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平成２８年度の主要事業概要

１）地域活性化につながる事業の推進

≪定住化促進住宅補助事業≫

良質な新築住宅の取得や中古住宅のリノベーションに対する補助、シニア

世代の持ち家を活かした子育て世代への家賃補助等を行い、子育て世代や市

内就業者等の定住化を促進し、あわせて魅力ある住環境の整備を図ります。

【新規】定住化促進住宅補助事業 50,350 千円［都市計画課］P.141

≪都市計画事業≫

均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与するため、都市の健全な発展と秩

序ある市街地形成を図ります。

【継続】桑原周辺地区新市街地整備事業 24,711 千円［都市計画課］P.124

国道 6 号線と全線開通した都市計画道路 3・4・3 号線が交差する

桑原周辺地区について、大規模な商業・業務施設を核とした新市街

地として、新たな活力・雇用創出や若者世代の定住を促進するため、

地区の特性や地元の意向を踏まえた事業計画の概略案の策定など、

関係権利者の支援を進めます。

≪コミュニティバス車両更新事業≫

平成 28 年度から新たに導入する小堀循環ルートと、現行の天然ガス仕様の

車両が老朽化していることから、東南部ルートの車両を入替するため、ディ

ーゼル燃料仕様のノンステップ車両 2台の新規リースを行います。利用者の

安全を確保するとともに、バリアフリー化や乗車定員の増員（25 人から 31 人）

により、利便性の向上を図ります。

【継続】コミュニティバス使用料 3,078 千円［都市計画課］P.124

≪産業活動支援事業≫

【継続】空き店舗活用事業 3,200 千円［産業振興課］P.112

中小商業者振興及び商店街の活性化を図るため、空き店舗を活用

して事業を行う出店者に対し、家賃もしくは店舗改修費の補助を行

います。

※担当課名の右側に、予算説明書

の該当ページを表示しています。
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【継続】産業活動支援条例に基づく奨励金事業 68,131 千円

［産業振興課］P.112

地域経済の発展に寄与する市内企業の積極的な事業拡大に対し、

産業活動支援条例に基づき、設備投資に対する施設奨励金及び市民

の新規雇用に対する雇用促進奨励金を交付し、地域経済の活性化を

図ります。

【継続】産業振興チャレンジ支援事業 1,100 千円［産業振興課］P.112

創業支援事業のプログラムで企業家カードを受け取った企業家に

対し、市内の指定店舗（応援企業）だけで使用可能なクーポン券を

補助することで、起業の促進と市内産業の活性化を図ります。

２）市民の健康増進事業

≪検診・予防接種≫

【新規】歯周疾患検診事業 3,010 千円［保健センター］P.93

歯を失う大きな原因となっている歯周疾患の予防と早期発見を推

進し、生涯にわたって歯・口腔の健康を保ち、健康で質の高い生活

が送れるよう、歯周疾患検診を実施します。

【新規】B型肝炎予防接種事業 13,258 千円［保健センター］P.88

B 型肝炎の発生及び蔓延を予防し、免疫水準を維持するために、予

防接種の接種機会を安定的に確保します。

≪施設整備事業≫

【新規】藤代スポーツセンターテニスコート整備事業 33,653 千円

［スポーツ生涯学習課］P.175

藤代スポーツセンター内の人工芝テニスコート4面を改修するとと

もに、屋根付き休憩所とベンチを併設して整備し、利用者の環境向上

や健康の維持・増進を図ります。

【新規】ヘルスロード案内看板整備事業 3,019 千円［健康づくり推進課］P.52

県より指定を受けたヘルスロード及び全線開通した都市計画道路

3・4・3号線沿いに案内看板を設置し、健康の維持や増進に有効なウ

オーキングコースとして、積極的に活用を図ります。

【新規】公園施設長寿命化修繕計画策定業事業 13,014 千円

[水とみどりの課］P.135

公園施設の安全性の向上及び効率的維持管理を行うために長寿命

化計画を策定します。
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【継続】健康遊具設置工事 4,800 千円［高齢福祉課］P.69

高齢化社会における市民の健康維持・増進のため、健康遊具を設

置します。健康遊具の設置にあたっては、近隣住民の要望等を取り

入れながら、設置する場所・器具の選定を行っていきます。

【継続】取手グリーンスポーツセンター設備改修事業 20,400 千円

［スポーツ生涯学習課］P.174

取手グリーンスポーツセンターは、オープン後 25 年が経過してい

ることから、年次的に修繕、設備の更新を行い、市民の健康増進に

寄与します。

≪健康づくり推進事業≫

【継続】ウェルネスプラザ管理運営に要する経費 134,742 千円

［健康づくり推進課］P.54

健康や育児等に関する相談機能や、健診機能、運動・リハビリ機

能などに加え、多世代の人々が交流可能な多目的ホールなどを備え

たウェルネスプラザの管理運営を行います。

【継続】健康づくり推進事業 2,970 千円［健康づくり推進課］P.52

市民の健康づくりを推進するために、健康に関するイベントや講

演会を実施するとともに、研修会への参加や先進市を視察します。

また、健康づくりの推進のために企画を立案し、関係各署と連携し

て健康づくりの機運を高めます。

≪医療関連事業≫

【継続】公的病院等運営費補助金 161,000 千円［保健センター］P.88

市民の健康を守り、医療環境の確保・充実を図るため、JA とりで

総合医療センター及び取手北相馬保健医療センター医師会病院に運

営費を補助します。

３）子育て支援の充実

≪施設整備≫

【新規】（仮称）吉田・舟山保育所及び支援センター整備事業 21,216 千円

［子育て支援課］P.82

吉田保育所・舟山保育所とあわせ、東部地域子育て支援センター

の機能を含めた複合施設の整備に着手し、子どもたちの安全安心な

保育環境の更なる充実や子育てしやすい環境の整備を図ります。

平成 28 年度は、基本設計と敷地測量を行います。
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≪育児相談事業≫

【新規】子育てコーディネーター・保育コンシェルジュ事業 9,087 千円

［子育て支援課］P.72

子育て中の親やこれから出産を迎える方に、幼稚園・保育所等の

教育・保育施設や地域の子育てサービス等が円滑に利用できるよう、

子育て支援センター等の身近な場所で情報の提供を行います。また、

必要に応じて相談や助言を行うとともに、適切な専門機関に連絡調

整を行いながら総合的な子育て支援を行います。

【継続】こんにちは赤ちゃん事業 4,533 千円［保健センター］P.90

生後 4 か月までの乳児がいる全ての家庭を対象に訪問し、疾病等

の早期発見や保護者の育児不安の軽減を図り、乳幼児の健全な発育

を支援します。

≪医療福祉費助成事業≫

【継続】ぬくもり医療支援事業 77,400 千円［国保年金課］P.70

乳児や小児の通院、入院時の医療費について助成を行い、医療費

に係る保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援の充実を図ります。

なお、平成 26 年 10 月より助成対象を中学 3 年生まで拡大していま

す。

≪母子健康教育事業≫

【継続】市立藤代幼稚園預かり保育事業［学務給食課］P.161

平成 27 年度より藤代幼稚園で月曜日から金曜日（幼稚園休業日を

除く）の午後 2時から 4 時まで預かり保育を行い、子育て支援の充

実を図っています。

【継続】１歳児歯みがき教室 309 千円［保健センター］P.92

1 歳の誕生日を迎える子とその親を対象に、一生使う歯の大切さや

虫歯にならないための知識・技術を身につける教室を実施し、子ど

もの歯の健康づくりに取組みます。

【継続】BP プログラム事業 304 千円［保健センター］P.92

0 歳児を初めて育てる母親を対象に、「少し先を見通した子育ての

知識」や、親の役割・育児スキルを参加者同士で学びあう場を提供

し、同じ立場の母親同士の仲間づくりや、育児不安を抱える母親の

不安を軽減させ、母子ともに健全な成長を図ります。

【継続】放課後児童対策事業 125,530 千円［スポーツ生涯学習課］P.167

市内の小学校に通う全児童を対象として、学校施設等を利用して、

遊びや体験学習などで自主的に過ごせる場所を設け、子どもの健全
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育成を図ります。

≪子育て支援センター運営事業≫

【継続】子育て支援センター運営事業 16,331 千円［子育て支援課］P.82

幼稚園就園前や、保育園に入所しておらず家庭で子育てをしてい

る保護者の情報交換や交流の場として、また、子育ての悩みの相談

の場として、白山・戸頭・藤代・東部地域子育て支援センターの運

営を行います。

４）中心市街地の整備による活性化

≪藤代駅北口駅前広場施設整備事業≫

藤代駅北口について、通勤通学者の送迎者の混雑解消や歩行者の安全確保

等が課題となっていることから、藤代駅利用者の利便性向上も含め、駅自由

通路への動線改善のため、階段の増設を行い交通結節機能の充実を図ります。

【新規】藤代駅北口駅前広場施設整備事業 17,749 千円

［中心市街地整備課］P.129

駅前広場から自由通路への階段増設及び既設交通広場改修の設計

を行います。

≪取手駅北土地区画整理事業≫

取手駅の西口駅前地区として、多様な都市機能の集積と土地の高度利用の

促進を図るために、土地区画整理事業に基づき、都市基盤の整備を進めます。

【継続】取手駅北土地区画整理事業 734,936 千円［区画整理課］P.183

西部地区造成工事や地盤改良工事、雨水バイパス管敷設工事、物

件移転等補償業務等を行います。

≪取手駅北地区建築物整備事業≫

中心市街地としての取手駅周辺地区にふさわしい都市機能の集積と市街地

整備の事業効果の早期発現化のため、Ａ街区の土地利用について、取手駅北

土地利用構想にも基づいた土地利用計画及び施設計画の策定を図ります。

【継続】取手駅北地区建築物整備事業 10,296 千円［中心市街地整備課］P.184

５）安全安心のまちづくり事業

≪通学路整備事業≫

小中学生の通学路において歩道整備等を行い、安全な通学環境の確保を図
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ります。

【新規】井野前土井通学路整備事業 26,602 千円［道路建設課］P.121

児童・生徒の安全を守るために、通学路にカラー舗装や路面標示

などの安全対策を行うとともに、変則的な交差点の改良を行います。

【新規】米ノ井入口通学路整備事業 19,310 千円［道路建設課］P.121

【新規】本郷四丁目通学路整備事業 16,244 千円［道路建設課］P.121

【継続】下高井田向通学路整備事業 11,891 千円［道路建設課］P.121

【継続】井野下沼通学路整備事業 10,530 千円［道路建設課］P.121

児童・生徒の安全を守るために、通学路にカラー舗装や路面標示

などの安全対策を行います。

【新規】下高井官上木通学路整備事業 13,540 千円［道路建設課］P.121

【新規】山王通学路整備事業 44,263 千円［道路建設課］P.121

児童・生徒の安全を守るために、通学路に歩道を整備します。

≪市道改良事業≫

市道の改良工事を行い、居住環境の整備向上を図ります。

【継続】西一・二丁目道路整備事業 71,461 千円［道路建設課］P.118

舗装の老朽化等により振動や騒音が生じている箇所について道路

維持工事を行います。

【継続】下高井馬場道路改良事業 （109,668 千円）［道路建設課］P.119

【継続】井野台四丁目道路改良事業 （56,200 千円）［道路建設課］P.119

幅員が狭い当該路線の安全を確保するため道路改良工事を行いま

す。

【新規】山王上曽根道路改良事業 （10,088 千円）［道路建設課］P.119

地盤が軟弱で、舗装の損傷が激しい箇所について、道路改良工事

に伴う調査設計を行います。

【継続】双葉道路改良事業 （50,000 千円）［道路建設課］P.119

茨城県警より「ゾーン 30」の区域指定を受けている双葉地区に、

注意喚起を促す路面標示や歩道の整備など安全対策工事を行います。

【継続】清水道路改良事業 （51,182 千円）［道路建設課］P.119

幹線道路であるが、幅員が狭く歩道が確保されていないため歩道

整備を含めた道路改良工事を行います。

≪橋梁架替事業≫

【継続】北浦川谷中第 5号橋（仮称）相橋架替負担金 25,500 千円

［管理課］P.116

県が実施している北浦川改修に合わせ、市道である橋梁の架替が
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必要になることから、負担割合に応じた負担を行い、住環境の向上

を図ります。

≪雨水排水対策事業≫

排水路や排水機場の整備・改修等を行い、雨水による浸水被害の解消や居

住環境の向上を図ります。

【新規】駒場一丁目雨水排水整備事業 17,525 千円［排水対策課］P.130

駒場一丁目の冠水被害緩和のため、管渠整備を行います。

【新規】藤代横町雨水排水整備事業 12,399 千円［排水対策課］P.130

藤代横町の冠水被害緩和のため、排水工事に伴う詳細設計を行い

ます。

【継続】青柳地区雨水排水整備事業 76,000 千円［排水対策課］P.130

青柳地区の冠水被害緩和のため、管渠整備を行います。

【継続】野々井地区雨水排水整備事業 34,946 千円［排水対策課］P.130

野々井地区旧県道部の冠水被害緩和のため、U字溝の整備を行いま

す。

【継続】藤代地区雨水排水整備事業 19,361 千円［排水対策課］P.130

小林住宅地区の冠水被害緩和のため、U字溝の整備を行います。

【継続】野々井大門地区雨水排水整備事業 35,071 千円［排水対策課］P.130

野々井大門地区の冠水被害緩和のため、管渠整備を行います。

【継続】古戸排水機場改修事業 105,214 千円［排水対策課］P.130

古戸排水機場の排水ポンプ更新を行います。

【新規】排水ポンプ車の購入 46,811 千円［排水対策課］P.130

市内の冠水被害を軽減するために、迅速に対応できる排水ポンプ

車を購入します。

≪公共施設整備事業≫

公共施設の老朽化等に対応するための改修工事等を行い、市民が安心して

利用できる施設環境の整備を図ります。

【新規】かたらいの郷エアコン改修事業 55,000 千円［高齢福祉課］P.66

平成 8年の開設から 20 年が経過し、老朽化が著しいため、かたら

いの郷のエアコンの全面改修を実施します。

【新規】さくら荘エアコン改修事業 49,583 千円［高齢福祉課］P.67

さくら荘のエアコン設備は、前回の更新から 16 年・19 年が経過し

ており、平成 27 年度中には故障も発生していることから、全面改修

を実施します。
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【新規】ふれあいの郷エレベーター改修事業 2,800 千円［高齢福祉課］P.67

老朽化したふれあいの郷のエレベータの改修に向け、設計業務の

委託を行います。

【新規】大利根住宅外壁･屋根改修備事業 7,084 千円［管理課］P.140

大利根住宅の外壁塗装や屋根防水工事を行うための実施設計を行

います。

【新規】藤代公民館耐震補強・大規模改造工事 434,600 千円[公民館]P.168

開館後 35 年が経過し、老朽化が著しい藤代公民館の大規模改修工

事を行います。また、利用者の安全安心な環境を整備し提供するた

め、耐震補強工事並びに、エレベーターの設置を行います。

【継続】市民会館改修工事 273,953 千円［文化芸術課］P.166

市民会館の施設・設備の老朽化に対応するため、年次計画の基に

修繕、更新を行っています。平成 28 年度は空調改修、ロビー・トイ

レの改修、舞台吊物機構の改修工事等を行い、適切な維持管理に努

めます。

≪橋梁定期点検≫

【継続】橋梁定期点検 12,223 千円［管理課］P.117

今後、橋梁等が老朽化していくことを踏まえ、道路法施行規則の

一部改正により、5年に 1回の頻度で近接目視による点検の実施が基

本となったことから、国が定める統一的な基準に基づく点検を実施

します。

≪小中学校整備事業≫

小学校施設の大規模改造工事や耐震補強・大規模改造工事の実施設計、中

学校の空調設備設置工事を行うことにより、児童・生徒が安全で快適な学校

生活が送れる教育環境の整備を図ります。

【新規】高井小校舎・体育館大規模改造工事 371,100 千円［教育総務課］P.155

児童の教育環境の向上を図るため、小学校の校舎・体育館大規模

改造工事を行います。

【新規】山王小校舎大規模改造・体育館耐震補強大規模改造工事実施設計

12,000 千円［教育総務課］P.156

【新規】六郷小校舎・体育館耐震補強大規模改造工事実施設計

25,000 千円［教育総務課］P.156

【新規】久賀小校舎耐震補強大規模改造・体育館大規模改造工事実施設計

33,000 千円［教育総務課］P.156
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児童の教育環境の向上を図るため、小学校校舎及び体育館の耐震

補強大規模改造工事の実施設計を行います。

【新規】中学校空調設備設置工事 380,000 千円［教育総務課］P.160

生徒の教育環境の向上を図るため、中学校で空調設備設置工事を

行います。

【新規】給食センター熱風消毒保管庫購入 32,886 千円［学務給食課］P.176

給食センター調理場の安全・衛生管理の保全のため、熱風消毒保管

庫の更新を行います。

≪防災士育成事業≫

地域の防災力向上のために活動し、市の防災事業に貢献する防災士を育成

するため、防災士の資格取得に要した経費に対して、補助金を交付します。

【新規】防災士育成補助事業 800 千円[安全安心対策課]P.36

≪コンビニエンスストアＡＥＤ設置事業≫

24 時間営業のコンビニエンスストアにＡＥＤ（自動体外式除細動器）を設

置し、緊急事態発生時に救急隊が到着するまでに救命処置が行える体制を整

備することにより、市民生活の安全安心に寄与します。

【新規】自動体外式除細動器リース 1,633 千円［消防本部・警防課］P.142

≪梯子車の更新≫

取手消防署に配備されている梯子車は、平成 4年の初度登録から 23 年以上

経過し老朽化が著しいことから新たに車両を購入し、市民の安全を確保する

ため緊急時の対応に備えます。

【新規】梯子車の購入 214,006 千円［消防本部・警防課］P.146

≪消防本部設備改修≫

救命講習会や各種会議の会場となる消防本部は、女性用トイレが少なく、

設備も老朽化が著しいため、女性用トイレの増設などトイレ設備について改

修工事を行い、来所者の利便性の向上を図ります。

【新規】消防本部トイレ改修工事 7,155 千円［消防本部・総務課］P.143

≪消防団活動の充実≫

市民の安全を確保するため、消防団に配備されている車両の更新を行いま

す。平成 28 年度は、第 18 分団（本郷地区）・第 25 分団（井野台、井野及び

中原町地区）の 2台を予定しています。

【継続】小型ポンプ積載車の購入 17,820 千円［消防本部・警防課］P.145
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第 11 分団（上高井、貝塚地区）、第 17 分団（駒場、新取手、大山、小山、

茨株、寺田地区）の消防団車庫は築 32 年を経過しており老朽化が著しいため

改築し、地域住民の安全安心を守る消防団活動の充実を図ります。

【新規】消防団車庫改築工事 4,400 千円［消防本部・総務課］P.145

≪防犯ステーション運営事業≫

茨城県警及び地元ボランティアとの協力連携のもと、警察官経験者による

立ち番や防犯パトロール隊の拠点となる防犯ステーションを運営し、市民の

安全・安心を確保します。

【継続】防犯ステーション運営事業 6,728 千円［安全安心対策課］P.20

≪空き家等の適正管理事業≫

近年市内において増加している空き家等について、管理不全な状態で放置

されることのないよう、現場把握、調査、所有者への依頼等を継続して実施

します。

【継続】空き家等の適正管理事業 1,079 千円［安全安心対策課］P.20

≪災害時用備蓄食糧等購入事業≫

非常用食糧や避難所用備蓄品等を年次計画により整備し、災害発生時の市

民生活の安全・安心の確保に備えます。

【継続】災害時用備蓄食糧等購入 7,116 千円［安全安心対策課］P.35

≪放射能対策事業≫

平成 28 年度は前年度に引き続き除染が完了した施設について、事後のモニ

タリングを継続して行います。

また、市立小中学校の給食食材及び完成品、一般家庭の食材について放射能

検査を行います。

【継続】放射能対策事業 24,974 千円［環境対策課］P.99

≪被災者支援事業≫

東日本大震災により、住居等の建物が半壊以上の被災を受けた市民を対象

に、災害援護資金貸付、被災住宅復興支援利子補給補助を行い、被災住宅復

旧や生活再建のための一助とします。

【継続】災害援護資金貸付金 2,500 千円［社会福祉課］P.36

【継続】被災住宅復興支援利子補給補助金 776 千円［社会福祉課］P.36

≪避難者支援事業≫

東日本大震災または原発事故による避難者に対して、生活基盤確保のため、
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市が民間住宅を借上げ、応急仮設住宅として避難者に貸与します。

【継続】応急住宅借上料 16,924 千円［社会福祉課］P.36

≪給食食材放射性物質検査≫

給食の安全・安心を確保することを目的とし、児童・生徒に提供する給食

食材の安全性を確認するため、市内保育所及び小・中学校の給食食材の放射

性物質検査を実施します。

【継続】保育所給食食材検査 146 千円［子育て支援課］P.37

【継続】小・中学校給食食材検査 196 千円［学務給食課］P.37

６）その他の事業

・50 人乗りバス購入

【新規】50 人乗りバス購入 34,000 千円［管財課］P.27

市有 50 人乗りバスは、平成 4年 6 月の初年度登録から 23 年以上

が経過し、総走行距離も 49 万キロを経過して老朽化が進み、修繕に

要する費用も増加傾向にあることから、新たに 50 人乗りのバスを購

入します。

・公共施設マネジメント推進事業

【継続】公共施設マネジメント実施計画策定事業 3,696 千円

［公共施設整備課］P.28

公共施設等総合管理計画に基づき、対象施設のライフサイクルコ

ストや需要予測等の積算、施設のモデルプラン（単独運用・統廃合・

複合化）の策定とプラン毎のメリット・デメリット比較等を行い、

これらを基に本計画の第 1期行動計画の策定に着手します。

・個人番号カード交付等に係る事務

【継続】個人番号カード交付等に係る事務 25,252 千円［市民課］P.45

各機関において分散管理されている個人情報をつなぐ役目と、国

や地方公共団体等における情報連携等のメリットのため開始された

個人番号制度について、当該制度に係る個人番号カードの交付等事

務を行います。

・コンビニ諸証明交付事業

【新規】コンビニ諸証明交付事業 9,839 千円［市民課・課税課］P.46

個人番号カードを持っていれば、特段の手続きなしで全国約
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45,000 店舗のコンビニエンスストアでの住民票・印鑑証明・課税証

明・所得証明の発行が可能となります。諸証明交付の利便性を向上

させるとともに、市役所の混雑緩和を図ります。

・生活困窮者支援事業

【新規】生活困窮者学習支援事業 1,514 千円［社会福祉課］P.55

生活に困窮する世帯の子どもを対象に、安心して学習ができる場

を提供します。学習の遅れだけでなく、相談等を通して学習・生活

意欲の向上を図ります。平成 27 年 4 月 1 日施行の生活困窮者自立支

援法に基づく国 1/2 補助事業。

・認知症高齢者見守り事業

【新規】認知症高齢者見守り事業 1,493 千円［高齢福祉課］P.220

独居や認知症の症状のある高齢者に見守りキーホルダーを配布す

ることにより、徘徊による保護や傷病等により緊急搬送された場合、

キーホルダー番号により個人を特定することが出来るようになり、

迅速な対応を図る事が出来ます。また、夜間・休日の問い合わせに

ついても対応が可能であり、高齢者の安心・安全の確保を図ります。

・臨時福祉給付金事業

【継続】簡素な給付措置及び低所得障害基礎年金等受給者支援給付金事業

104,505 千円［社会福祉課］P.53

低所得者に対し、消費税率引上げ（5→8%）による影響を緩和する

ため、簡素な給付措置（臨時福祉給付金）の支給を引き続き行いま

す。（給付額：3,000 円／１人）

また、併せて、賃金引上げの恩恵が及びにくい低所得の障害基礎

年金及び遺族基礎年金の受給者に対し給付を実施します。

（給付額：30,000 円／１人）

・犬猫対策事業

【継続】動物用迷子ホルダーの配付 127 千円［環境対策課］P.96

愛玩動物が迷子になっても飼い主の元に戻れるよう「迷子札ホル

ダー」を配付し、動物殺処分件数の減少を図ります。

・ふるさと取手応援寄附金推進事業

【継続】ふるさと取手応援基金への寄附に対する御礼品送付 964 千円

［産業振興課］P.113

「ふるさと取手応援寄附金」に一定額以上の寄附をいただいた方
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に対して、御礼品を送付します。この御礼品の送付により「ふるさ

と取手応援寄附金」の魅力化を図るとともに、市内物産品・農産品

及び産業品を幅広くＰＲし、市内産業の振興・活性化を図ります。

・商工業振興助成

【新規】商工会館エレベーター設置事業 32,400 千円［産業振興課］P.110

商工会館のバリアフリーに対応するために、エレベーター設置に

対する補助を行い、安心して利用できる施設環境の整備を図ります。

・教育の充実

【新規】小学校校内ＬＡＮ改修工事 28,900 千円［学務給食課］P.155

児童の教育環境の向上を図るため、小学校の校内無線ＬＡＮの改

修工事を行います。

【継続】教育情報機器整備事業 96,645 千円［学務給食課］P.147

小中学校においてＩＣＴ機器を活用した授業や校務事務を円滑に行

えるよう、教育センターシステムをクラウド化します。

【継続】小学校コンピュータ整備事業 46,941 千円［学務給食課］P.154

小学校パソコン教室においてパソコンの新規リースを行います。

児童１人に１台の可動式情報端末を整備し、学習環境の向上を図り

ます。

【継続】小中連携教育推進事業 1,688 千円［指導課］P.151

中学校生活への適応や学力の向上などを目的とした小中連携・一

貫の取組をモデル学区の研究成果を踏まえて、市内の各中学校区に

おいて推進します。

【継続】各種大会助成金 2,500 千円［スポーツ生涯学習課］P.173

スポーツの振興及び生涯スポーツの振興普及を図るために、世界

大会、全国大会、関東大会に出場する者及び団体へ奨励金を支給し

ます。


