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（１）病児保育事業について 

はじめに、病児
びょうじ

保育事業についてご説明いたします。 

 まず、施設整備の進捗
しんちょく

状況でありますが、昨年１０月に 

事業主である、西真岡こどもクリニックが、病院の敷地内に

併設
へいせつ

される建物の工事に着手し、順調に進捗
しんちょく

しており、 

今月末に完成する見通しであります。 

開設時期については、３月からの１か月を準備期間とし、

４月１日からの受け入れ開始を予定しており、また、 

３月２９日には、関係者や報道機関に対し、内覧会
ないらんかい

を行い、

市内外に向けて広くＰＲを行ってまいります。 

 次に、事業内容についてでありますが、子どもが病気になり、

保護者が勤務等の都合により家庭で保育することができない 

場合に、施設で保育を行うものであり、対象者は、市内に住所

を有
ゆう

する小学生、保育園児等、または、市外在住
ざいじゅう

で市内の 

保育園等に通園する子どもとなります。 

 利用定員は９名、開設時間は月曜日から金曜日までの 

午前８時から午後６時まで、利用料金は、一般の世帯で 

１日２,０００円、非課税世帯は５００円、 

生活保護受給世帯は無料となります。 

 また、子どもが保育所、小学校等で体調不良となった場合

には、病児
びょうじ

保育施設の職員が、保育所等に迎えに行き、 
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病児
びょうじ

保育施設で預かるサービスについても実施してまいります。 

 

（２）高齢者運転免許証自主返納支援事業の拡充について 

次に、高齢者運転免許証自主返納支援事業の拡充について 

ご説明いたします。 

本市では現在、運転免許証を自主返納した高齢者に対し、

コミュニティバスおよびデマンドタクシーの料金を一年間 

無料で乗車できる、共通無料乗車券を交付しておりますが、

平成３１年４月１日から、有効期限を一年間から無期限へと

拡充
かくじゅう

いたします。 

 支援の対象者は、平成２８年４月１日以降に当支援事業の

申請をした方を含みます。 

 この事業は、平成２８年度から開始し、申請者数が 

平成２８年度は１４１人、平成２９年度は１８７人、 

平成３０年度は１月末現在１５６人と、年々増加しております。 

 今後も高齢者の交通事故防止、減少に取り組み、運転免許証

を自主返納した高齢者の外出時の利便性の向上と、公共交通の

利用促進を図ってまいります。 

 あわせて、民間タクシーの基本料金分を補助するタクシー券の

月２枚の交付も、引き続き行ってまいります。 
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（３）女性活躍の推進に関する特定事業主行動計画の改訂に

ついて 

次に、女性活躍の推進に関する特定事業主
ぬし

行動計画の改訂
かいてい

に

ついてですが、本計画は、女性職員の活躍を推進するため、 

平成２８年度から平成３２年度までの５年間を計画期間として

策定したものであり、数値目標として、平成３２年度末までに

係長相当
そうとう

職
しょく

以上の役職者に占める女性職員の割合を、 

１５パーセント以上にすることとしております。 

本市では、計画策定以降、女性職員の役職者への昇任者数

が増加しており、平成３１年２月現在で、係長相当
そうとう

職
しょく

以上

の役職者に占める女性職員の割合が１７．６パーセントと、 

すでに数値目標を達成していることから、さらなる女性職員の

活躍を推進するため数値目標を見直し、新たな取り組み等を 

追加した計画に改訂することとしたものであります。 

まず、数値目標については、 

「係長相当
そうとう

職
しょく

以上の役職者に占める女性職員の割合を、現在の

１７.６パーセントから２３パーセント以上に引き上げること」 

また、 

「男性職員が取得できる、配偶者出産休暇の取得率を 

８０パーセント以上とすること、育児参加のための休暇の 

取得率を６０パーセント以上とすること」といたしました。 
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 また、これらの目標を達成していくための新たな取り組み

として、 

「男性の育児参加的休暇の取得促進を図るために、所属長は、

子の出産を控えた男性職員に、育児参加等のための休暇の取得 

予定等を記入した【イクメン計画書】を作成し、提出させること」 

「若手職員向けのキャリアデザイン研修の実施」 

「育児休業等からの円滑な職場復帰等を支援するための情報収集

と具体策の検討」 

「係長職以上のすべての役職者のイクボス宣言の実施」 

「女性職員で組織する自主研究グループへの支援」 

を追加するものであります。 

 本市では、一昨年９月の市３役および部長職、昨年２月の

課長職に加え、１月３０日には全ての課長補佐・係長職が 

イクボス宣言を行ったところですが、本計画に定めた取り組み

を実行していくことで、男女が性別にとらわれることなく、 

個性と能力を発揮していくことができる職場環境を醸成
じょうせい

して

いくものであります。 

 

（４）廃校利活用について 

次に、廃校利活用についてですが、１月３０日に開催された、

廃校利活用 選定委員会の結果についてご説明いたします。 

 審査は、プロポーザル方式によるプレゼンテーションを行い、 
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有識者、地域の代表者 および 市職員で構成する選定委員の採点

により、利活用の優先
ゆうせん

交渉権者
こうしょうけんしゃ

を選定いたしました。 

 旧山前南小学校は、デイサービスを中心に様々な地域づくり

活動と連携する複合的利活用を提案した、有限会社 吉
きっ

進
しん

を、 

 旧中村東小学校は、外国人留学生を対象とする日本語学校の

設立、運営を提案した、株式会社 ジェイ エル エスジーを、 

 旧中村南小学校は、近隣
きんりん

の幼稚園で実績があり、学童保育を 

提案した、学校法人 荘厳
しょうごん

寺
じ

学園を、それぞれ選定いたしました。 

 なお、旧東沼小学校については、規定の点数に達する事業者

がなく、選定には至りませんでした。 

 今後は、旧東沼小学校の利活用方針を再検討するとともに、

選定となった３校については、利活用推進に係
かか

る基本協定の

締結
ていけつ

に向けた、事業者との協議を進めてまいります。 

 

（５）新庁舎周辺整備事業について 

次に、新庁舎周辺整備事業についてですが、多くの市民が

集
つど

う「遊ぶ・学ぶ・にぎわう」機能を持った複合交流拠点の

基本構想（案）を市ホームページに掲載し、広く市民の意見

を求めるため、現在、パブリックコメントを３月１５日まで

募集しております。 
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 基本構想（案）は、本年度に実施した市民アンケート調査や、

民間事業者とのサウンディング調査を踏まえた、複合施設に 

求められる機能や整備方針をまとめております。 

 具体的には、サウンディング調査において、複合施設とし

て、図書館機能、子育て支援機能、商業機能が結び付くこと

によって、利用者の利便性が向上し、さらに、民間事業者の

ノウハウと資金を活かしたＰＦＩ
ピーエフアイ

等の事業方式で実施するこ

とで、より一層、それぞれの機能の相乗
そうじょう

効果
こ う か

が発揮されると

の意見が得られております。 

 特に図書館機能は、幅広い世代が利用する施設の核となる 

機能であり、読書や学習を行う静かな空間と、子どもと一緒に

利用しやすい空間が共存する「静と動」が調和する図書館を 

中心に、子育て支援機能の子育て支援センターや屋内型子ども

広場と、商業機能が連携することで、多くの市民が集まり、 

交流する拠点の整備を目指してまいります。 

 

（６）移住体験ツアーの実施について 

次に、移住体験ツアーの実施についてですが、３月３０日、

土曜日、３１日、日曜日の 1 泊２日で、主に首都圏在住
ざいじゅう

の 

未就学児を持つママをはじめとする女性を対象に、 

「日本一のいちごのまち もおか」で「住む」、「働く」、

「子育てする」ことを意識した、移住体験ツアーをはじめて
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実施いたします。 

本市では、全国規模の移住イベントへの参加や、個別移住

相談会の開催など、首都圏の移住希望者に向けて、本市の 

魅力の発信と、移住・定住の促進に積極的に取り組んでいる

ところであります。 

今回実施する移住体験ツアーにおいては、先輩移住者との 

相談会や職業体験を取り入れながら、「子育て施設、教育施設、 

医療施設などの見学」や「スーパーへの訪問」も体験し、真岡市 

での生活を意識してもらう新しいスタイルのツアー内容として 

おります。 

また、未就学児童を持つファミリー層をターゲットに、 

これまで移住事業を展開している経験から、「移住には女性の

意見が強い傾向にあること」などから、今回、参加者を女性に

しぼって実施するところであります。 

今回実施する移住体験ツアーを通して、真岡市への関心を

深めるとともに、次のスッテプである、個別の移住相談に 

つなげてまいりたいと考えております。 

 

（７）もおか‟いちご”フェスタ２０１９の開催について 

次に、もおか‟いちご”フェスタ２０１９の開催について

ですが、「全国いちごサミットｉｎもおか」のさまざまな催事
さ い じ

計画を運営していく上での検証と、課題の抽 出
ちゅうしゅつ

を行い、 
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本大会へとつなげていくために、本番１年前のプレイベントと

して、もおか“いちご”フェスタ２０１９を、３月１７日、 

日曜日に開催いたします。 

 開催場所は、井頭公園 東駐車場をメイン会場に、いちごチャット 

パレスや「あぐ里っ娘」の周辺施設、また、サテライト会場として、 

道の駅にのみや、荒町本通りでもイベントを同時開催し、市内にも

多くの人を呼び込む計画であります。 

メイン会場の井頭公園では、ステージイベントをはじめ、いちご 

および いちご加工品エリア、オールとちぎ体制で県内市町
し ま ち

が出店 

する、ご当地グルメ・うめぇもん市場、真岡地元
じ も と

 元気エリアなど 

多くの出店を予定しております。 

 また、例年好評のダンスパフォーマンスを継承
けいしょう

した、ダンス

コンテストを開催いたします。 

 いちごチャットパレスでは、次世代の農業を担
にな

うべく、日々学習 

に励
はげ

んでいる県内７つの農業高校が参加する、ヤングサミットを 

開催し、あぐ里っ娘では、限定特別いちご狩りを実施いたします。 

サテライト会場につきましては、道の駅にのみやで、いちごと

関連商品の特別販売を行い、荒町本通りでは、天
あま

の織姫
おりひめ

市
いち

の臨時

開催と、久保記念 観光文化 交流館でのいちご関連イベントを 

開催いたします。 

さらにこの日は、総合運動公園をスタート地点として、 
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市内の史跡
し せ き

やいちごフェスタの会場などを歩いてめぐる 

「真岡いちごウォーク」も同時に開催され、 

およそ１,１００名の参加申し込みを受けております。 

こうしたイベントを通して、日本一のいちごのまち真岡の 

ＰＲとブランド力の向上を図り、 

「全国いちごサミットｉｎもおか２０２０」へとつなげてまい

ります。 

 

（８）真岡グリーンツーリズム推進協議会の事業について 

次に、真岡グリーンツーリズム推進協議会の事業についてで

すが、本市特産のいちごとトマトを使用した新たなスイーツと

して、東京日比谷ミットタウンの「モルソー」オーナーシェフ

で、ＮＨＫ等の番組などでおなじみの、秋元さくらシェフに 

依頼し、「夢みるいちごのダックワーズ」を開発していただき

ました。 

今回、市内の店舗に、販売やコース料理のデザートとして 

提供いただけるよう、料理セミナーを２月２１日９時３０分

から、イタリアンレストラン・ココロで開催いたします。 

「夢みるいちごのダックワーズ」は、メレンゲの焼き菓子に、

いちごのアイスクリームとトマトのジャムを挟
はさ

み、甘さと酸味

のバランスの取れた、食べやすいスイーツであります。 

今後、基本的な作り方は統一し、参加店舗でアレンジを加え
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ながら、真岡市のオリジナルスイーツとして定着することを 

目指してまいります。 

 

（９）地域おこし協力隊委嘱状交付式について 

最後に、地域おこし協力隊委嘱状交付式についてですが、 

３月１１日月曜日、１０時から、市長公室において委嘱状 

交付式を実施いたします。 

 地域おこし協力隊は、主に３大都市圏の住民を、地方の 

市町村等が受け入れ、地域振興に向けた「地域協力活動」に 

従事してもらい、あわせて、その地域への定住・定着を図って 

いく国の制度であります。 

 本市では、１１月から、日本一のいちごのまち真岡の魅力

発信業務において、協力隊員が活動を開始しており、本市に

おいては二人目となります。 

 詳細
しょうさい

につきましては、委嘱状交付式においてご報告させて

いただきますが、今後、地域、事業所、行政が連携しながら

協力隊員が活動しやすい環境を整えてまいります。 

 


