特集 平成 31 年度 真岡市当初予算概要・主要事業
■全国いちごサミットの開催

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

275 万円

コミュニティ FM 開局に向け、無線免
許申請のための事業計画策定および免
許申請を行います。

その他、新規事業および一部新規事業
主要な子育て支援・教育振興施策
公園等施設管理整備事業 ･･････････

6,138 万円

スクールソーシャルワーカー配置事業 ･･

201 万円

特別支援教育支援事業 ････････････

1,618 万円

小中学校施設長寿命化計画策定事業 ･･

5,725 万円

小中学校施設整備事業 ････････････ 6 億 7,525 万円
文化財保護事業 ･･････････････････

6,534 万円

科学教育センター運営事業 ････････

4,959 万円

体育館管理事業 ･･････････････････

5,215 万円

運動場管理事業 ･･････････････････

5,544 万円

医療的ケア児短期入所受入促進事業 ･･

41 万円

低所得者・子育て世帯向けプレミアム付商品券事業･･ 1 億 2,086 万円
地域医療介護総合確保基金事業 ････ 2 億 1,048 万円
保育所等整備事業 ････････････････ 2 億 6,687 万円
未婚の児童扶養手当受給者に
対する臨時・特別給付金事業 ･･
326 万円
予防接種事業 ････････････････････ 3 億 5,055 万円

全国いちごサミット推進事業 ･････ 1 億 1,488 万円
全国の主要生産地の関係者が一堂
に会し、将来のいちご産業につい
て考えるサミットを 2020 年 3 月
に開催します。

新規就農者家賃支援事業 ･････････
親元就農者支援事業 ･････････････

1,440 万円
72 万円
300 万円

■真岡式グリーンツーリズム

80 万円

真岡グリーンツーリズム推進協議会補助事業･･

■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 ･････････････

5,727 万円

新しい産業団地の整備に向け、基本設計業務や地区界測
量業務などを実施します。

新製品開発・販路開拓支援事業 ････
■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

Ⅴ．まちの活力再生・魅力創出プロジェクト
■中心市街地のリノベーションの推進

防災対策事業 ････････････････････

3,192 万円

防犯対策事業 ････････････････････

4,071 万円

新庁舎周辺整備推進事業 ･････････

リサイクルセンター管理事業 ･･････

3,376 万円

市営住宅管理事業 ････････････････

7,089 万円

■ DC（デスティネーションキャンペーン）を契機とした観光振興

市単利用権設定等促進事業 ････････

1,950 万円

500 万円

中心市街地リノベーション基本構想策定事業 ･･
■まちのステーション整備の推進

1,199 万円

真岡市観光協会補助事業 ･････････

1,758 万円

観光案内パンフレット作製事業 ･･･

181 万円
12 万円

もおかフィルムコミッション運営補助事業 ･･

道の駅にのみや尊徳
物産館の建て替えと
臨時駐車場の整備を
行います。

■廃校施設等を活用した地域活性化の取組

1,245 万円
庁舎建設事業 ････････････････････ 51 億 4,015 万円

■各種地域資源をつないだ「真岡ブランド」づくり

シティプロモーション推進事業 ････

2020 年度の開庁に向け
て、免震装置を備えた鉄
筋コンクリート 5 階建て
の庁舎建設工事を進めて
いきます。

総合窓口システム導入事業 ･･･････
新庁舎ネットワーク構築事業 ･･････
（5）広報もおか

702 万円
3,215 万円

■芳賀日赤との連携強化による地域医療の充実

児童・生徒の検定受験に対し補助を行います。

189 万円

廃校利活用事業 ･････････････････

957 万円

全国いちごサミット推進事業 ･････ 1 億 1,488 万円
街路旗製作設置事業 ･････････････

総合学力調査事業 ･･･････････････
学校図書館専任司書配置事業 ･････

Ⅲ．いつまでも安心な暮らしの実現プロジェクト

芳賀赤十字病院運営費補助事業 ･･･
休日夜間急患診療所事業 ･････････

224 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 ･･･････････

2 億 937 万円

総合運動公園南ブロックの野球場および運動広場等の整
備を開始します。事業期間は 4 年間です。

8,875 万円
6,799 万円

芳賀地区急患センター
に代わり、市単独で休
日夜間急患診療所を開
設します。

妊娠出産包括支援事業 ･･･････････

6,516 万円

産後 2 週間健診を行うとともに、病院の空きベットを利
用する宿泊型の産後ケアを始めます。

■ 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 ･･･････

2,769 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 ･･･････････････

9,269 万円

運転免許証を自主返納
した 65 歳以上の市民に
交付している「いちご
タクシー」等の無料券
を無期限とします。

英語・漢字検定補助事業 ･･････････

902 万円
977 万円
138 万円

■ ICT（情報通信技術）を活用した学校教育の推進
情報教育ネットワーク推進事業 ･･･ 9 億 4,480 万円
校務支援システムの導入
および ICT 機器の効率的
な活用を図るためのネッ
トワークを整備します。

情報教育推進事業 ･･･････････････ 2 億 7,264 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 ･･････････

5,806 万円

小学校外国語活動支援員配置事業 ･･

991 万円

■もおか次世代リーダー育成事業（高校生の海外留学支援）
中学生リーダー研修事業 ･････････
高校生等海外留学支援事業 ･･･････

17 万円
66 万円

Ⅱ．若い世代・子育て応援プロジェクト
■ UIJ ターン等雇用の促進

■障害者優先調達の推進による障がい者の自立支援

63 万円

■障がい者のための地域生活支援拠点等の整備
障がい者相談支援事業 ･･･････････

公共施設等総合管理計画推進事業 ･･

Ⅰ．こどもの元気な成長プロジェクト
■学力を県内トップレベルへ引上げる取組

優先調達庁内一括購入事業 ･･･････

■フィルムコミッションの推進

2,286 万円

･････ 新規事業、一部新規事業

子どもが病気の時、保護者が
仕事を休めない場合に子ども
を預かる病児保育事業を始め
ます。

47 万円
120 万円

創業支援事業 ･･･････････････････

340 万円

農産物販売施設等整備事業 ･･･････ 3 億 4,044 万円

病児病後児保育事業 ･････････････

■ローカルベンチャー企業創出支援

新生児聴覚検査事業 ･･････････････

強い農業づくり事業 ･･････････････ 11 億 3,114 万円

■

■病児・病後児保育の充実

■チャレンジファーム事業
新規就農者農業経営支援事業 ･･････

平 成 3 1 年 度の予算 の 特 徴 は？
重点事業・新規事業を紹介します

地域活動支援センター運営事業 ･･･

3,045 万円
2,182 万円

Ⅳ．とちぎをリードする産業プロジェクト
■園芸立国もおかの推進
日本一いちごの産地強化事業 ･････

1,043 万円

栽 培 に 必 要 な ICT
機器の導入費用を
助成し、効率的な
栽培の支援を行い
ます。

園芸作物生産施設整備支援事業 ･･･
露地野菜生産拡大支援事業 ･･･････

360 万円
126 万円

UIJ ターン就業定住助成事業 ･･････

280 万円

とちぎ WORKWORK 移住・就職促進事業 ･･･

500 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 ･･･････････････

31 万円

男女共同参画事業 ･･･････････････

141 万円

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

47 万円

■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 ･････････

1,199 万円

まちのにぎわいを創出する複合交流拠点施設の整備に向
けて、民間活力導入可能性調査と基本計画を策定します。

真岡駅子ども広場管理事業 ････････

2,942 万円

旧情報センターを、親子で気軽に
遊べる遊具施設に改修し、運営し
ます。

平成 31 年 4 月号（4）

