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令和４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。  

令和４年度当初予算につきましては、一般会計３４１億円、  

「未 (3)来へ  始 (4)動  い (1)ちごのまち」予算  

として編成いたしました。  

予算の編成にあたっては、  

◎まちづくりの指針となる真岡市総合計画 2020-2024 の着実な推進  

◎第２期「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、令和４年度行政経営

方針に掲げた重点施策への反映、  

◎事務事業評価、施策評価結果の反映、  

◎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、  

◎新型コロナウイルス感染症拡大への対応、  

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”  するまち」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まちの実現に向けた、予算編成に

努めたところであります。  

それでは、令和４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３４１億円、前年

度に比べ、３億円、０．９パーセントの増加であります。  

特別会計につきましては、全部で、６つの会計となりますが、全会計

の合計では、１６７億９，６２７万２千円で、前年度に比べ、  

６億１，３３４万４千円の減少であります。  

 水道事業会計は、２４億９，５５４万８千円で、前年度に比べ、１億

５，４４９万９千円の増加であります。  

 下水道事業会計は、３４億６３４万３千円で、前年度に比べ、  

２億１，４９９万８千円の減少であります。  

一般会計、特別会計、事業会計を合わせた合計では、５６７億９，８

１６万３千円で、前年度に比べ、３億７，３８４万３千円の減少であり

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。  

 次に、３ページをご覧ください。  
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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、市税につきましては、１３５億７４１万８千円で、前年度に比

べ、６億７，１６２万円、５．２パーセントの増加を見込んでおります。  

主な理由といたしましては、国の新型コロナウイルス感染症対策とし

ての固定資産税の軽減措置が無くなることや、本市の今年度の収納実績

に大きな落ち込みが見られないことなどから前年度に比べ、増加を見込

んでおります。  

２款、地方譲与税につきましては、国の地方財政対策及び、交付実績

等を踏まえ、増額を見込んでおります。  

７款、地方消費税交付金につきましては、消費動向を勘案し、増額を

見込んでおります。  

１０款、地方特例交付金につきましては、国の新型コロナウイルス感

染症対策による  固定資産税の軽減措置が無くなるため、減額を見込ん

でおります。  

１５款、国庫支出金、１６款、県支出金は、総合運動公園整備事業や

障がい福祉サービス事業などにより、それぞれ、増額を見込んでおりま

す。  

 

１９款、繰入金は、減額を見込んでおります。  

主に、公共施設整備基金、庁舎建設基金、財政調整基金などからの繰

入金であります。  

 次に、４ページは、一般会計における財源構成の推移を、  

５ページは、一般会計の歳出予算を、  

６ページは、一般会計を性質別に分類したものを、  

７ページは、普通建設事業費を会計ごとに  分類したものを掲載してお

ります。  

 次に、８ページをご覧ください。  

ここからは、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、「真岡市総合計 2020-2024」の重点プロジェクトに係る事業に

ついては、太字の「  プ  」、  

新型コロナウイルス感染症対策事業には、漢字で「対」と記載しており

ます。  

 主な事業について申し上げます。  
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はじめに、総務費でありますが、３段目、「防災対策費」につきまし

ては、引き続き、防災ラジオの普及促進を図り、難聴区域に対しては、

簡易アンテナ設置などの受信対策を行ってまいります。また、総合運動

公園非常用トイレ等購入費については、災害時に活用できるよう、ベン

チ型トイレなどを整備してまいります。  

下から２段目、「デジタル推進事業費」につきましては、 DX 推進の一

環として、スマートフォンを利用して、一部の窓口申請業務をオンライ

ンで行うことができるスマート申請の導入を図るとともに、目的の情報

に  すぐにたどり着けるサイト構成の見直しや、データを有効活用した

最新の情報提供ができるホームページのリニューアル事業を  行ってま

いります。  

一番下の段、「ＩＣＴ教育推進事業費」につきましては、学校情報機

器の一元管理を行うとともに、セキュリティを考慮した学校ネットワー

クの活用を図るため、ＩＣＴ支援業務委託や情報機器保守管理をはじめ

とした管理運営を行ってまいります。  

次に、９ページをご覧ください。  

４段目、「公共交通対策事業費」につきましては、郊外の公共交通網

の導入を検討するため、新コミュニティバス路線導入実証運行支援業務

を行うとともに、コミュニティバス車両の購入を行ってまいります。  

６段目、「シティプロモーション推進事業費」につきましては、効果

的な情報発信を行うため、ホームページの閲覧者分析などのデジタルマ

ーケティングを行うとともに、この分析を生かして、複数のソーシャル

メディアを活用したデジタル広告を発信してまいります。  

下から２段目、「複合交流拠点整備事業費」につきましては、子育て

支援センターや図書館、地域交流センターなどの複合交流  拠点施設の

令和６年度中の開館に向けて、設計業務を進めるとともに、建設工事に

着手してまいります。  

一番下の段、「井頭周辺活性化事業費」につきましては、井頭公園を

核として、井頭温泉や観光いちご園など周辺施設を観光ゾーンとして活

性化を図るため、井頭公園南側エリアの事業を推進してまいります。  

次に、１０ページをご覧ください。  

１段目、「まちづくり推進事業費」につきましては、市民協働の取り

組みである真岡  まちづくりプロジェクトとして、中心市街地の公共空

間や、空き家・空き店舗の利活用を図ることにより、中心市街地の活性
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化を推進してまいります。  

２段目、「グランピング施設整備事業費」につきましては、井頭周辺

活性化事業の一環として、チャットパレス敷地内に整備した  グランピ

ング施設の充実を図るため、トイレ、Ｗｉ -Ｆｉアンテナ、防犯カメラの

設置工事を行ってまいります。  

４段目、「防犯対策費」につきましては、空き家対策総合支援事業補

助金として、近隣住民に危険を及ぼす管理不全な空き家等を  解消する

ため、新たに、空き家等の解体費用の一部、また活用のためのリフォー

ム費用の一部補助を行ってまいります。  

次に、民生費でありますが、１１ページをご覧ください。  

３段目、「老人福祉費」につきましては、高齢者保健福祉計画・介護

保険事業計画策定事業費として、令和５年度末に第９期の計画を策定す

るため、介護予防・日常生活圏域のニーズ調査や分析などを行ってまい

ります。  

また、地域医療介護総合確保基金事業として、住み慣れた地域で高齢

者介護を続けられるように、新たに施設を整備する介護施設整備法人に

対し、県の交付金を活用した支援を行ってまいります。  

一番下の段、「児童福祉費」につきましては、幼児英語教育推進事業

費として、独自に英語レッスンプログラムを実施した私立保育園、認定

こども園、幼稚園に対して、英語教育推進のための補助を行ってまいり

ます。  

１２ページをご覧ください。  

１段目、「児童福祉費」の続きになりますが、保育所等整備事業費と

して、認定こども園、学童教室等の施設整備や防犯対策に対して補助を

行ってまいります。  

また、保育士対策事業として、引き続き、保育士就職の支援や保育補

助者の雇い上げを強化するための補助を行ってまいります。  

次に、衛生費でありますが、  

一番下の段、「予防費」につきましては、新型コロナウイルス感染症対

策ワクチン接種事業費として、市民の３回目のワクチン接種を実施するた

め、接種体制を確保し、迅速かつ円滑にワクチン接種を進めてまいります。  

１３ページをご覧ください。  

２段目、「環境衛生費」につきましては、合葬墓地整備実施設計  業務

等委託費として、既存の市営墓地の区画数が少なくなっていることや社
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会情勢の変化にともない、多様化する市民の墓地ニーズに対応するため、

合葬墓地の基本設計・実施設計等を行ってまいります。  

また、環境対策事業費として、市指定文化財の磯山遺跡がある磯山地

区の環境保全や散策等における利便性の向上を図るため、トイレ及び駐

車場の整備を行ってまいります。  

次に、労働費でありますが、下から２段目、「勤労者対策費」につき

ましては、えるぼし・くるみん認定取得奨励金として、国から女性活躍

推進の取り組みや子育てサポート企業として認定された企業に対し、そ

の広告掲載を行った場合の経費の一部を、奨励金として助成してまいり

ます。  

１４ページをご覧ください。  

次に、農林水産業費でありますが、  

１段目、「農業振興費」につきましては、新規就農者育成確保支援事業

費として、引き続き、新規就農者の育成支援のため、農業施設・機械等の

初期投資の費用の一部や、研修費用、家賃などの支援を行ってまいります。  

２段目、「園芸特産費」につきましては、井頭周辺活性化事業の一環

として、観光いちご園の更なる拡充を図るため、研修支援事業費補助金

により、新たに観光いちご園を始める方の研修支援ができる体制整備を

行うとともに、井頭周辺農業拠点施設整備事業費として、あぐ里っ娘周

辺に収穫体験圃場の整備を進めてまいります。  

また、農業用廃プラスチック適正処理事業として、施設園芸の盛んな

本市の実情を勘案し、農廃プラスチックなどの適正な処理を支援するた

め、新たに、処理費用の一部を補助してまいります。  

次に、商工費についてでありますが、１５ページをご覧ください。  

１段目、「商業振興対策費」につきましては、新型コロナウイルス感

染症緊急対策資金利子補給金として、引き続き、緊急対策資金の利子補

給事業を行ってまいります。  

２段目、「工業振興対策費」につきましては、地場中小企業の競争力

の向上、経営基盤の安定及び体質強化を図るため、引き続き、企業立地

雇用促進補助金をはじめとした各種支援事業を総合的かつ計画的に推進

してまいります。  

３段目、「産業団地整備事業費」につきましては、早期分譲に向けて、

管きょ施設や緑地等の実施設計を行うとともに、幹線道路の市道 113 号

線の改良工事や造成工事を進めてまいります。  
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次に、土木費についてでありますが、１６ページをご覧ください。  

上から３段目、「若者・子育て世代定住促進住宅取得支援事業費」につ

きましては、若者の定住促進と子育て世代の負担軽減を図る  ため、市

内に住宅を取得し定住する中学生  以下の子どもがいる世帯に対し、引

き続き、取得した住宅に係る固定資産税相当額の一部を補助してまいり

ます。  

下から２段目、「都市計画総務事務費」につきましては、都市計画マ

スタープラン策定業務委託として、令和５年度末に現在の計画の中間年

度となるマスタープランについて、上位計画との整合や見直しなどの業

務を行ってまいります。  

一番下の段、「土地区画整理費」につきましては、荒町・田町地区の

都市計画道路中郷八木岡線の拡幅等に伴う中心市街地リノベーションを

進めるため、測量や調査業務などを実施してまいります。  

次に、１７ページをご覧ください。  

教育費でありますが、下から３段目、「就労者定住促進奨学金返還支

援事業費」につきましては、大学などに進学した学生が、卒業後に真岡

市内に住所を有し、就労した場合に、返還した奨学金の全部または一部

支援を継続することで、更なる定住促進を図ってまいります。  

１８ページをご覧ください。  

４段目、「情報教育推進事業費」につきましては、児童生徒１人１台のタ

ブレットの効果的利用と、ＩＣＴを活用した授業を進めるため、ＩＣＴ支

援員業務委託費として、学校に支援員を派遣するなど、情報教育の推進を

図ってまいります。  

下から２段目及び一番下の段、「小学校施設管理費」「中学校施設管

理費」につきましては、小中学校施設改修事業費として、防犯カメラや

電話設備などの更新を  計画的に行ってまいります。  

１９ページをご覧ください。  

４段目、「文化財保護費」につきましては、新庁舎周辺整備  金鈴荘再

整備工事費として、金鈴荘を文化・観光拠点として活用するため、南門

の開閉が可能となる整備を行うととともに、石塀の補強や庭園の遊歩道

整備を実施してまいります。  

２０ページをご覧ください。  

下から３段目、「スポーツ振興事業費」につきましては、レクリエー

ションスポーツ普及・スポーツ教室開催費として、「市民ひとり１スポ
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ーツ」を目標に、競技スポーツ及び生涯スポーツ・レクリエーションの

振興を図ってまいります。  

２１ページをご覧ください。  

２段目、「総合運動公園整備事業費」につきましては、第３期工区の

整備として、新たに、硬式兼軟式野球場の整備に着手してまいります。  

４段目、「学校給食センター管理費」につきましては、老朽化してい

る第一学校給食センターの建て替えを進めるため、引き続き、実施設計

業務を行うとともに、第二学校給食センターの調理能力を増強するため、

調査設計業務を行ってまいります。  

 続きまして、２２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、各市町の医療費や所得水準により決定さ

れる栃木県への納付金が減少したことや、被保険者数の減少により、減

額となっております。  

次に、２３ページの後期高齢者医療特別会計では、広域連合への納付

金が増加したことにより、増額となっております。  

次に、２４ページの介護保険特別会計保険事業勘定では、更なる地域

包括ケア  システムの推進を図ってまいります。なお、介護認定者や施

設の増加による保険給付費の増加により、増額となっております。  

次に、２６ページの休日夜間急患診療所特別会計については、引き続

き、事業の円滑な運営と適切な経理を行ってまいります。  

次に、２７ページの産業団地整備事業特別会計では、用地取得や物件

補償を進めるとともに、早期分譲を目指し、造成工事に着手してまいり

ます。  

 次に、２８ページの水道事業会計であります。  

水道事業会計については、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、浄水場の設備更新に取り組んでまいり

ます。  

次に、２９ページの下水道事業会計であります。  

公共下水道事業については、土地区画整理事業の進捗に合わせ、事業

の推進を図るとともに、適切な施設等の維持管理を行ってまいります。  

農業集落排水事業については、引き続き、処理施設の適正な維持管理

に努めてまいります。  

 以上が、令和４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、  
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真 岡 市 総 合 計 画 2020-2024 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。  

しかしながら、年々増加する社会保障関係経費や新型コロナウイルス

感染症により疲弊した経済活動の回復に向けた対応など、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。  

 

次に、令和４年度予算の執行にあたりましては、様々な行政課題に対

し迅速かつ的確に対応することを目的に、一部組織機構の見直しを行い、

執行してまいります。  

主な変更点について、ご説明いたします。  

１点目、総務部については、自治体 DX 推進計画に基づく本市行政のデ

ジタル化を推進し、行政運営の効率化、市民サービスの向上を図るため、

「デジタル戦略課」を新設し、現在の情報政策課及び学校教育課の一部

業務を集約いたします。  

２点目、総合政策部については、情報政策課を再編して秘書広報課と

いたします。  

また、総合政策課には、交通政策係を新設し、プロジェクト推進室は

「プロジェクト推進課」へ課名を変更いたします。  

令和４年度当初予算の概要についての説明は以上となります。  

次に、当初予算発表の場をお借りしまして、１件ご説明したい事項が

ございますので、お時間をいただきたいと思います。  

「事業復活応援金」についてでありますが、  

国においては、新型コロナウイルス感染症の影響で売上高が減少した事

業者に給付する「事業復活支援金」の申請受付が１月３１日から始まり

ました。  

本市におきましても、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、

事業収入が減少し、国の事業復活支援金の対象となる市内事業者を支援

するため、市独自の給付金を上乗せして支給いたします。  

市独自の「応援金」の支給対象者は、昨年の１１月から今年３月のい

ずれかの月の売上高が、過去３年のうち、対象とする同月比の３０％以
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上の減少があり、かつ市内に本社又は本店を有する法人、または主に市

内で事業を行っている個人事業主といたします。  

支給額は、１事業者あたり法人が１０万円、個人事業主が５万円で、

受付期間は令和４年４月１日から９月３０日までといたします。  

申請方法については、原則郵送のみの申請といたします。  

 今後、市ホームページや、真岡商工会議所、にのみや商工会を通じて

事業者への周知を図ってまいります。  

以上で説明を終わります。  


