓口案内システムを
更新します。

住民情報基幹系システム改修（地
方税共通納税システム対応）
【情報管理課】

地方税共通納税システムでの電子
納税に対応するため、住民情報基
幹系システムの改修を行います。

事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的
事業内容及び事業費の年次計画

Ｊアラート新型受信機の購入
【危機管理課】

Ｊアラートにおける受信種別を3
種類から6種類に増やすため、シ
ステムを整備します。

事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的

事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的
事業内容及び事業費の年次計画
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