
 

 
 
 
 
 

2019 年度（平成 31 年度） 

主要施策アクションプラン 
（平成 31 年度～平成 33 年度） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

佐貫駅周辺の賑わいづくり 子育て環境日本一へ 

たつのこ産直市場 たつのこやま 

スポーツレクリエーションまつり 龍ケ崎市 市長公室 企画課 



目　　　次

１　主要施策アクションプランの概要　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１

　（１）主要施策アクションプランとは　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１

　（２）掲載対象　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１

　（３）計画期間　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２

　（４）留意事項　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２

２　平成３１年度主要施策アクションプラン　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４

戦略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～　・・・・・４

　　　目標　１　子育て環境日本一【重点目標】　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３

　　　目標　２　住んでみたいと感じるまちづくり　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４

　　　目標　３　人口減少社会に対応したまちづくり　　・・・・・・・・・・・・・・・・・　５

戦略２  　教育環境の向上～まちづくりを担う人づくり～　　・・・・・・・・・・・１０

　　　目標　４　龍の子の生きる力を育むまちづくり　・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３

　　　目標　５　子どもの健やかな成長と自立心を育むまちづくり　　　・・・・・・・・・・　４

　　　目標　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　・・・・・・・・　８

戦略３　地域活性化～  まちの活性化と認知度向上～　　　・・・・・・・・・・・・１５

　　　目標　７　市民活動日本一【重点目標】　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３

　　　目標　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

　　　目標　９　大学と連携した特色あるまちづくり　　・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 3

戦略４　地域力の向上～  安全・安心で住みよい環境づくり～　　・・・・・・・・・２０

　　　目標　１０　防災・減災日本一【重点目標】　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３

　　　目標　１１　地域がつながる、安全・安心なまちづくり　　　・・・・・・・・・・・・　４

　　　目標　１２　スポーツ健幸日本一【重点目標】　　

　戦略５　持続可能な行財政運営～将来につながる基盤  づくり～　　・・・・・・・・２４

　　　目標　１３　健全で効率的な行財政運営の推進　・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５

公共施設・インフラ整備事業　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５

公共施設・インフラの維持更新事業　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７



（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。

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主要な施策や事業

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１，０００万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

            ※今回は、該当する事業がないため、掲載しておりません。

　　　　

（３）計画期間

平成３１年度から３３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３３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、市が実施する全ての事業をフォローしてい

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１万円未満は、四捨五入をして表記し

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 12

２ 住んでみたいと感じるまちづくり ４ 22

３ 人口減少社会に対応したまちづくり ２ 4

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 15

５ 子どもの健やかな成長と自立心を育むまちづくり ４ 9

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 5

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 7

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 19

９ 大学と連携した特色あるまちづくり ３ 6

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 8

11 地域がつながる、安全・安心なまちづくり 4 11

12 スポーツ健幸日本一【重点目標】 ２ 9

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 5

　　事業数　合計 ４３ 132

　　　　

2

龍ケ崎市マスコットキャラクター



　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

31年度 10,225
駅前こどもステーションの運営、送迎バス
増便、リフレッシュ保育の運営等

32年度 10,225
駅前こどもステーションの運営、リフ
レッシュ保育の運営等

33年度 10,225
駅前こどもステーションの運営、リフ
レッシュ保育の運営等

31年度 354 こどもまつりの開催

32年度 354 こどもまつりの開催

33年度 354 こどもまつりの開催

31年度 8,818
休日・夜間の小児救急患者の医療
確保

32年度 ▲
休日・夜間の小児救急患者の医療
確保

33年度 ▲
休日・夜間の小児救急患者の医療
確保

31年度 31
視能訓練士による視覚検査実施、受
診勧奨

32年度 31
視能訓練士による視覚検査実施、受
診勧奨

33年度 31
視能訓練士による視覚検査実施、受
診勧奨

31年度 15,035
放課後児童健全育成事業、保育
ルーム支援員等のスキルアップ

32年度 15,035
放課後児童健全育成事業、保育
ルーム支援員等のスキルアップ

33年度 15,035
放課後児童健全育成事業、保育
ルーム支援員等のスキルアップ

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

31年度 1,942
母子保健コーディネーター等による支援、
産後ケア事業、マタニティタクシー利用助
成等

32年度 2,069
母子保健コーディネーター等による支援、
産後ケア事業、マタニティタクシー利用助
成等

33年度 2,076
母子保健コーディネーター等による支援、
産後ケア事業、マタニティタクシー利用助
成等

31年度 466
電子母子手帳サービス、子育てきずな
メールサービス、乳児家庭の全戸訪問

32年度 468
電子母子手帳サービス、子育てきずな
メールサービス、乳児家庭の全戸訪問

33年度 468
電子母子手帳サービス、子育てきずな
メールサービス、乳児家庭の全戸訪問

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

33年度 801
不妊治療・男性不妊治療・不育症治
療費の一部助成

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。

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。

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。

事業内容及び事業費の年次計画

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
【こども家庭課／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。

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、放課後等における学童保育
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（小児救急医療輪番
制）を確保します。

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】

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。

２ 平成3１年度主要施策アクションプラン

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）

年度 事業費 事業内容

31年度 1,494
予防接種費用の一部助成、接種勧
奨

32年度 2,026
予防接種費用の一部助成（おたふく
かぜ予防接種の全額公費負担化）

33年度 1,696
予防接種費用の一部助成、接種勧
奨

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

31年度 4,200
若者・子育て世代住宅取得補助金
の交付

32年度 4,200
若者・子育て世代住宅取得補助金
の交付

33年度 4,200
若者・子育て世代住宅取得補助金
の交付

31年度 1,876
すくすく保育助成金の交付
給食費の負担軽減

32年度 1,349 給食費の負担軽減

33年度 1,349 給食費の負担軽減

31年度 15
禁煙外来受診費用の一部助成、受
診勧奨

32年度 15
禁煙外来受診費用の一部助成、受
診勧奨

33年度 15
禁煙外来受診費用の一部助成、受
診勧奨

　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

31年度 104
認知度向上・定住促進に係る情報発信
（子育て環境情報サイトの充実、タウン誌
でのPR広告の掲載等）

32年度 104
認知度向上・定住促進に係る情報発信
（子育て環境情報サイトの充実、タウン誌
でのPR広告の掲載等）

33年度 104
認知度向上・定住促進に係る情報発信
（子育て環境情報サイトの充実、タウン誌
でのPR広告の掲載等）

31年度 4,200
若者・子育て世代住宅取得補助金
の交付

32年度 4,200
若者・子育て世代住宅取得補助金
の交付

33年度 4,200
若者・子育て世代住宅取得補助金
の交付

事業の概要・目的
事業内容及び事業費の年次計画

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。

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】

事業の概要・目的

妊婦や乳幼児は、受動喫煙の影響
を受けやすいことから、子育て中
の保護者の喫煙率を抑制するた
め、禁煙外来の受診費用の一部を
助成します。

若者・子育て世代の住み替え支援
【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。

禁煙外来受診費用助成事業
【健康増進課】

事　業　名
【担当課】

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
など、様々な支援の組合せによ
り、第３子以降の子育てを総合
的に支援します。

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
【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。

各種予防接種費助成事業
【健康増進課】

小児インフルエンザ、ロタ、おた
ふくかぜの予防接種費を助成する
ことで、感染症を予防し、子育て
世代の経済的負担を軽減します。

事　業　名
【担当課】

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

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）

年度 事業費 事業内容

31年度 500 イベント開催・参加

32年度 250 イベント開催・参加

33年度 250 イベント開催・参加

31年度 200 観光ＰＲの実施

32年度 515
（仮称）撞舞広場の整備（記念館建
築工事基本設計）・観光ＰＲの実施

33年度 200 観光ＰＲの実施

31年度 － －

32年度 － －

33年度 600 地域公共交通網形成計画の策定

31年度 416 深夜バスの運行

32年度 416 深夜バスの運行

33年度 ▲ 深夜バスの運行

31年度 － 工事施行準備・調整

32年度 15,200 ロータリー改修工事、トイレ改修設計

33年度 14,400 ロータリー改修工事・トイレ改修工事

31年度 － 空家バンクの推進

32年度 － 空家バンクの推進

33年度 － 空家バンクの推進

　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

31年度 48 ボランティア学生小中学校派遣事業

32年度 48 ボランティア学生小中学校派遣事業

33年度 48 ボランティア学生小中学校派遣事業

31年度 1,263
アフタースクール・サタデースクール・サ
マースクール等の実施、学習の定着化等

32年度 1,263
アフタースクール・サタデースクール・サ
マースクール等の実施、学習の定着化等

33年度 1,263
アフタースクール・サタデースクール・サ
マースクール等の実施、学習の定着化等

事業内容及び事業費の年次計画

アフタースクールやサタデース
クール、サマースクールなど、
多様な学習機会を提供します。

「通えるまちづくり」の推進
（１）
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、終電
後の深夜の帰宅に対応した交通
環境の向上を図ります。

龍・流連携事業の拡充
【企画課／指導課】

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。

空家バンクの活用
【都市施設課】

多様な学習機会の提供
【文化・生涯学習課／指導課】

「通えるまちづくり」の推進
（２）
佐貫駅東口ロータリーの改修
【環境対策課／道路整備課】

地域公共交通網形成計画の策定
【交通防犯課】

「龍ケ崎市地域公共交通網形成
計画」の計画期間が平成33年度
で満了となることから、この間
実施した事業を整理し、将来目
指すべき都市交通のあり方につ
いて交通計画を策定します。

都心への通勤・通学圏であるこ
との優位性を活かした都心に通
えるまちづくりを進めるため、
佐貫駅東口ロータリーを改修
し、駅の利便性の向上を図ると
ともに、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

空家となっている住宅につい
て、空家バンクを活用すること
により、管理不全予防につなげ
るとともに、移住・定住を促進
します。

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（子
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。

龍ケ崎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。

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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※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

31年度 2,906 学習充実指導非常勤講師の配置

32年度 2,906 学習充実指導非常勤講師の配置

33年度 2,906 学習充実指導非常勤講師の配置

31年度 597 地域との交流事業の推進

32年度 597 地域との交流事業の推進

33年度 597 地域との交流事業の推進

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

31年度 1,096
スポーツ交流協会を中心とした事前
キャンプの受入・交流活動

32年度 1,500
スポーツ交流協会を中心とした事前
キャンプの受入・交流活動

33年度 ▲ スポーツ交流活動の推進

31年度 470
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 － －

33年度 － －

31年度 347
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等

32年度 347
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等

33年度 347
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等

31年度 120 スポーツ大会出場激励金の交付

32年度 120 スポーツ大会出場激励金の交付

33年度 120 スポーツ大会出場激励金の交付

31年度 10,090 国民体育大会の開催

32年度 － －

33年度 － －

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【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。

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】

トップアスリートの育成
【スポーツ都市推進課】

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、シビックプラ
イドを醸成します。

事　業　名
【担当課】

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。

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】

スポーツツーリズムの推進
【秘書課】

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。

クラブの活動や実施事業を広報
紙や市公式ホームページへ掲載
し、活動状況の周知を図るとと
もに、活動場所・練習施設等の
支援を行います。

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

総合型地域スポーツクラブの支援
【スポーツ都市推進課】

少人数指導の充実
【指導課】

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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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

31年度 1,130 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 1,130 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

33年度 1,130 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 83
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 83
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

33年度 83
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 500
家庭用燃料電池システム及び定置用リチ
ウムイオン蓄電システム設置に対する補
助金の交付

32年度 500
家庭用燃料電池システム及び定置用リチ
ウムイオン蓄電システム設置に対する補
助金の交付

33年度 500
家庭用燃料電池システム及び定置用リチ
ウムイオン蓄電システム設置に対する補
助金の交付

31年度 192 牛久沼等の水質浄化の推進

32年度 ▲ 牛久沼等の水質浄化の推進

33年度 ▲ 牛久沼等の水質浄化の推進

31年度 949
中学校体育館ＬＥＤ化工事（城ノ内
中）

32年度 3,533
小学校体育館ＬＥＤ化工事（龍小・川原代
小・大宮小・龍西小・松葉小・久保台小）

33年度 4,887
小学校体育館ＬＥＤ化工事（馴柴小・八原
小・長山小・馴馬台小・城ノ内小・城南中）

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

31年度 37,835 佐貫駅駅名改称事業

32年度 1,060 佐貫駅駅名改称事業

33年度 － －

31年度 808
（仮称）龍ケ崎市まちなか再生プラ
ン」の策定

32年度 ▲ 中心市街地の活性化の推進

33年度 ▲ 中心市街地の活性化の推進

事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的

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。

事業内容及び事業費の年次計画

事業内容及び事業費の年次計画

小・中学校施設整備事業（LED照
明）
【教育総務課】

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。

事業の概要・目的

地域リサイクル事業の充実
【環境対策課】

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。

中心市街地の活性化の推進
【商工観光課】

まちなかにおける課題や市民ニー
ズ等を整理の上、にぎわいの創出
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計画を
策定し、中心市街地の活性化を図
ります。

龍ケ崎市自立・分散型エネルギー
設備促進事業
【環境対策課】

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
方に対し、設置費用の一部補助
を行います。

牛久沼等の水質浄化促進対策事業
【環境対策課】

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。
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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

31年度 ▲ 事業化の推進

32年度 ▲ 事業化の推進

33年度 ▲ 事業化の推進

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

31年度 983
職員意識啓発研修会の実施、公共施設
等マネジメント推進委員会の運営等

32年度 827
職員意識啓発研修会の実施、公共施設
等マネジメント推進委員会の運営等

33年度 987
職員意識啓発研修会の実施、公共施設
等マネジメント推進委員会の運営等

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】

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
メント強化を図りつつ、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。

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事業化推
進に向けて、事業化調査及び事
業化推進業務の結果によって定
めた事業化方針に基づき、取り
組んでいきます。

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

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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　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

31年度 5,305
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 5,305
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

33年度 5,305
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 80
実用英語技能検定の検定料への補
助金の交付

32年度 99
実用英語技能検定の検定料への補
助金の交付

33年度 118
実用英語技能検定の検定料への補
助金の交付

31年度 5,504 英語指導助手等の配置・増員

32年度 5,554 英語指導助手等の配置

33年度 5,554 英語指導助手等の配置

31年度 78 中学校部活動への指導者の派遣

32年度 78 中学校部活動への指導者の派遣

33年度 78 中学校部活動への指導者の派遣

　②自主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

31年度 206 小中一貫教育推進事業

32年度 261 小中一貫教育推進事業

33年度 144 小中一貫教育推進事業

31年度 2,359
適正規模適正配置に関する意見交換会
等の実施、スクールバス等の運行

32年度 2,359
適正規模適正配置に関する意見交換会
等の実施、スクールバス等の運行

33年度 2,359
愛宕中、城南中の統合の準備、ス
クールバス等の運行

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 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

33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

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、市政への参画意識の醸成
を図ります。

事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的

英語教育の推進
【教育総務課】

中学校教育における英語力や学
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。

事業内容及び事業費の年次計画

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、当市
の適正規模適正配置を推進しま
す。

ＩＣＴ教育の推進
【教育総務課／指導課】

市内全ての小・中学校を対象に
電子黒板やタブレット端末等の
ＩＣＴ機器の導入やＩＣＴ支援
員の配置を行い、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】

児童生徒の異文化への理解やコ
ミュニケーション能力の向上を
図ります。

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
【スポーツ都市推進課／指導課】

部活動に所属する生徒の技術向
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と
ともに、教員の長時間労働の負
担軽減を図ります。

シティズンシップ教育の充実
【教育総務課／指導課】

事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的

新規
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　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

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

33年度 30 教育の日推進事業の実施

31年度 12
地域の実情に沿った防災訓練の実
施、教職員対象の救命講習の開催

32年度 12
地域の実情に沿った防災訓練の実
施、教職員対象の救命講習の開催

33年度 12
地域の実情に沿った防災訓練の実
施、教職員対象の救命講習の開催

　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

31年度 5,600
特別支援教育に関する研修会及び講座
の実施、特別支援教育支援員の配置

32年度 6,495
特別支援教育に関する研修会及び講座
の実施、特別支援教育支援員の配置

33年度 6,495
特別支援教育に関する研修会及び講座
の実施、特別支援教育支援員の配置

31年度 780
龍の子支援システムの展開（教育相談員
による相談、小中学校への龍の子さわや
か相談員の派遣等）

32年度 780
龍の子支援システムの展開（教育相談員
による相談、小中学校への龍の子さわや
か相談員の派遣等）

33年度 780
龍の子支援システムの展開（教育相談員
による相談、小中学校への龍の子さわや
か相談員の派遣等）

　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

31年度 407
学習支援、生活上の悩みや進学に
関する助言等

32年度 407
学習支援、生活上の悩みや進学に
関する助言等

33年度 407
学習支援、生活上の悩みや進学に
関する助言等

31年度 372
居場所の提供及び日常・社会生活
の支援

32年度 372
居場所の提供及び日常・社会生活
の支援

33年度 372
居場所の提供及び日常・社会生活
の支援

31年度 5,989
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 5,989
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

33年度 5,989
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

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。

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
要する入学用品費等を支給しま
す。

事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的

生活困窮世帯の子どもの学習支援
事業
【生活支援課】

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。

就学援助の支給
【教育総務課】

事業内容及び事業費の年次計画

生活困窮世帯の子どもの居場所づ
くり支援事業
【生活支援課】

生活困窮世帯等の子どもの孤立防
止及び健康や生活習慣の向上を図
ります。

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。

児童生徒の安全確保
【教育総務課】

市立小中学校教職員に対する救命
講習の実施や地域の実情等を踏ま
えた避難訓練を実施することで、
児童生徒及び教職員の防災意識の
向上を図るとともに、地域住民や
住民自治組織と連携し、児童生徒
の安全確保に努めます。

インクルーシブ教育の推進
【指導課】

事業内容及び事業費の年次計画

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

教育の日推進事業の充実
【文化・生涯学習課／指導課】

１１月５日の「龍ケ崎教育の日」、１
１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
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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

31年度 1,457
DB契約支援、交渉、登記・用地補
償、購入

32年度 72,533 DB事業者契約・評価監視

33年度 175,320 DB事業者契約・評価監視

　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

31年度 3,257 子育て支援施設への支援及び拡充

32年度 3,257 子育て支援施設への支援及び拡充

33年度 3,257 子育て支援施設への支援及び拡充

31年度 19
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 19
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

33年度 19
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 191 家庭教育相談の実施

32年度 191 家庭教育相談の実施

33年度 191 家庭教育相談の実施

　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

31年度 12
幼保小接続の推進を目的とした研修
会・交流事業の実施

32年度 12
幼保小接続の推進を目的とした研修
会・交流事業の実施

33年度 12
幼保小接続の推進を目的とした研修
会・交流事業の実施

31年度 －
子ども読書活動の推進（ﾌﾞｯｸｽﾀｰﾄ事
業等による図書館の利用促進等）

32年度 －
子ども読書活動の推進（ﾌﾞｯｸｽﾀｰﾄ事
業等による図書館の利用促進等）

33年度 －
子ども読書活動の推進（ﾌﾞｯｸｽﾀｰﾄ事
業等による図書館の利用促進等）

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。

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

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。

各種セミナーの開催
【文化・生涯学習課】

龍ケ崎市学校給食センター整備事
業
【学校給食センター】

事業内容及び事業費の年次計画

事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的

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。

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
れあいセミナーを開催します。

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。

事業内容及び事業費の年次計画
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　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

31年度 15,035
放課後児童健全育成事業、保育
ルーム支援員等のスキルアップ

32年度 15,035
放課後児童健全育成事業、保育
ルーム支援員等のスキルアップ

33年度 15,035
放課後児童健全育成事業、保育
ルーム支援員等のスキルアップ

31年度 1,263
アフタースクール・サタデースクール・サ
マースクール等の実施、学習の定着化等

32年度 1,263
アフタースクール・サタデースクール・サ
マースクール等の実施、学習の定着化等

33年度 1,263
アフタースクール・サタデースクール・サ
マースクール等の実施、学習の定着化等

　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

31年度 233
サポーターやボランティアによる見守
り、遊びの拠点づくり事業

32年度 233
サポーターやボランティアによる見守
り、遊びの拠点づくり事業

33年度 233
サポーターやボランティアによる見守
り、遊びの拠点づくり事業

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

33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

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

31年度 330 第九コンサートの開催

32年度 － －

33年度 － －

31年度 － 人権啓発活動のPR

32年度 － 人権啓発活動のPR

33年度 － 人権啓発活動のPR

第九コンサート
【文化・生涯学習課】

市の音楽団体を中心とした実行
委員会を設立し、一般市民から
団員を募り、日本の代表的音楽
家とともに第九コンサートを開
催し、当市の音楽文化の振興を
図ります。

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。

事　業　名
【担当課】

事業内容及び事業費の年次計画
事業の概要・目的

事業の概要・目的
事業内容及び事業費の年次計画

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。

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】

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。

多様な学習機会の提供【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、サマースクールなど、
多様な学習機会を提供します。

事　業　名
【担当課】

新規
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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

31年度 134
「龍ケ崎市民遺産」の認定、説明板
等の設置

32年度 134
「龍ケ崎市民遺産」の認定、説明板
等の設置

33年度 134
「龍ケ崎市民遺産」の認定、説明板
等の設置

31年度 812
文化財イラストマップの作成、イベントの
実施、説明板の設置、旧竹内農場赤レン
ガ西洋館フェンス設置工事

32年度 － イベント等の実施

33年度 24
文化財イラストマップの作成、イベン
ト等の実施

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

31年度 19 応援バスツアー等の開催

32年度 19 応援バスツアー等の開催

33年度 19 応援バスツアー等の開催

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

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。

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

31年度 131 提案募集、採択事業の実施

32年度 131 提案募集、採択事業の実施

33年度 131 提案募集、採択事業の実施

31年度 33 公共施設里親制度の周知・募集等

32年度 33 公共施設里親制度の周知・募集等

33年度 33 公共施設里親制度の周知・募集等

　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

31年度 1,164
市民活動センター・市民交流プラザの管
理運営等、市民活動ステップアップ補助
金の交付

32年度 1,224
市民活動センター・市民交流プラザの管
理運営等、市民活動ステップアップ補助
金の交付

33年度 1,224
市民活動センター・市民交流プラザの管
理運営等、市民活動ステップアップ補助
金の交付

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

33年度 － まちづくり・つなぐネットの実施

31年度 246 まちづくりポイント制度の実施

32年度 246 まちづくりポイント制度の実施

33年度 469 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

31年度 1,096
市公式ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ・ﾒｰﾙ配信ｻｰﾋﾞｽ
佐貫駅東口ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞの運用等

32年度 1,213
市公式ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ・ﾒｰﾙ配信ｻｰﾋﾞｽ
佐貫駅東口ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞの運用等

33年度 1,213
市公式ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ・ﾒｰﾙ配信ｻｰﾋﾞｽ
佐貫駅東口ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞの運用等

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
動に協力又は参加をした際に、
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】

ウェブアクセシビリティに配慮
した誰もが使いやすい市公式
ホームページの運用に努めると
ともに、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。

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、多様な団体が参加できる市
民活動を促進します。

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

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
実施するとともに、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。
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　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

31年度 － 市長との意見交換等の開催

32年度 38
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ市政ﾓﾆﾀｰの新規登録依
頼、市長との意見交換等の開催

33年度 － 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

31年度 100
各種団体と連携した産品PRｲﾍﾞﾝﾄへの参
加等による商品開発、販路拡大等の支援

32年度 50
各種団体と連携した産品PRｲﾍﾞﾝﾄへの参
加等による商品開発、販路拡大等の支援

33年度 50
各種団体と連携した産品PRｲﾍﾞﾝﾄへの参
加等による商品開発、販路拡大等の支援

31年度 ▲ 整備関連事業

32年度 ▲ 整備関連事業

33年度 － －

31年度 3,325
事業資金の融資あっ旋、企業立地促進奨
励金の交付、展示会出展助成等

32年度 4,098
事業資金の融資あっ旋、企業立地促進奨
励金の交付、展示会出展助成等

33年度 3,918
事業資金の融資あっ旋、企業立地促進奨
励金の交付、展示会出展助成等

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

33年度 760 創業者に対する創業支援

31年度 51,332
拡張計画に基づく事業の推進、都市
計画手続支援業務委託

32年度 307
都市計画手続支援業務委託、分譲
開始

33年度 － －

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。

企業立地促進奨励金の交付や事
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、本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。

つくばの里工業団地拡張事業
【都市計画課／企業立地推進課】

工業団地拡張エリアの土地造成工
事を行い、工場等が立地可能な用
地を創出します。また、既存エリ
アと拡張エリアが一体となった産
業拠点を形成するため、拡張エリ
アの市街化区域編入等の都市計画
決定を行います。

既存企業の支援
【商工観光課／企業立地推進課】

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。

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

龍ケ崎産品の販路拡大
【シティセールス課／商工観光課
／農業政策課】

事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的

拡充
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　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・還流・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

31年度 1,020
保育士等の修学資金貸付、保育士
等就労促進家賃補助額の引き上げ

32年度 1,920
保育士等の修学資金貸付、保育士
等就労促進家賃補助

33年度 2,280
保育士等の修学資金貸付、保育士
等就労促進家賃補助

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

33年度 － 就労支援の研修会等の実施

31年度 50 開業資金の支援

32年度 50 開業資金の支援

33年度 50 開業資金の支援

　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

31年度 1,500
地域資源の情報発信、イベント等の
開催

32年度 1,500
地域資源の情報発信、イベント等の
開催

33年度 ▲
地域資源の情報発信、イベント等の
開催

31年度 634 市外向けの情報発信

32年度 1,115 市外向けの情報発信

33年度 730 市外向けの情報発信

31年度 ▲ 整備関連事業

32年度 ▲ 整備関連事業

33年度 － －

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

33年度 － －

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

33年度 － －

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
めの講習会を通じて、高齢者の
社会参画を支援します。

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】

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。

地域ブランド力の向上
【シティセールス課】

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】

事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的

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】

農産品や物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。

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。

事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的

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。

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。

拡充
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　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

31年度 405 龍ケ崎ブランド農産物のＰＲ等

32年度 405 龍ケ崎ブランド農産物のＰＲ等

33年度 405 龍ケ崎ブランド農産物のＰＲ等

31年度 150 農産品の加工に関する商品開発

32年度 150 農産品の加工に関する商品開発

33年度 150 農産品の加工に関する商品開発

31年度 1,715
日曜朝市の開催、直売所の運営等、
周知・PR

32年度 1,715
日曜朝市の開催、直売所の運営等、
周知・PR

33年度 1,715
日曜朝市の開催、直売所の運営等、
周知・PR

31年度 766
地域おこし協力隊によるグリーン
ツーリズムの実施

32年度 － －

33年度 － －

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

33年度 － －

31年度 980
龍ケ崎市新規就農者経営支援、龍ケ崎
市畑作農業ステップアップ支援事業

32年度 980
龍ケ崎市新規就農者経営支援、龍ケ崎
市畑作農業ステップアップ支援事業

33年度 810
龍ケ崎市新規就農者経営支援、龍ケ崎
市畑作農業ステップアップ支援事業

　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

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

33年度 － ホームページの運用、情報発信

事業内容及び事業費の年次計画事　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。

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。

新規就農者・担い手支援事業
【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。

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。

経験豊富なプランナーを設置
し、市内生産者、加工業者及び
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。

直売の場の拡大
【農業政策課】

龍ケ崎市飼料用米生産拡大支援事
業
【農業政策課】

事業内容及び事業費の年次計画

農産品の加工等への支援
【農業政策課】

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。

グリーンツーリズムの推進
【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。

龍ケ崎ブランド農産品の拡大
【農業政策課】

拡充
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　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

31年度 19 応援バスツアー等の開催

32年度 19 応援バスツアー等の開催

33年度 19 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

31年度 － 大学などへの求人情報の提供等

32年度 － 大学などへの求人情報の提供等

33年度 － 大学などへの求人情報の提供等

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

33年度 15
協力店の拡大、ペナント・パンフレッ
ト作成

31年度 1,020
保育士等の修学資金貸付、保育士
等就労促進家賃補助額の引き上げ

32年度 1,920
保育士等の修学資金貸付、保育士
等就労促進家賃補助

33年度 2,280
保育士等の修学資金貸付、保育士
等就労促進家賃補助

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

33年度 － 保育所等における連携事業の実施

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

事業内容及び事業費の年次計画事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的

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。

事　業　名
【担当課】

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す
るとともに、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。

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。

大学卒業生などの地元就職の促進
【企画課／商工観光課】

地元での雇用により、就職期で
ある若者の転出の抑制やＵＩＪ
ターンを促進します。

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】

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。

拡充
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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

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

33年度 500
備蓄品の更新、災害時応援協定等
の拡大等

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

33年度 1,500 防災貯留型トイレの整備

31年度 810 実施設計

32年度 28,532 親局設備、屋外拡声子局設備

33年度 31,085
屋外拡声子局設備、戸別受信機総
合調整

31年度 －
第ニ次スクリーニング調査
（平成30年度繰越事業)

32年度 － －

33年度 － －

　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

31年度 －
地区防災計画策定の支援（長山地
区・川原代地区・八原地区）

32年度 － 地区防災計画策定の支援

33年度 － 地区防災計画策定の支援

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

33年度 － 地域における防災訓練の実施

31年度 2,520
消防装備の充実、消防団員の処遇
改善

32年度 2,520
消防装備の充実、消防団員の処遇
改善

33年度 2,520
消防装備の充実、消防団員の処遇
改善

31年度 17 防災士の育成・養成

32年度 17 防災士の育成・養成

33年度 17 防災士の育成・養成

地域における防災訓練の充実
【危機管理課】

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
の充実を図ります。

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。

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。

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。

本市における大規模盛土造成地の
地盤の状況を把握して、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。

宅地耐震化推進事業
【都市計画課】

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

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。
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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

31年度 12,187
コミュニティバス・乗合タクシーの
運行、コミュニティバス再編

32年度 ▲
コミュニティバス・乗合タクシーの運
行

33年度 ▲
コミュニティバス・乗合タクシーの運
行

31年度 － 共通定期券の発行

32年度 － 共通定期券の発行

33年度 － 共通定期券の発行

31年度 493 バスロケーションシステム導入・運用

32年度 135 バスロケーションシステム運用

33年度 135 バスロケーションシステム運用

　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

31年度 1,268
（仮称）社会福祉協議会西口支所整
備及び運営への支援

32年度 ▲ 地域交流拠点づくりの推進

33年度 ▲ 地域交流拠点づくりの推進

31年度 2,937 地域コミュニティへの補助等

32年度 2,869 地域コミュニティへの補助等

33年度 2,849 地域コミュニティへの補助等

31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

32年度 － －

33年度 － －

31年度 － －

32年度 834
旧長戸小学校解体工事設計、家屋
調査業務委託

33年度 17,005
旧長戸小学校校舎解体工事、地質
調査、測量

中核的な地域コミュニティ活動の
推進
【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。

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。

長戸コミュニティセンターの建て
替え
【コミュニティ推進課】

施設の老朽化や駐車場不足等の問
題を抱えているとともに高齢化の
著しい長戸地区の福祉避難所とし
て、コミュニティセンターの建て
替えを行います。

地域交流拠点づくりの推進
【社会福祉課】

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。

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。

事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的

バスロケーションシステムの導入
【交通防犯課】

拡充

新規
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　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

31年度 1,683
見守りネットワーク事業の実施、徘徊高齢
者家族支援サービス事業の実施、防犯連
絡員による地域防犯活動

32年度 1,683
見守りネットワーク事業の実施、徘徊高齢
者家族支援サービス事業の実施、防犯連
絡員による地域防犯活動

33年度 1,683
見守りネットワーク事業の実施、徘徊高齢
者家族支援サービス事業の実施、防犯連
絡員による地域防犯活動

31年度 967 防犯カメラ・防犯灯設置等工事

32年度 1,006 防犯カメラ・防犯灯設置等工事

33年度 702 防犯カメラ・防犯灯設置等工事

　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

31年度 156
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 156
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

33年度 156
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 － 空家バンクの推進

32年度 － 空家バンクの推進

33年度 － 空家バンクの推進

　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

31年度 381
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 408
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）

33年度 433
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 895
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 903
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

33年度 1,035
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

事業の概要・目的

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。

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。

事業内容及び事業費の年次計画

空家バンクの活用【再掲】
【都市施設課】

空家となっている住宅につい
て、空家バンクを活用すること
により、管理不全予防につなげ
るとともに、移住・定住を促進
します。

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、健康づくりを推進するとと
もに、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。

事　業　名
【担当課】

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。

事　業　名
【担当課】

空家等対策事業
【交通防犯課】

事業の概要・目的

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
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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

31年度 51
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 70
ウォークラリー大会・ニュースポーツ
大会の開催等

33年度 70
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 311
マラソン大会の開催に係る準備（実施計
画、警備計画等）

32年度 3,000 マラソン大会の開催

33年度 2,850 マラソン大会の開催

31年度 550 解体・改修工事実施設計

32年度 ▲ 解体・改修工事、施設の開設・運営

33年度 ▲ 施設の運営

　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

31年度 1,346 健診環境の改善

32年度 1,459 健診環境の改善

33年度 1,459 健診環境の改善

31年度 319 胃がん検診等の実施、受診勧奨

32年度 370 胃がん検診等の実施、受診勧奨

33年度 357 胃がん検診等の実施、受診勧奨

31年度 － －

32年度 － －

33年度 1,200 基本設計

31年度 1,370
（仮称）まいん「元気」サポートセン
ターの管理運営

32年度 ▲
（仮称）まいん「元気」サポートセン
ターの管理運営

33年度 ▲
（仮称）まいん「元気」サポートセン
ターの管理運営

ニュースポーツの推進
【スポーツ都市推進課】

（仮称）まいん「元気」サポート
センター
【健幸長寿課】

主に高齢者層を対象とした健康
寿命の維持・延伸のための各種
プログラムを定期的に提供する
とともに、健康セルフチェック
や保健師等の健康相談に加え、
利用者同士の交流の場としても
活用します。

事　業　名
【担当課】

健康づくりの推進（２）
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、受診勧奨や周知の徹
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。

旧北文間小の跡地を活用したス
ポーツ拠点の整備
【財政課／スポーツ都市推進課】

事業の概要・目的
事業内容及び事業費の年次計画

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。

マラソン大会開催の推進
【スポーツ都市推進課】

オリンピックレガシーを活用
し、市内外から多くの人が参加
できるマラソン大会を開催しま
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

保健センター、総合福祉セン
ター、地域福祉会館等について、
複合化・多機能化を図るため、保
健福祉施設を整備し、市民サービ
スの向上を図ります。

新保健福祉施設の整備
【健康増進課】

旧北文間小の跡地を活用して、
様々なスポーツニーズ等に対応
するため、校舎の一部を解体・
改修し、スポーツ拠点として整
備を行います。

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。

新規

新規
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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

31年度 70
リーダーシップ研修・職員研修の受
講機会の拡大

32年度 70
リーダーシップ研修・職員研修の受
講機会の拡大

33年度 70
リーダーシップ研修・職員研修の受
講機会の拡大

31年度 78 会計年度任用職員制度の導入設計

32年度 － －

33年度 － －

　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

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

33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 290
口座振替依頼書ハガキ版の導入等
による納税機会の拡充

32年度 343
口座振替依頼書ハガキ版の導入等
による納税機会の拡充

33年度 ▲
口座振替依頼書ハガキ版の導入等
による納税機会の拡充

　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

31年度 － 業務委託、ＩＣＴ活用の推進

32年度 － 業務委託、ＩＣＴ活用の推進

33年度 － 業務委託、ＩＣＴ活用の推進

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

行政サービスの民間委託等の導入
【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
政運営の効率化及び経費の縮減を図る
ため、行政サービスの民間委託等を推
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

市税の収納率向上（国民健康保険
税を除く。）
【納税課】

納税者の口座振替利用率の向上
と納期内納付を推進し、更なる
徴収強化を図るため、口座振替
の申込方法を簡略化し、市税の
収納率の向上を目指します。

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。

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】

平成32年4月1日から新たに創設
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
係る制度設計を進め、関連する例
規整備を図ります。

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）

年度 事業費 事業内容

31年度 4,000
指揮車・小型動力ポンプ付積載車
の更新

32年度 4,000
ＣＤ-Ⅰ型消防ポンプ自動車の更
新

33年度 4,000 小型動力ポンプ付積載車の更新

31年度 208 バス停留所上屋新設工事等

32年度 127 バス停留所整備

33年度 127 バス停留所整備

31年度 487 待合室の整備、路面ペイント工事等

32年度 44 竜ヶ崎駅貸店舗賃貸借

33年度 44 竜ヶ崎駅貸店舗賃貸借

31年度 475 農業生産基盤の整備

32年度 2,840 農業生産基盤の整備

33年度 4,850 農業生産基盤の整備

31年度 400 農業生産基盤の整備計画調査

32年度 210 農業生産基盤の整備計画調査

33年度 － －

31年度 ▲ 事業化の検討

32年度 ▲ 事業化の検討

33年度 ▲ 事業化の検討

31年度 4,600
箱型函渠詳細設計、土地評価、不動
産鑑定、補償調査、境界確定

32年度 15,380
橋梁詳細設計、鉄道近接施工影響評価、
用地買収・登記・遺跡調査（試掘）

33年度 13,300
箱型函渠工事
用地買収・登記

31年度 350 境界復元・登記

32年度 － －

33年度 － －

31年度 18,000
道路改良工事・舗装工事・舗装修繕
工事

32年度 13,000
道路改良工事・舗装工事・舗装修繕
工事

33年度 13,000
道路改良工事・舗装工事・舗装修繕
工事

宗教宗派を問わない市営霊園を整
備することにより、安心で快適な
市民生活を実現します。

市道第１－３８０号線（佐貫３号
線）整備事業
【道路整備課】

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。

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3-113号線道路改良事業
【道路整備課】

主要道路美浦栄線から板橋地域へ
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。

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。

市営霊園整備事業
【環境対策課】

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。

経営体育成基盤整備事業（川原代
地区）
【農業政策課】

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。

コミュニティバス停留所整備
【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。

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。

関東鉄道竜ヶ崎駅バス待合室等整
備
【交通防犯課】
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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

31年度 990
境界確定、不動産鑑定、土地評価、
補償調査

32年度 3,700 用地買収、登記

33年度 － －

31年度 1,944
カーブミラー・ガードレール・ガードパ
イプ・区画線設置工事

32年度 1,980
（総量）カーブミラー・ガードレール・
区画線設置工事

33年度 1,980
（総量）カーブミラー・ガードレール・
区画線設置工事

31年度 5,570 公共下水道管渠整備

32年度 5,570 公共下水道管渠整備

33年度 5,570 公共下水道管渠整備

31年度 8,000
排水路整備（羽原地区・知手地区・須藤
堀地区・出し山町・野原地区）、護岸改修
（川崎町）

32年度 3,500
排水路整備（知手地区・出し山町・野
原地区）

33年度 2,000 排水路整備（出し山町・野原地区）

31年度 10
ドッグラン施設に係るサイン作製、運
営管理

32年度 － 運営管理

33年度 － 運営管理

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。

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。

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。

排水路整備事業
【下水道課】

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。

事業内容及び事業費の年次計画

ドッグラン施設整備事業
【環境対策課／都市施設課】

龍ケ崎済生会病院に隣接する市民
健康の森内にドッグラン施設を設
置し、市民交流の新たな場所を提
供します。

事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的
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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

31年度 － －

32年度 1,840
ﾌﾛｱｶｰﾍﾟｯﾄ張替（1・3階）
通路部等Pﾀｲﾙ張替（地下・1・2・3階）

33年度 1,542
ﾌﾛｱｶｰﾍﾟｯﾄ張替（4・5階）、通路部等Pﾀｲﾙ
張替（4階・5階・6階・ＰＨ階）

31年度 14,194 外壁塗装

32年度 － －

33年度 － －

31年度 － －

32年度 ▲ 庁舎個別施設計画の策定

33年度 － －

31年度 2,075 空調機器更新

32年度 47 機器点検等

33年度 47 機器点検等

31年度 1,467
新館改修工事、ＰＡＳ交換工事、合
併浄化槽改修工事

32年度 1,955 屋根・外壁改修工事

33年度 － －

31年度 296 体育施設長寿命化計画の策定

32年度 691 体育施設長寿命化計画の策定

33年度 － －

31年度 1,360
総合運動公園等管理運営（機器修
繕・交換等）

32年度 1,000
総合運動公園等管理運営（機器修
繕・交換等）

33年度 7,048
総合運動公園等管理運営（機器修
繕・交換等）

31年度 9,609
龍ヶ岡テニスコート（照明設備工事、
人工芝張替工事(6面））

32年度 － －

33年度 － －

31年度 1,130
LED照明リース、下水道排水設備工
事、非常照明、誘導灯更新工事

32年度 58 LED照明リース

33年度 58 LED照明リース

事業内容及び事業費の年次計画

市庁舎改修事業（外壁塗装）
【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】

老朽化した建物等の改修工事を行
い、健全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】

市庁舎電算棟2階サーバー室内空
調機器更新
【情報管理課】

社会体育施設の長寿命化計画策定
事業
【スポーツ都市推進課】

文部科学省インフラ長寿命化計画
に基づく、社会体育施設の長寿命
化計画を策定します。

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。

テニスコート改修事業
【スポーツ都市推進課】

市内4箇所のテニスコートの維持
管理を図るため、改修を行いま
す。

事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的

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
施設整備を計画的に更新します。

市庁舎の施設設備の改修を行いま
す。

庁舎個別施設計画業務委託
【財政課】

電算棟サーバー室内の空調機器老
朽化に伴い機器の更新及び更新後
のメンテナンスを行います。

政府主導によるインフラの戦略的
な維持管理・更新等を推進するた
め、平成32年度までに個別施設
ごとの長寿命化計画を策定しま
す。

新規

新規

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）

年度 事業費 事業内容

31年度 4,114
ﾄｲﾚ給排水衛生設備更新（龍西・久
保台）駐車場整備（馴柴）

32年度 5,000
内装ﾘﾌｫｰﾑ（大宮・八原）、屋根・外壁塗
装（久保台）、空調機更新（馴馬台）

33年度 5,000
内装ﾘﾌｫｰﾑ（龍ケ崎）・屋根・外壁塗
装（龍西）、トイレ改修（馴馬台）

31年度 84 自転車ラック修繕（佐貫駅東）

32年度 3,108 塗装工事（佐貫駅東）

33年度 － －

31年度 1,291
衛生器具改修、浴室循環濾過ﾀﾝｸ補修、
ﾎﾟﾝﾌﾟ類整備、乗用芝刈機購入、県南水
道切替工事

32年度 2,043
自動火災報知設備改修
外壁ﾀｲﾙ補修

33年度 3,158
光明石温泉ﾕﾆｯﾄ整備、浴室循環濾過ﾀﾝ
ｸ補修、ﾎﾟﾝﾌﾟ類整備、給排水設備改修，
水回り自動制御設備改修、

31年度 504 市営斎場照明ＬＥＤ化工事

32年度 － －

33年度 1,767
火葬棟外壁塗装工事、主燃焼炉ｾﾗ
ﾐｯｸ補修、耐火台車耐火材打替え

31年度 3,418 遊具更新、施設改築

32年度 3,176 遊具更新、施設改築

33年度 3,276 遊具更新、施設改築

31年度 5,380 詳細調査2橋分、修繕工事1橋分

32年度 3,000
設計業務委託1橋分、修繕工事1橋
分

33年度 3,000
設計業務委託1橋分、修繕工事1橋
分

31年度 846
橋梁長寿命化修繕計画の策定（15
ｍ以下の橋）

32年度 － －

33年度 － －

31年度 － －

32年度 900 橋梁点検（27橋分）

33年度 2,000 橋梁点検（79橋分）

31年度 25,790 機械設備・電気設備更新工事

32年度 25,790 機械設備・電気設備更新工事

33年度 － －

事業内容及び事業費の年次計画事　業　名
【担当課】

事業の概要・目的

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。

市営駐輪場維持更新事業
【交通防犯課】

施設利用者に安全に利用してもら
うため、自転車ラックの修繕及び
照明設備をLED化し、通行におけ
る安全を確保します。

橋梁の長寿命化修繕
【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。

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。

斎場施設改修事業
【環境対策課】

老朽化が進行する施設整備や耐用
年数経過が見込まれる火葬設備を
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。

市民が安全、安心かつ快適に利用
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】

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。

橋梁の定期点検策定事業
【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。

橋梁長寿命化修繕計画策定事業
【道路整備課】

龍ケ崎市の管理する橋梁につい
て、適切な維持管理を行うため、
5年ごとに橋梁長寿命化修繕計画
の策定を行います。
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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

31年度 3,600 機械設備・電気設備更新工事

32年度 5,400 機械設備・電気設備更新工事

33年度 － －

31年度 646
下水道事業広域化計画策定、基礎
調査

32年度 － －

33年度 － －

31年度 343 理科室（龍小）

32年度 1,662
図書室・PC室・視聴覚室床張替工事（城
西中・長山中・中根台中・城ノ内中）

33年度 529
図書室・PC室・視聴覚室床張替工事
（川原代小・龍西小・城南中）

31年度 －
小・中学校特別教室の空調設備設
置（平成30年度繰越事業）

32年度 － －

33年度 － －

31年度 1,105
施設・設備の老朽危険箇所の改修
工事

32年度 1,000
施設・設備の老朽危険箇所の改修
工事

33年度 1,000
施設・設備の老朽危険箇所の改修
工事

31年度 358
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

33年度 700
施設・設備の老朽危険箇所の改修
工事

31年度 949 体育館LED化工事（城ノ内中）

32年度 3,533
体育館LED化工事（龍小・川原代小・
大宮小・龍西小・松葉小・久保台小）

33年度 4,887
体育館LED化工事（馴柴小・八原小・長山
小・馴馬台小・城ノ内小・城南中）

31年度 － －

32年度 87 プール解体工事実施設計（馴柴小）

33年度 ▲ プール解体工事等（馴柴小）

31年度 1,337 学校施設長寿命化計画の策定

32年度 － －

33年度 － －

小学校施設整備事業（学校プール
解体）
【教育総務課】

老朽化により、使用していない
プールを解体します。

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・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。

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】

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。

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。

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。

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。

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。

下水道事業広域化計画策定検討
事業
【下水道課】

板橋・大塚地区の農業集落排水処
理場を廃止し、公共下水道に統合
することで、処理場管理運営に係
るコストの縮減を図ります。
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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）

年度 事業費 事業内容

31年度 8,911 非構造部材耐震化工事(天井・電気）

32年度 ▲ 外壁塗装・屋根防水改修工事

33年度 － －

31年度 4,005
1階和室改修工事、備品購入一式、
昇降機交換工事

32年度 － －

33年度 － －

31年度 － －

32年度 ▲ 収蔵庫新築工事（4棟）

33年度 ▲ 既存収蔵庫解体工事

31年度 7,355
旧馴馬小学校体育館・プール解体工
事

32年度 － －

33年度 － －

31年度 1,300
洗浄機・揚物機等大型機械修理、ボ
イラー配管等修理

32年度 1,300
洗浄機・揚物機等大型機械修理、ボ
イラー配管等修理

33年度 1,300
洗浄機・揚物機等大型機械修理、ボ
イラー配管等修理

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。

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。

文化会館大規模改修
【文化・生涯学習課】

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。

旧馴馬小学校体育館・プール解体
工事
【教育センター】

経年劣化等により老朽化が進んだ
設備等を解体・撤去します。

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】

埋蔵文化財収蔵庫新築工事
【文化・生涯学習課】

市内で発掘された貴重な資料を保
管するため、現在の埋蔵文化財収
蔵庫の老朽化により、新たな収蔵
庫を設置します。

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
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