
■ UIJ ターン等雇用の促進
合同就職面接会事業･･････････････ 30 万円
UIJ ターン就業定住助成事業 ･･･････ 420 万円

■女性が社会に参加しやすい環境づくり
人材育成研修事業････････････････ 37 万円
男女共同参画事業････････････････ 134 万円

■女性創業支援スクールの開設
創業支援事業････････････････････ 33 万円

Ⅰ . こどもの元気な成長プロジェクト

第 11 次市勢発展長期計画増補版の主要事業を紹介します

平成 30 年度 真岡市当初予算概要・主要事業特集

平成 30 年 4 月号（4）（5）広報もおか

■学力を県内トップレベルへ引き上げる取組
総合学力調査事業････････････････ 861 万円
教員研修事業････････････････････ 175 万円
学校図書館専任司書配置事業･･････ 998 万円

■ ICT（情報通信技術）を活用した学校教育の推進
学校ネットワーク構築事業････････  1,188 万円
情報教育推進事業････････････････  1 億 3,142 万円

■小学校低学年での英語授業など英語教育の充実
イングリッシュ・サマーキャンプ事業 ････ 50 万円
英語指導助手配置事業････････････  5,080 万円
小学校外国語活動支援員配置事業 ･･･ 622 万円

■もおか次世代ﾘｰﾀﾞー 育成事業（高校生の海外留学支援）
中学生リーダー育成事業･･････････ 14 万円
高校生等海外留学支援事業 ･････････ 66 万円

Ⅱ . 若い世代・子育て応援プロジェクト

保育士の離職防止と人材確保を目的とした保育士補助
者を雇用する事業者に対する支援や、市内保育園等に
就職を希望する保育士等を目指す学生に対し、月額 3
万円を 2 年間、支援します。

■芳賀日赤との連携強化による地域医療の充実
芳賀赤十字病院施設整備費補助事業･･･  3 億 1,250 万円
芳賀赤十字病院運営費補助事業 ･･･ 7,280 万円
急患センター整備事業････････････ 1 億 3,045 万円

■ ICT（情報通信技術）を活用した地域見守り体制の構築
緊急通報システム整備事業････････  2,694 万円

■広域連携による移動手段・公共交通ﾈｯﾄﾜｰｸの確保
地域公共交通事業････････････････ 6,189 万円

■障害者優先調達の推進による障がい者の自立支援
優先調達庁内一括購入事業 ････････ 170 万円

■障がい者のための地域生活拠点等の整備
障がい者相談支援事業････････････ 2,563 万円
地域活動支援センター運営事業 ･･･ 1,973 万円
障がい者緊急時短期入所事業･･････ 32 万円

  平成 30 年度の予算の特徴は？

Ⅲ.いつまでも安心な暮らしの実現プロジェクト

■まちなか子育て支援施設の整備
新庁舎周辺整備推進事業･･････････ 792 万円

■病児・病後児保育の充実
病児保育施設整備事業････････････ 1,800 万円
病児・病後児保育事業 ････････････ 1,289 万円
安心して仕事と子育ての両立ができ
るように、すでに運営されている病
児・病後児保育に加え、新たに、市
内で病児保育施設を整備する事業者
に対し、支援を行います。

新病院の開院に向けて建設を進めて
いる芳賀赤十字病院に対して、施
設整備および運営補助を行うととも
に、市民が夜間や休日の急病に対し
て安心して受診できるよう、本市単
独の急患センターを芳賀赤十字病院
の移転新築に併せて同病院の敷地内
に整備します。

まちなか子育て支援機能を含め、中心市街地の賑わい
を創出するため、観る・遊ぶ・学ぶなどの複合機能を
有する施設整備に向けた基本構想を策定し、民間の資
金やノウハウ等の活用を念頭に、
子どもからお年寄りまで幅広い
世代の市民が利用できる交流拠
点施設の整備を推進します。 

▲市街地遠景

■ローカルベンチャー企業創出支援
創業支援事業････････････････････ 33 万円
新製品開発・販路開拓支援事業 ･･･ 150 万円
■空き店舗再活用事業
まちなか新設出店にぎわい創出支援事業 ･･ 192 万円
チャレンジショップ支援事業･･････ 180 万円

■中心市街地のリノベーションの推進
中心市街地リノベーション現況調査事業 ･･ 475 万円
■まちのステーション整備の推進
新庁舎周辺整備推進事業･･････････ 792 万円

■ＤＣ（ﾃ ｽ゙ﾃｨﾈｰｼｮﾝｷｬﾝﾍﾟー ﾝ）を契機とした観光振興
ＤＣ推進事業（真岡市観光協会補助金）･･ 150 万円

■廃校施設等を活用した地域活性化の取組
公共施設等総合管理計画推進事業 ･･ 185 万円
廃校利用検討事業････････････････ 580 万円

■各種地域資源をつないだ「真岡ブランド」づくり
全国いちごサミット推進事業･･････ 1,793 万円
いちごの愛称看板設置事業････････ 133 万円

■スポーツによるもおか創生の推進
スポーツ推進計画策定事業････････ 300 万円
総合運動公園整備事業････････････ 3 億 3,484 万円

■コミュニティＦＭ整備事業
コミュニティＦＭ整備事業････････ 301 万円

■園芸立国もおかの推進
日本一いちごの産地強化事業･･････ 1,226 万円
園芸作物生産施設整備支援事業 ･･･ 360 万円
露地野菜生産拡大支援事業････････ 126 万円
■全国いちごサミットの開催
全国いちごサミット推進事業･･････ 1,793 万円

■チャレンジファーム事業
新規就農者家賃支援事業･･････････ 72 万円
親元就農者支援事業･･････････････ 300 万円

■真岡式グリーンツーリズム
グリーンツーリズム推進事業･･････ 10 万円
■産業団地の新規造成による企業誘致の推進
新産業団地整備事業･･････････････ 5,061 万円

 Ⅴ .まちの活力再生・魅力創出プロジェクト
Ⅳ . とちぎをリードする産業プロジェクト

その他の主要事業
庁舎建設事業････････････････････ 5 億 8,586 万円
保育士対策事業･･････････････････ 5,085 万円

開局に向けて、アンテナおよびスタジ
オ機器等の設計業務を実施します。

企業誘致による雇用の創出や、企
業からのニーズに応えるため、北
関東自動車道、国道 408 号鬼怒
テクノ通りなど、北関東の交通の
要衝としてのメリットを最大限発
揮できる、製造と物流の拠点を兼
ね備えた新たな産業団地整備に向
けて、測量業務や権利調査業務を
実施するとともに、候補地への地
元説明会を行います。

▲第 5 工業団地

市民、地域、行政などが連携し、共に支
えあう取組を推進するため、障害者総合
支援法に基づくサービスの充実を図ると
ともに、介護者が入院等で不在となった
場合などの一時的な預かりを行うために、
新たに、緊急時短期入所事業に取り組み
ます。

平成 31 年度の開催に向け、基本構
想の策定や主要産地を表敬訪問し、
参加を呼びかけるとともに、実行委
員会において、開催内容の検討やプ
レ・サミットの開催、各種イベント
での PR など、全国に向けて情報を
発信し、機運の醸成を図ります。

昨年度のいちご
フェスタの様子

▲

平成 28 年度からの 3 カ年の継続
事業として北ブロックの整備を
実施してきましたが、平成 30 年
度は、その最終年度として、屋
外トイレ整備、駐車場整備、乗
り物エリア整備などを実施する
とともに、南ブロックの整備に
向けて基本設計を実施します。▲陸上競技場

国際社会に対応できる人材の
育成を図るため、小学校の英
語活動支援員による指導を拡充するとともに、平成 32
年度からの英語の教科化を見据えて英語指導力向上専
門員を配置します。

ふるさと真岡を愛し、本市の未来を
担う次世代のリーダーを育成するた
め、中学生の段階からその資質・能
力の向上を図るための研修会を実施
するとともに、高校生等海外留学支
援事業として、海外留学にチャレン
ジする高校生等に対して支援を行う
ことで、国際的な視野と豊かな語学
力を身に付けるグローバルな人材の
育成を推進します。

新規就農者家賃支援事業については、
貸家に居住している新規就農者に対
し、家賃の一部を補助することで、地
域農業の振興と移住促進を図っていき
ます。また、経営意欲の向上と後継者
の円滑な就農を支援するため、親元就
農者支援事業により、農業施設や機械
等の初期費用の一部を補助します。


