
中期事業計画「戦略プラン」　R2　【予算案】

事業内容
計画登載額

（千円）
予算要求額

（千円）
予算案
（千円）

令和2年度当初予算案

No. 課等名 事業コード 予算事業名 事業名 事業概要･目的

4,000 4,000
災害備蓄品の入替、災害時応援
協定の締結

5,0001 危機管理課 1090800 非常災害用備蓄費
災害備蓄の充実と災害時応援協定等の
拡大

非常時に備え、備蓄品の充実及びアレルギー対応食品の導
入を進めるとともに、災害時の円滑な情報伝達手段の確保を
図ります。

防火水槽修繕（1基）、消火栓新
設（5基）

4,0002 危機管理課 1090400 消防施設整備事業 消防水利の整備
火災発生時の消火作業で必要な水利を確保するため、防火
水槽・消火栓の新設や既存の水利の維持管理を行います。

親局設備工事、屋外拡声子局工
事、遠隔制御装置工事など

330,7953 危機管理課 1091000 防災情報伝達設備整備事業 防災行政無線のデジタル化
防災行政無線のデジタル化、難聴地区におけるスピーカー増
設等、災害時の円滑な情報伝達手段の確保を図ります。

700 700

防災貯留型トイレの整備 35,0004 危機管理課 1090600 防災活動費 防災貯留型トイレの整備
地震災害時のトイレ対策として、防災貯留型トイレを避難所に
指定されている公共施設等へ計画的に整備します。

330,795 330,795

35,000 35,000

5 秘書課 1106300 スポーツツーリズム振興事業 スポーツツーリズムの推進
スポーツに係る交流事業等を実施し、スポーツツーリズムの
推進を図っていくことで、交流人口の拡大・地域活性化につな
げていきます。

6 秘書課 1106200 国際スポーツ大会キャンプ等招致活動費
2020年オリンピック東京大会等の国際ス
ポーツ大会を契機とした交流事業の推進

市民で構成するスポーツ交流協会によりオリンピックチーム
の事前キャンプを受入れ、交流事業を推進します。

- 1,889 1,889
産学官連携による大規模スポー
ツイベントの開催、北海道日本
ハムファイターズ連携

26,477 17,252 17,162
オリンピックチームの事前キャン
プ受入れ及び交流事業の実施

10,600 10,600 10,600JRへの負担金（駅名改称作業）7 企画課 1024000 地域振興事業
ＪＲ常磐線龍ケ崎市駅を起点としたにぎ
わいの創出

市の玄関口である龍ケ崎市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。

4,456 4,456
アンケートの実施、ワークショッ
プの開催

8 企画課 1023010 戦略プラン策定費 第３次ふるさと龍ケ崎戦略プランの策定
市のまちづくりの最上位計画として策定する「ふるさと龍ケ崎
戦略プラン」の改訂を行います。

1,243 1,243
子育て情報誌広告掲載、パンフ
レット制作

9 シティセールス課 1023000 シティセールスプロモーション事業
居住環境の優位性・魅力度の戦略的PR
の展開

子育て環境の優位性を中心に、市内外に向けて情報発信を
行い、人口流出防止及び定住促進を図ります。

中期事業計画へ
登載せず，経常
経費で予算要求

1,243

広告配信・制作・調査、動画等広
告配信、冊子・グッズ・チラシ作
成、オリンピックPV、研修

10 シティセールス課 1023000 シティセールスプロモーション事業 シティプロモーション事業
佐貫駅駅名改称や子育て環境の優位性を中心に、情報を発
信し、シビックプライドの醸成及び認知度向上・イメージアップ
を図り、交流人口の増加及び定住の促進につなげます。

インフルエンサー等を活用した
市PR動画の制作・配信、魅力体
験ツアー・イベント

11 シティセールス課 1023000 シティセールスプロモーション事業
駅名改称を契機としたプロモーション活
動の展開

駅名改称を契機として、市の認知度向上、魅力発信を強化
し、体験型イベントの開催など、定住人口の獲得・人口減少
の抑制を図ります。

22,757 21,120 18,220

12
道の駅・牛久沼プロジェ

クト課
1024700 道の駅整備事業 道の駅の整備

特産品の販路拡大と地域情報発信機能の強化に向けた拠点
施設を整備し、本市の魅力の更なる発信・ＰＲを図ります。

0 0 6,000

- - 1,661埋設物調査

4,174 4,174無料塾13 生活支援課 1030800 生活困窮者自立支援事業 生活困窮世帯の子どもの支援事業
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、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。

4,113
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事業内容
計画登載額

（千円）
予算要求額

（千円）
予算案
（千円）

令和2年度当初予算案

No. 課等名 事業コード 予算事業名 事業名 事業概要･目的

子どもの居場所づくり等の運営14 生活支援課 1030800 生活困窮者自立支援事業 生活困窮世帯の子どもの支援事業
貧困の連鎖を防止するため、生活困窮世帯の子どもに対す
る学習支援を推進します。

3,748 3,843 3,843

15 こども家庭課 1033900 会計年度任用職員費（児童福祉） 子ども家庭総合支援室の設置
子ども・家庭の相談に対応するための専門性を持った支援体
制づくりを行い、全ての子どもを切れ目なく支援します。

16 こども家庭課 1035050 こどもまつり開催事業 「子育て環境日本一」PRイベントの開催
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。

- 9,482 9,537

3,941 3,834 3,834こどもまつりの開催

子育てや家庭問題等に関する相
談体制の強化

92,986 107,017 86,930

八原保育所運営、駅前こどもス
テーション、ファミリーサポートセ
ンター・リフレッシュ保育、子育て
支援センター

17 こども家庭課

1034150
1034200
1034300
1035850
1035900

会計年度任用職員費（さんさん館）
さんさん館管理運営費
駅前こどもステーション管理運営費
会計年度任用職員（保育所）
公立保育所管理運営費

保育環境の充実
駅前こどもステーションの運営、保育所の受入体制の充実、
ファミリーサポートセンター・リフレッシュ保育の充実を図りま
す。

7,594 8,963 8,963
子育て世代包括支援センターの
運営

18 こども家庭課 1033900 会計年度任用職員費（児童福祉） 龍ケ崎市版ネウボラの充実
母子保健コーディネーターや子育て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。

33,094 33,094
地域子育て支援センターへの交
付金の交付

19 こども家庭課 1034800 子ども・子育て支援事業（補助分） 地域の子育て支援拠点の充実
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。

12,480
保育士等への修学資金貸付、家
賃補助

20 こども家庭課 1035300 保育士等支援事業 若者のスキルアップ支援
保育士や幼稚園教諭の資格取得に係る資金貸付、市内の保
育所等に就労する保育士への家賃補助などにより、保育士
等の確保に努めます。

36,285

シルバー人材センター運営費補
助

13,50021 介護福祉課 1050200 シルバー人材センター援助費 高齢者の雇用の充実
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。

15,960 12,480

歯周疾患検診、2歳6か月歯科健
診

8,38422 健康増進課
1040400
1040900

成人保険事業
乳幼児健康診査等事業

歯科保健の推進
歯の健診や歯みがき指導、歯科保健に関する相談を行うこと
により、すべての世代において歯周病の予防及び早期発見
のための知識普及を図ります。

13,100 13,100

88,79423 健康増進課 1040300 医療対策事業 小児救急医療等の医療体制の充実
休日・夜間における小児救急患者の医療（小児緊急医療輪
番制）を確保します。

6,722 7,007

87,677 87,677

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

5,133 4,566
おたふくかぜ予防接種（1歳児無
償，2～5歳児助成）

4,77324 健康増進課 1041600 小児予防接種事業 おたふく予防接種費助成事業
令和2年度より、1歳児を対象に予防接種費用を全額公費負
担とし、子育て世代の経済的負担を軽減します。

6,301 7,604
インフルエンザ予防接種費の助
成

7,89725 健康増進課 1041600 小児予防接種事業 小児インフルエンザ予防接種費助成
小児インフルエンザ予防接種費の助成対象を13歳未満から
中学校3年生まで拡充することで、インフルエンザを予防する
とともに子育て世代の経済的負担の軽減を図ります。

市民意識調査の実施 3,51026 健康増進課 1041450 健康増進・食育計画改定費
龍ケ崎市健康増進・食育計画改定のた
めの市民意識調査

次期龍ケ崎市健康増進・食育計画の策定を行います。 3,515 3,504
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予算案
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ロタ予防接種費用の助成、定期
接種

15,43227 健康増進課 1041600 小児予防接種事業
ロタ予防接種費用助成事業及びロタ定
期予防接種事業

ロタ予防接種費用を助成することで、ロタウィルスによる感染
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。

妊婦健康診査の実施 48,86628 健康増進課 1041000 妊産婦健康診査等事業 妊婦健康診査事業
妊婦健康診査の内容を拡充し、母子の健康状態の把握に努
め、子育て世代の経済的負担を軽減します。

15,221 15,145

4,26529 健康増進課
1040150
1040800

会計年度任用職員（保健衛生）
母子保健事業

きめ細やかな子育て支援の充実
妊産婦や乳幼児の保護者への電子母子手帳サービス、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。

41,618 40,349

30 健康増進課
1040150
1041000

会計年度任用職員（保健衛生）
妊産婦健康診査等事業

龍ケ崎市版ネウボラの充実
母子保健コーディネーターや子育て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。

7,259 7,259
電子母子手帳サービス、乳児家
庭全戸訪問

31 健康増進課 1041000 妊産婦健康診査等事業
不妊治療費助成事業・不育症治療費助
成事業

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

12,381 12,414
母子保健コーディネーター、産後
ケア、産婦健診、マタニティタク
シー助成

7,905 7,655
不妊治療・男性不妊治療、不育
症治療費の一部助成

9,606

11,985

150 150禁煙外来治療費助成 15032 健康増進課 1040800 母子保健事業 禁煙外来治療費助成事業
妊婦や乳幼児においては、受動喫煙の影響を受けやすく、子
育て中の保護者の喫煙率を抑制するため、禁煙外来の費用
の一部を助成します。

50,806 63,995
特定健診・高齢者健診の実施、
未受診者への勧奨通知

51,13633 健康増進課
2050400
7030100

特定健康診査等事業
後期高齢者健康診査事業

健康づくりの推進(1)健診環境の改善
節目年齢健診無料化、かかりつけ医からの診療情報提供、
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。

胃がん医療機関検診の実施 2,59234 健康増進課 1040500 がん検診事業
健康づくりの推進(2)胃がん医療機関検
診事業

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。

てくてくﾛｰﾄﾞ管理、介護予防講
座、ｼﾙﾊﾞｰﾘﾊﾋﾞﾘ体操、元気ｻﾛﾝ
松葉館の運営、げんきあっぷ体
操

9,36935 健幸長寿課

1040320
5030300
5030500
5030700

健幸づくり推進事業
通所型介護予防事業
介護予防普及啓発事業
げんきあっぷ！応援事業

健康寿命の延伸に向けた運動習慣の普
及

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。

2,567 2,040

スマートフォンウォーキングアプ
リの運用、ポイント還元商品の提
供

10,00036 健幸長寿課 1040380 健幸マイレージ事業 健幸マイレージ事業

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

8,050 7,982

15,24837 健幸長寿課
1040340
1040350

会計年度任用職員給与費（まいん「健
幸」サポートセンター）
まいん「健幸」サポートセンター管理運営
費

まいん「健幸」サポートセンター

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
の場としても提供します。

11,178 4,530

11,105 11,128管理運営、健幸講座の開催

38 スポーツ都市推進課 1106100 （仮称）龍ケ崎マラソン大会開催費 マラソン大会の開催
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。

11,300 16,675
実行委員会交付金（大会準備・
倉庫設置等）

11,300

0 26,301スポーツ施設の整備
中期事業計画へ
登載せず，経常
経費で予算要求

39 スポーツ都市推進課 1106500 旧北文間小学校転用事業
旧北文間小の跡地を活用したスポーツ
拠点の整備

旧北文間小の跡地を活用して、新しいスポーツニーズ等に対
応したスポーツ拠点を整備します。

1,00040 コミュニティ推進課 1021000 市民行政推進活動費 協働事業提案制度の推進
市民から地域の課題などの解決に向けた事業を募集し、協
働で実施するとともに、まちづくりのアイデア提案を広く募集し
ます。

0 0
協働事業提案制度の募集及び
交付金
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（千円）
予算要求額

（千円）
予算案
（千円）

令和2年度当初予算案

No. 課等名 事業コード 予算事業名 事業名 事業概要･目的

41 コミュニティ推進課
1021000
1024200
1024300

市民行政推進活動費
市民活動センター管理運営費
市民交流プラザ管理運営費

市民活動の支援と啓発
市民が行う自主的な活動を支援し、主体性が発揮できる環境
整備の推進及び市民活動への参加の機会を提供します。

16,480 26,770
市民活動センター・市民交流プラ
ザの管理運営、市民活動ステッ
プアップ補助金の交付

22,054

1,879 1,879まちづくりポイント制度の推進 2,47242 コミュニティ推進課 1021000 市民行政推進活動費 まちづくりポイント制度の推進
市民活動に参加するきっかけづくりとして、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。

2,000 3,000地域集会施設改修等補助金 3,00043 コミュニティ推進課 1024350 集会施設整備助成事業 地域活動拠点の充実
地域住民のコミュニティの拠点として、あるいは身近に立ち寄
れる場として、コミュニティセンターの機能維持を図り地域力を
向上させます。

地域コミュニティ補助金 28,73844 コミュニティ推進課 1026300 地域コミュニティ推進費 中核的な地域コミュニティ活動の推進
住民の自治活動を一層活発化させ、住民同士のつながりを
深めるとともに、地域の課題を地域で解決できるよう地域力
の向上を図ります。

深夜バスの運行 4,46745 交通防犯課 1024500 公共交通対策費
「通えるまちづくり」の推進(1)深夜バスの
運行

JR龍ケ崎市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。

28,977 28,977

4,467 4,467

173,29946 交通防犯課
1024400
1024500

コミュニティバス運行事業
公共交通対策費

コミュニティバス運行
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。

165,526 168,926
コミュニティバス、乗合タクシー
の運行

3,500 3,500昼間割引制度の終日まで拡大 3,50047 交通防犯課 1024500 公共交通対策費 路線バス昼間割引制度の拡大

関東鉄道(株)が運行する路線バスで、午前８時から午後５時
までの時間帯に市内で乗降した場合、運賃上限が２１０円と
なる昼間割引制度を終日に拡大し、バスの利用促進を図りま
す。

バスロケーションシステム運用、
デジタルサイネージ導入

5,08048 交通防犯課 1024400 コミュニティバス運行事業 バスロケーションシステムの運用
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。

防犯カメラ･防犯灯設置等工事
、防犯カメラ設置費補助金

10,42349 交通防犯課
1027000
1027100

防犯活動費
防犯灯整備事業

地域の安全・安心の基盤向上
防犯カメラやＬＥＤ防犯灯を設置し、地域の安全・安心の向上
を図ります。

2,996 2,996

6,879 6,879

50 交通防犯課 1027200 空家等対策事業 空家等対策事業
空家等の発生抑制や活用、適正な管理が行われていない空
家等解消の促進を図ります。

1,536 1,536空家等対策事業 1,540

2,650 2,000
撞舞観覧席設置、観光アンバサ
ダー運用

2,65051 商工観光課 1070800 観光物産事業 観光の推進
歴史的地域資源や新たな地域資源を組み合わせ、市の観光
ＰＲを行うことにより、交流人口の増加を図ります。

プレミアム商品券の発行（駅名
改称記念）

25,00052 商工観光課 1070300 市街地活性化対策費 プレミアム付きたつのこ商品券事業
市内の小売店・飲食店等において共通して使用できるプレミ
アム付き商品券を発行することにより、地域の消費喚起、地
域経済の活性化を図ります。

信用保証料補給金、展示会出展
補助、中小企業相談室の設置

16,78453 商工観光課 1070200 商工事務費 既存企業の支援
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。

25,000 25,000

25,250 25,150
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事業内容
計画登載額

（千円）
予算要求額

（千円）
予算案
（千円）

令和2年度当初予算案

No. 課等名 事業コード 予算事業名 事業名 事業概要･目的

創業促進事業補助金の交付、創
業支援事業（Match-hako運営
等）

16,47754 商工観光課 1070500 創業支援事業 起業・創業の支援
地域における創業の促進を目的とした「創業支援事業計画」
に基づく、創業スクールの開催や創業時の補助金などにより
創業を支援します。

15,453 14,125

55 商工観光課 1024100 ふるさと龍ケ崎応援事業
ふるさと龍ケ崎応援寄附制度を活用した
魅力の発信

ふるさと納税ポータルサイトの追加など、周知体制を作り、ま
ちの活性化と認知度向上、さらには事業展開のための財源
確保を図ります。

27,456 14,341
ふるさとチョイス・ふるナビへの
納税プロモーション業務委託

27,500

5,826 6,082
ブランド支援事業、農産物加工
の推進

6,09256 農業政策課 1061200 龍ケ崎ブランド育成事業 龍ケ崎ブランド育成事業（農産物）
ブランド農産物の認証や周知PR、市内産農産物加工の推進
に取り組み、市農産品の認知度向上とイメージアップ及び農
業の活性化を図ります。

15,448 15,353
たつのこ産直市場の運営、出張
販売

17,80257 農業政策課 1061000 たつのこ産直市場管理運営費 直売所の充実
市産農産物等を提供する直売の場の充実を図り、市民の地
産地消を促進します。

10,000 10,000農機具等の購入費補助 10,00058 農業政策課 1061800 生産調整推進対策事業 龍ケ崎市飼料用米生産拡大支援事業
飼料用米の作付面積拡大や飼料用米栽培方法の改善等に
取り組む農業者に対して、本市独自の支援制度を新たに構
築し、農業用機械等の導入に関する経済的支援を行います。

畑作農業ステップアップ補助金、
新規就農者経営支援補助金

9,80059 農業政策課
1060600
1061100

農業振興事業
農業経営基盤強化促進対策事業

新規就農・担い手支援
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。

家庭用燃料電池システム（エネ
ファーム）・定置用リチウムイオ
ン蓄電システム設置補助

5,00060 環境対策課 1042000 環境行政推進費
龍ケ崎市自立・分散型エネルギー設備
促進事業

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。

9,800 9,800

牛久沼の持続可能な水質浄化
を目的とした二枚貝類の増殖実
証研究、その他調査研究

2,82761 環境対策課 1042500 公害対策費 牛久沼の水質浄化促進対策事業
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。

5,000 5,000

2,545 2,545

62 環境対策課 1043000 ごみ減量促進費 地域リサイクル事業の充実
限りある資源を効率的に使い、再利用・再生利用を行って循
環させながら利用していく社会（循環型社会）の構築に向け、
地域リサイクル事業の充実を図ります。

63 環境対策課 1043000 ごみ減量促進費 生ごみ減量の推進
ごみの中でも多くの割合を占める家庭ごみの減量化を図り、
持続可能な社会を目指すため、生ごみの減量化を図ります。

12,374 12,374
廃棄物減量等推進審議会、サン
デーリサイクル、資源物回収助
成金

1,509 1,509
生ごみ処理容器補助金、ごみ減
らし隊、廃棄物減量等推進審議
会、ごみ質分析

1,509

12,792

6,111 7,511
事務所所有型企業立地奨励金、
事務所賃借型企業立地奨励金、
工場増設型企業立地奨励金

33,66064 企業立地推進課 1070600 企業立地促進費 既存企業の支援
企業立地促進奨励金の交付を通じて、市内に立地する企業
を支援します。

39,500 45,000若者・子育て世代住宅補助金 40,00065 都市計画課 1024600 定住促進事業 若者・子育て世代の住み替え支援
市内で初めて住宅を取得し、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。

地区決定 3,07266 都市計画課 1082800 都市計画事務費 つくばの里工業団地拡張事業
地域経済の活性化や雇用創出等を目的に、つくばの里工業
団地周辺に工場等が立地可能となる用地を創出し、企業立
地の促進を図ります。

3,05067 都市計画課 1080700 住宅・建築物耐震改修促進事業 住宅・建築物耐震改修促進事業

自己居住用木造住宅の耐震診断費用、耐震改修計画費用及
び耐震改修費用の助成を行い、木造住宅の耐震化の促進、
大規模地震の人的被害削減及び経済的負担軽減を図りま
す。

3,072 3,072

2,850 2,850
木造住宅耐震診断費等の助成、
耐震シェルター補助
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68 都市計画課 1082800 都市計画事務費 都市計画基礎調査の実施
本市の土地利用や建築物、市街化整備等についての調査を
行い、今後の都市政策の企画立案や運用への活用を図りま
す。

8,250 8,250都市計画基礎調査の実施 8,250

市営住宅管理の一部業務委託 4,53969 都市施設課 1083800 市営住宅管理費 市営住宅管理業務委託
市営住宅の管理に係る事務の一部を業務委託することで、
サービスの向上を図ります。

電子黒板等のICT機器の導入、
ICT支援員の配置

67,21470 教育総務課
1102800
1103600

小学校教育振興費
中学校教育振興費

ICT教育の推進
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。

4,334 4,334

68,284 67,214

実用英語技能検定料の補助 1,274 1,274
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。

71 教育総務課 1103600 中学校教育振興費 外国語教育の推進 1,274

23,562
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。

72 教育総務課 1102700 小学校管理費 小中学校の適正規模適正配置の推進

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。

73 教育総務課
1103000
1103800

要保護・準要保護児童就学奨励費
要保護・準要保護生徒就学奨励費

就学援助の支給

23,562スクールバスの運行 23,932

54,054就学援助（費用・現物）の支給 30,004 54,054

74 文化･生涯学習課 1105100 文化財保護費 市民遺産の認定

75 文化･生涯学習課 1034400 放課後児童健全育成事業 学童保育ルームの充実

1,262市民遺産等説明板の設置(3基) 1,293 1,262
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。

76 文化･生涯学習課 1104800 子どもの居場所づくり事業 子どもの交流・活動拠点の充実
たつのこ山管理棟の施設を利用して、サポーターやボラン
ティアの見守りにより、子どもたちの自由な発想を育む空間を
提供します。

198,155学童保育ルームの運営 225,759 219,021
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。

2,128 1,019 1,660
たつのこ山管理棟での子どもの
交流・活動事業

5,974 5,974
魅力ある学校づくり推進事業、
みんなで考える特色ある学校づ
くり事業の実施

77 指導課 1101900 子どもが主役！魅力ある学校づくり推進事業
魅力ある学校づくり推進事業（地域との
交流事業の推進・シティズンシップ教育
の推進）

各小中学校で、地域の特色を活かした交流事業や市の将来
を考える学習を充実させ、児童生徒の「生きる力」を育成し、
シビックプライドやまちづくりへの関心、市政への参画意識を
醸成します。

56,612
ALTによる外国語指導、英語教
育スーパーバイザーの指導助言

78 指導課 1101500 語学指導事業 外国語教育の充実
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。

7,774

59,463 56,612

教育支援委員会の開催、特別支
援教育支援員の配置

79 指導課 1101400 障がい児教育支援費 インクルーシブ教育の推進

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

66,234 56,600 56,600

80 学校給食センター 1106800 学校給食運営費 多子世帯支援
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。

12,569 12,568 12,568学校給食費負担金の免除
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