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平成31年度当初予算記者会見要旨 

  平成31年 2月8日（金） 

午後1時から  

 

 本日は、お忙しいところ、お集まりをいただき、ありがとうございます。 

平成31年度当初予算の編成が終わりましたので、その概要について、ご説明申し上げま

す。 

◎平成 31 年度は、第 11 次市勢発展長期計画「増補版」に掲げる５つのプロジェクトの   

着実な推進 

◎5 年目の 終年度となる「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の展開による人口減少   

問題への対応 

◎政策評価や市民行政評価などを踏まえ策定した、平成31年度行政経営方針に掲げた重点

施策への反映 

◎市庁舎、及び新庁舎周辺整備事業の推進や、新産業団地整備に向けた調査など、議会  

各会派からの建議要望や市民の皆様からの意見等の反映、 

これらを念頭において、「ＪＵＭＰ ＵＰ もおか」そして「だれもが“わくわく”する

街づくり」を目指し、市民の皆様が、希望をもって、楽しさを実感し、安心して生活でき

る予算編成に努めたところであります。 

それでは、平成 31 年度当初予算の内容について、お配りした内示資料に基づいて、   

ご説明いたします。 

 

まず、1 ページの総括表でありますが、一般会計は、396 億円で、前年度に比べ、64 億

円、19.3パーセントの増加となり、平成 後にして 大の伸び率と予算規模であります。 

 特別会計につきましては、全部で、7 つの会計となりますが、合わせて、187 億 8,752

万 3千円で、前年度に比べ3億4,109万 9千円、1.8パーセントの増加であります。 

 水道事業会計につきましては、23億 5,690万 4千円で、前年度に比べ、716万 8千円、

0.3パーセントの減少であります。 

一般会計・特別会計・水道事業会計の総額は、607億 4,442万 7千円で、前年度に比べ、 

67億 3,393万 1千円、12.5パーセントの増加であります。 

 

次に、2ページは、一般会計予算の推移を表にしたものであります。 

 平成16年度から、国・県の予算、それに、国が策定した地方財政計画と比較したもので

あります。 

 

 次に、3ページは、一般会計歳入予算であります。主なものを申し上げます。 

1款の市税は、130億 6,576万 2千円で、前年度に比べ、2億5,413万 3千円、2パーセ

ントの増加を見込んでおります。 

 



 ２

 資料に内訳は記載しておりませんが、主な税目では、市民税については、景気の緩やか

な回復により、8,300 万円の増収を見込み、固定資産税については、3 年ごとに行われる  

評価替えが終了したことにより、1億2,700万円の増収を見込んでおります。 

9 款、環境性能割交付金については、消費税増税時に廃止される、自動車取得税に代わ

り、新たに創設される交付金で、3,000万円を見込んでおります。 

10款、地方特例交付金につきましては、平成31年 10月からの保育料無償化の地方負担

額を平成 31 年度に限り、国が負担する財源として「子ども・子育て支援臨時交付金」が  

創設されたことから、3億1,398万円の増額を見込んでおります。 

11款の地方交付税につきましては、前年度同額の23億円を見込んでおります。 

 15 款の国庫支出金は、低所得者・子育て世帯向け プレミアム付商品券事業費の増加な

どにより、1億9,626万 9千円増の、47億 6,552万円を見込んでおります。 

16 款の県支出金は、真岡東部ライスセンター新設事業費の増加などにより 12 億 3,107

万 5千円増の、33億 4,878万 4千円を見込んでおります。 

19款の繰入金は、5億9,735万 5千円増の、29億 7,888万 9千円であります。 

主なものは、公共施設整備基金、庁舎建設基金、学校施設整備基金、財政調整基金など

からの繰入金であります。 

21 款の諸収入は、商工振興資金や土地区画整理組合貸付金の償還金の減少などにより、

4億899万 6千円減の、25億 3,552万 5千円であります。 

22 款の市債は、43 億 230 万円増の、71 億 3,470 万円であります。庁舎建設事業債や   

小中学校ネットワーク整備事業債などの起債を予定しております。また、地方の財源不足

を補填し、後年度に元利償還金の全額が地方交付税に算入される臨時財政対策債について

は、8億3,000万円を見込んでおります。 

 

 次に、4 ページの一般会計における財源構成の推移でありますが、健全な財政指数を示

しております。 

 

 次に、5 ページは、一般会計の歳出予算であります。前年度と比較して、増減額の大き

い科目について、その主な内容について申し上げます。 

 2款 総務費の増加は、庁舎建設事業費などの増加によるものであります。  

3款 民生費の増加は、地域医療介護 総合確保基金事業などの増加によるものでありま

す。 

4 款 衛生費の減少は、芳賀赤十字病院整備費補助や、リサイクルセンター整備事業の

終了などによるものであります。 

5 款 労働費の増加は、とちぎＷＯＲＫＷＯＲＫ
わ く わ く

移住・就職促進事業の増加によるもの

であります。 

6 款 農林水産業費の増加は、真岡東部ライスセンター新設事業費補助や、道の駅   

にのみや 尊徳物産館建替え事業などの増加によるものであります。 
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7款 商工費の減少は、商工振興資金貸付などの減によるものであります。 

8款 土木費の減少は、土地区画整理事業などの減によるものであります。 

9款 消防費の増加は、消防本部 緊急指令施設更新事業などの増加によるものでありま

す。 

10 款 教育費の増加は、情報教育ネットワーク事業や長田小学校 校舎増築事業などの

増加よるものであります。 

 

 次に、6ページは、一般会計を性質別に、7ページは普通建設事業費を会計ごとに分類し

たものであります。 

 

 次に、8ページからは、一般会計における主要事業であります。 

 なお、右側の事業の説明欄に、「新規及び一部新規事業」については、マル新、「第 11

次市勢発展長期計画増補版」に係る事業については、太字の増と記載しております。 

 記載した中から、主なものについて申し上げます。 

 はじめに、総務費でありますが、2 段目の「電算業務費」につきましては、窓口業務の

効率化と待ち時間の軽減を図る「総合窓口システム」を導入するとともに、新庁舎ネット

ワークの構築に取り組んでまいります。 

3 段目の「地域情報通信基盤設備費」につきましては、コミュニティＦＭ開局に向けて

必要な、無線免許申請のための事業計画及び免許申請業務を行ってまいります。 

4 段目の「防災対策費」につきましては、防災ハザードマップの外国語版を作製すると

ともに、栃木県・真岡市 合同防災訓練実行委員会を組織し、合同防災訓練を実施してまい

ります。 

5段目の「庁舎建設事業費」につきましては、平成32年度の開庁を目指し、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まいります。 

 

次に、9ページをご覧ください。 

2 段目の「第 12 次市勢発展長期計画等 策定事業費」につきましては、本市のまちづく

りの 上位計画である、「第 11 次市勢発展長期計画」と「まち・ひと・しごと創生総合   

戦略」が平成31年度をもって終了するため、次期計画を策定してまいります。 

4段目の「地域公共交通事業費」では、「高齢者免許返納支援事業」において、いちごタ

クシーといちごバスを一年間の無料乗車から、平成31年4月からは、無期限とすることで、

高齢者に対する交通手段の支援の充実を図ってまいります。 

下から4段目の「新庁舎周辺整備推進事業費」につきましては、まちの賑わいを創出す

る複合交流拠点施設の整備に向け、 適な事業手法を選定するための可能性調査を実施す

るとともに、基本計画を策定してまいります。 

 

 次に、10ページをご覧ください。 

1段目の「戸籍住民基本台帳費」でありますが、新たに、マイナンバーカードを利用し、
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全国のコンビニエンスストアで「住民票、印鑑登録証明書、所得・課税証明書」が取得で

きるコンビニ交付事業を導入してまいります。 

2段目からは、民生費でありますが、「障がい福祉費」では、新たに、医療的ケア児短期

入所受入促進事業を実施してまいります。 

また、近年、社会問題となっている「ひきこもり」対策についても取り組んでまいりま

す。 

 一番下の段「老人福祉費」のうち、地域医療介護 総合確保基金事業費については、良

質な老人福祉施設の計画的な整備を推進するため、特別養護老人ホーム等の介護施設の整

備を実施してまいります。 

 

 次に、11ページをご覧ください。 

1 段目の「児童福祉費」のうち、真岡駅子ども広場管理費につきましては、情報センタ

ー跡を、子ども広場として活用するための施設管理業務費であります。 

 また、病児・病後児保育事業費では、本年度に施設整備が完了する民間病児保育施設の

運営を支援するなど、子育て支援に取り組んでいくものであります。 

 一番下の段、衛生費、「保健衛生総務事務費」のうち、健康増進施設真岡井頭温泉 リニ

ューアル等基本計画策定業務委託費では、新たなコンセプトなど、サービス向上に向けて、

リニューアル等の基本計画を策定してまいります。 

 

 次に、12ページをご覧ください。 

 1 段目の「予防費」では、国の風しん対策強化に伴い、抗体保有率の低い世代の男性に

対する、抗体検査と予防接種を行ってまいります。 

また、定期接種の効果が期待できないと医師に判断された骨髄移植者に対し、再接種の

費用を助成してまいります。 

 2 段目の「保健指導費」のうち、妊娠出産包括支援事業費では、新たに、産後うつや   

新生児への虐待防止のため、産後 2 週間健診を行うとともに、産後直後の母子に対し、  

病院の空きベットを活用し、宿泊型の産後ケア事業を行ってまいります。 

一番下の段、労働費のうち、「雇用支援対策費」についてでありますが、新たに、県と

市が連携し、人材の確保と地元就労の拡大を図る、とちぎＷＯＲＫＷＯＲＫ
わ く わ く

移住・就職促

進事業を実施してまいります。 

 

 次に、13ページをご覧ください。 

1 段目、農林水産業費の「農業振興費」では、強い農業づくり事業費として、老朽化し

た真岡と山前のライスセンターを統合し、新たに真岡東部ライスセンター整備を実施する

ため、事業主体のＪＡはが野に対し、支援を行ってまいります。 

2 段目の「園芸特産費」では、農産物の多収化及び高品質化に向けて、ＩＣＴ機器の   

導入費用を生産者に支援する、いちごスマート農業導入支援事業に取り組んでまいります。 
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また、農産物販売施設等 整備事業費では、道の駅にのみや 尊徳物産館建替え事業を  

実施するとともに、臨時駐車場の整備を実施してまいります。 

全国いちごサミット推進事業費では、いちご日本一の生産地として、本市を会場に、  

全国の主要生産地の関係者が一堂に会し、生産技術の向上や消費拡大など、将来のいちご

産業を考える「全国いちごサミットinもおか2020」を3月に開催いたします。 

 

次に、14ページをご覧ください。 

商工費でありますが、1段目の「商業振興対策費」のうち、まちなか新設出店 にぎわい

創出支援事業費では、引き続き、新規創業者の出店に対し、改装費や家賃等を支援するこ

とにより、空き店舗の利活用を進めてまいります。 

新たに、街路旗製作設置事業費では、「全国いちごサミット」の開催に合わせ、真岡地区・

二宮地区の中心市街地に設置されている街路灯に、いちごサミットのシンボルマークを 

用いた街路旗の設置を行ってまいります。 

 2段目の「工業振興対策費」のうち、中小企業・小規模企業 振興計画策定業務委託費に

ついては、中小企業・小規模企業の振興に必要な施策を、計画的かつ総合的に推進する  

指針となる計画を策定してまいります。 

 3 段目の「新産業団地整備事業費」では、北関東の交通の要衝としてのメリットを活か

し、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、基本設計業務や地区

界測量業務等に取り組んでまいります。 

 一番下の段「観光費」では、「いちご」、「ＳＬ」、「もおか木綿」等を柱として、観光の   

まちづくりを重点的に推進してまいります。 

「真岡市観光協会補助金」では、久保記念観光文化交流館での特産品の販売と併せて、

木綿会館に新たに開設するショップの運営やＰＲ活動に努めていくことで、さらなる観光

の振興に取り組んでまいります。 

 

 次に、15ページをご覧ください。 

 土木費でありますが、5 段目の「道路維持費」では、橋梁長寿命化事業や市道舗装修繕

工事などを行うとともに、新たに生活道路舗装の修繕工事を実施してまいります。 

6段目の「道路新設改良費」では、幹線道路である都市計画道路 長田・中線の延伸や、 

大和田産業団地アクセス道路事業を推進してまいります。 

 下から 3 段目の「都市計画総務事務費」のうち、立地適正化計画 策定業務委託費につ

いては、集約型の都市構造の形成を推進するため、引き続き、立地適正化計画を策定して

まいります。 

また、中心市街地リノベーション基本構想 策定業務委託費では、まちなか居住の基盤整

備や、道路とまちなみが調和した沿道整備を行うため、全体の基本構想を策定してまいり

ます。 

下から2段目「土地区画整理費」では、公共施設の整備改善と、宅地の利用増進を図る

ため、引き続き、組合施行の亀山北、中郷・萩田地区の円滑な事業推進を支援してまいり
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ます。 

 一番下の段の「公園等施設管理整備費」では、新たに、公園維持管理費の削減を図るた

め、公園外灯のＬＥＤ化を進めてまいります。 

 

次に、16ページをご覧ください。 

2 段目の「市営住宅管理費」では、東郷住宅排水設備改修工事及び、住宅空き部屋修繕

工事等を実施してまいります。 

3 段目からの消防費のうち 4 段目「非常備消防費」では、真岡市女性消防団が栃木県代

表として、11 月 13 日に開催される全国女性消防操法大会の「軽可搬操法」に出場し、   

防火意識の高揚を図るものであります。 

 下から5段目からの教育費のうち、下から3段目「教育振興事務費」でありますが、 

新たに、子どもたちの学習意欲の向上を図るため、英語並びに漢字検定の受験者に対し  

検定料の支援を行ってまいります。 

スクールソーシャルワーカー配置事業費では、児童生徒の問題行動の解決のため、新た

に、家庭訪問等の支援を実施するスクールソーシャルワーカーを配置し、教育相談体制の

充実を図ってまいります。 

 一番下の段「特別支援教育 支援事業費」では、障がいのある児童生徒に対する日常生

活動作や、学習活動のサポートを実施する、特別支援教育支援員を中学校に2名、新規配

置 

するとともに、小学校についても、2名増員し、4名体制とすることで、特別支援教育体制

の充実を図ってまいります。 

 

次に、17ページをご覧ください。 

 2 段目の「情報教育ネットワーク推進事業費」では、学校校務の効率化、教職員の負担

軽減を図るため、校務支援システムを導入するとともに、ＩＣＴ機器の効率的な活用を図

るため、学校ネットワークの整備を実施してまいります。 

 7 段目の「英語指導助手配置費」では、外国人の英語指導助手を、2 名増員し 7 名体制

とすることで、小学校における英語活動の充実と指導体制の強化を図ってまいります。 

 8 段目の「情報教育推進事業費」では、タブレット、電子黒板等のＩＣＴ機器を効果的

に活用するため、教員への機器の操作支援などを行うＩＣＴ支援員を配置し、情報教育の

充実に取り組んでまいります。 

下から 3 段目、2 段目の「小中学校施設整備費」では、各施設の整備・改修に努め、    

引き続き、小学校３校、及び中学校１校のトイレ改修工事を行うとともに、長田小学校   

校舎増築工事を実施してまいります。 

一番下の段「社会教育推進活動費」では、「第3次真岡市男女共同参画 社会づくり計画」

に基づき、女性団体活動や、研修参加者などの支援を行い、男女共同参画社会の一層の推

進を図ってまいります。 
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次に、18ページをご覧ください。 

2 段目の「青少年健全育成費」について、引き続き、海外留学にチャレンジする高校生

等に対し、支援を行ってまいります。 

新たに、海外留学体験を踏まえた高校生と小中学生の意見交換会を実施することで、  

事業への興味関心を深め、チャレンジする意欲や意識づけを図ってまいります。 

3 段目の「文化財保護費」では、指定文化財の老朽化対策として、国庫補助事業を活用

し、桜町陣屋跡茅葺屋根グシ修復事業の実施や、専修寺総門修復事業、横田星宮神社 本殿

修復事業、仏生寺薬師堂回廊修復事業に対し、支援を行ってまいります。 

19ページをご覧ください。 

5 段目の「科学教育センター費」では、引き続き、指導内容の充実を図りながら運営を

していくため、施設空調設備の更新工事の実施に向けて、設計業務を実施してまいります。 

 下から3段目の「スポーツ振興事業費」では、市民がいつでもどこでもスポーツに親し

める環境整備と継続的なスポーツ活動の支援や、地域に根付いたスポーツの振興を目指し

た「スポーツ推進計画」を策定してまいります。 

 下から2段目の「体育館管理費」では、体育館の適正な維持管理を行うとともに、二宮

体育館耐震化実施設計業務、及び、総合体育館の長寿命化と利用者の利便性向上に向けた

改修計画の作成を進めてまいります。 

 

20ページをご覧ください。 

1 段目の「総合運動公園整備事業費」では、北ブロック整備に続き、南ブロックの整備

を開始していくものであります。 

平成31年度は、南ブロックの実施設計業務及び、調整池、雨水排水路整備等を実施して

まいります。 

 

 続きまして、21 ページからの特別会計でありますが、国民健康保険特別会計では、   

県への事業費納付金が増加するため、前年度に比べ、1 億 4,263 万 1 千円の増加となって

おります。 

なお、糖尿病等の生活習慣病の発症や、重症化を予防するため、第２期データヘルス  

計画を策定し、効果的な保険事業を実施してまいります。 

 

次に、22ページの後期高齢者医療特別会計では、後期高齢者医療制度の運営主体である、

栃木県後期高齢者医療広域連合と連携し、保険料の収納や窓口業務の対応を行い、制度の

円滑な運営に努めてまいります。 

 

次に、23 ページの介護保険特別会計 保険事業勘定であります。介護保険につきまして

は、引き続き、地域包括ケアシステムの構築に向け、在宅医療・介護連携推進事業、生活

支援体制整備事業、認知症総合支援事業に取り組んでまいります。 

また、高齢者の介護予防事業、要支援者の自立を促すための、介護予防・日常生活支援
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総合事業を実施してまいります。 

次に、24 ページの介護保険特別会計 介護サービス事業勘定では、要支援者が、適切な

介護予防サービスを利用できるよう、介護予防ケアマネジメントを行い、介護予防を推進

してまいります。 

 

次に、25 ページの休日夜間急患診療所特別会計では、平成 31 年度から休日夜間急患診

療所を開設することから、新たに特別会計を設置するものであります。 

 

次に、26ページの公共下水道事業特別会計では、水処理センターの長寿命化事業を実施

するとともに、引き続き、土地区画整理事業の進捗に合わせ、事業の推進を図ってまいり

ます。 

 

 次に、27 ページの農業集落排水事業特別会計では、二宮東部地区処理施設の機能強化 

工事を実施するとともに、施設の適正な維持管理に努め、農村生活環境の改善を図ってま

いります。 

 

 次に、28 ページの水道事業会計であります。平成 31 年度の業務の予定量は、給水戸数

は、2 万 6,800 戸、配水量では、前年度比 19 万 5,000 立方メートル増の、773 万 7,000    

立方メートルを見込んでおります。 

収支予算につきましては、収益的収入が、3.6パーセントの増加、支出が、1パーセント

の増加、資本的収入が、18.9パーセントの増加、支出が、2パーセントの減少を見込んで

おります。 

 事業といたしましては、土地区画整理事業の進捗に合わせ、配水管の整備を推進してい

くとともに、水道事業の経営安定化のため、普及率と有収率の向上に努めてまいります。 

 

 以上が、平成31年度当初予算の概要でありますが、はじめに申し上げましたとおり、 

第11次市勢発展長期計画「増補版」の5つのプロジェクトの着実な推進を図るとともに、

「選択と集中」を基本に、真に必要な施策に予算を重点的に配分するなど、若い世代が  

希望をもって「真岡に住みたい、働きたい、子育てしたい」と思えるような、そして、    

市民の皆様が楽しさを実感できるまちづくりの推進が図れるよう、努めたところでありま

す。 

また、国の経済政策等に伴い、景気は緩やかな回復傾向にありますが、一方では、年々

増加する社会保障関係経費への対応など、引き続き、厳しい財政状況の中、事業の緊急性、

優先性、有効性等を見極め、健全財政の維持にも十分配慮したところであります。 

特に、庁舎建設事業や、総合運動公園整備事業、土地区画整理事業などの大型事業の  

推進にあたっては、次年度以降の財政負担を考慮し、将来の市民に過度の負担が掛からぬ

よう、市債の発行には十分留意するとともに、財政調整基金や公共施設整備基金について

は、計画的な取崩しや積立を行うなど、中長期的な財政需要を踏まえ、予算編成を行った
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ところであります。 

なお、平成 31 年度予算の執行にあたりましては、事務事業の執行状況を踏まえ、一部  

組織機構の見直しを行い、執行してまいります。 

１点目として、総務部についてでありますが、秘書課、企画課、情報システム課を再編

し、総合政策課、財政課、情報政策課を新設し、総務部の体制強化を行います。 

まず「総合政策課」では、総合政策係と統計係を所管し、政策の企画、調査及び調整な

ど重要施策の実現に向けた業務を行ってまいります。 

次に「財政課」では、財政係と管財係を所管し、財務管理や公共施設の有効活用を一層

推進してまいります。 

次に「情報政策課」では、広報広聴係、シティプロモーション係、情報管理係を所管し、

市内外に魅力ある情報を効率的に提供してまいります。 

これらにより、企画課及び情報システム課は廃止となりますが、秘書課は「秘書室」に

名称を変更し、引き続き秘書政策事務を行ってまいります。 

２点目として、市民生活部についてでありますが、市民等に分かりやすい組織とするた

め、「市民生活課」の国際交流係と外国人相談係を統合し、国際交流係といたします。 

また、効率的な事務を遂行するため、二宮支所の市民窓口係、税務収納窓口係及び福祉

国保窓口係を統合いたします。 

 ３点目として、健康福祉部についてでありますが、「社会福祉課」の障害者福祉係を   

障がい福祉係へ名称を変更いたします。 

なお、障害のがいの字は、ひらがなを使用することといたします。 

次に、「こども家庭課」に家庭相談係を新設し、児童虐待やＤＶ事案等に迅速に対応して

まいります。 

次に、「保育課」に施設管理係を新設し、認定こども園や保育所施設の整備等の業務を 

行ってまいります。 

４点目として、建設部についてでありますが、「建設課」の管理係と用地係は業務内容が

密接していることから、統合し、管理係といたします。 

また、「区画整理課」の長田指導係を廃止し、長田地区の区画整理の清算事務や区画整理

組合の解散に向けた事務等については、「区画整理課」の管理係で行ってまいります。 

５点目として、教育委員会についてでありますが、「学校教育課」に情報教育推進係を  

新設し、学校におけるＩＣＴ機器等の整備や授業への活用に向けての業務を行ってまいり

ます。 

 

以上で、平成31年度当初予算の概要についての説明を終ります。  


