
予防接種事業　･･････････････････ 2 億 8,339 万円

健康診査事業　･･････････････････ 1 億 6,680 万円
母子保健指導事業　･･････････････ 7,967 万円
まちなか保健室事業　････････････ 266 万円
国民健康保険事業　･････････････ 103 億 4,817 万円
後期高齢者医療事業　････････････ 6 億 2,703 万円
介護保険事業　･･････････････････ 49 億 6,864 万円

自然と潤いがある安全快適なまちづくり
住宅用太陽光発電システム設置補助事業 1,800 万円
家庭雑排水対策事業　････････････ 5,703 万円
ごみ減量化推進事業　････････････ 4,342 万円
公害防止対策事業　･･････････････ 785 万円
ごみ処理広域化事業　････････････ 4 億 1,044 万円
環境基本計画推進事業　･･････････ 545 万円
防災対策事業　･･････････････････ 5,838 万円
防災用監視カメラの設置や避難所へのケーブルテレビ
の引き込み工事を行います。

防犯対策事業　･･････････････････ 4,981 万円
市内全地区の防犯灯について、リース方式により LED
化の整備を行います。

消防施設整備事業　･･････････････ 2 億 7,576 万円
救急医療対策事業　･･････････････ 2,633 万円
市営住宅管理事業　･･････････････ 1 億 6,911 万円
住まいの耐震性向上推進事業　････ 1,465 万円
石塀等撤去費補助事業　･･････････ 300 万円
公共下水道事業　････････････････ 27 億 9,725 万円
農業集落排水事業　･･････････････ 5 億 8,217 万円
水道事業　･･････････････････････ 22 億 3,549 万円

▲ 総合運動公園の基本計画イメージ図

商工振興・商店会共同事業資金貸付事業 8 億 8,650 万円
商業活性化対策事業　････････････ 1,900 万円
商工振興資金保証料補助事業　････ 3,221 万円
街路旗設置事業　････････････････ 293 万円

企業立地・企業定着促進事業　････ 5,620 万円
工業用地有効利用促進事業　･･････ 1 億 1,428 万円
木綿会館駐車場整備事業　････････ 1,117 万円
久保記念観光文化交流館管理事業 1,872 万円
D51 形 SL 設置整備事業　････････ 2,953 万円

平成 27 年 4 月号（4）

暮らしやすさが実感できるまちづくり
土地区画整理事業　･･････････････ 19 億 3,294 万円
公園整備事業　･･････････････････ 7,539 万円
インターチェンジ周辺開発事業　･･ 6,793 万円
農道整備事業　･･････････････････ 3,200 万円
道路新設改良事業　･･････････････ 2 億 4,795 万円
道路施設点検事業　･･････････････ 3,024 万円
橋梁長寿命化補修事業　･･････････ 6,768 万円
地域情報通信基盤設備事業　･･････ 2 億 8,788 万円

真岡鐵道対策事業　･･････････････ 5,817 万円
地域公共交通事業　･･････････････ 6,858 万円

学びと歴史・文化が豊かな心を育むまちづくり

幼児教育推進事業　･･････････････ 1 億 3,284 万円
学校図書館充実化研究事業　･･････ 1,198 万円
小学校外国語活動支援員配置事業 310 万円
特別支援教育支援事業　･･････････ 552 万円
不登校対策事業　････････････････ 589 万円
複数担任制のための非常勤職員配置事業 5,884 万円
英語指導助手配置事業　･･････････ 2,872 万円
小中学校校舎等耐震補強整備事業 1 億 2,600 万円
小中学校施設改修等整備事業　････ 2 億 5,060 万円
年次計画に基づき、小中学校のトイレ改修整備や屋内
運動場等の電灯落下防止工事を行います。

社会教育推進活動事業　･･････････ 562 万円
青少年健全育成事業　････････････ 359 万円
文化財保護事業　････････････････ 3,152 万円
地域公民館振興事業　････････････ 3,577 万円
芸術文化振興事業　･･････････････ 2,307 万円
自然教育センター運営事業　･･････ 7,732 万円
科学教育センター運営事業　･･････ 4,748 万円

※■ ･････ 新規事業、一部新規事業

市単利用権設定等促進事業　･･････ 1,640 万円
新規就農者育成確保支援事業　････ 138 万円
新規就農・経営継承総合支援事業 3,225 万円
日本一のいちご PR 事業　････････ 149 万円
県単園芸産地総合戦略支援事業　･･ 510 万円
圃場整備事業　･･････････････････ 668 万円
雇用支援対策事業　･･････････････ 915 万円

▼暮らしやすさが実感できるまちづくり

今年度の予算の特徴は？

重点事業・新規事業を紹介します
平成 27 年度の

▼学びと歴史・文化が豊かな心を育むまちづくり

▼思いやりと安心に満ちたみんな元気なまちづくり

▼自然と潤いがある安全快適なまちづくり

▼地域と産業が調和する活力あるまちづくり

▼市民の知恵と夢で拓くみんなのまちづくり

ケーブルテレビ番組の充実
を図るとともに、平成 27年
9月からは指定管理者制度を
導入し、安定した運営を行い
ます。

みんなでつくる地域づくり事業　･･ 7,945 万円
行政情報番組制作放送事業　･･････ 411 万円
FM栃木のラジオ番組を通じて、行政情報や観光情報
およびイベント情報等を発信し、本市の魅力を広く
PRします。
人口減少対策事業　･･････････････ 400 万円
人口減少のための調査を実施するとともに、地方創生
に取り組むための総合戦略を策定します。
イメージキャラクター制作事業　･･ 102 万円
コットベリーのきょうだいキャラクターを公募により
制作します。

静岡市所有の蒸気機関車を
譲り受け、SLキューロク館
の敷地内に静態展示します。

市制施行 60 周年の
記念フラッグの代わ
りに、まちなかのにぎ
わいを創出するよう
な、新たなデザインの
街路旗を整備します。

▲ 街路に設置されていた市制施行 60 周年記念フラッグ

展示予定の D51 形 SL ▶

だれもが“ほっと”

できるまち　日本一安心なまち（5）広報もおか

乳幼児をもつ保護者が、スマー
トフォンや携帯電話などで予防
接種のスケジュールを管理でき
る「予防接種管理システム」を
導入します。

▼効率的で市民にわかりやすいまちづくり
公共施設等総合管理計画策定事業 500 万円
施設の更新・長寿命化・統廃合など、公共施設等の総
合管理計画の策定に取り組みます。

固定資産台帳整備事業　･･････････ 500 万円
庁舎建設事業　･･････････････････ 7,624 万円
行政評価推進事業　･･････････････ 59 万円

※表示単位未満は
　四捨五入しています。

平成 27 年度 真岡市当初予算概要・重点事業特集

スポーツ振興事業　･･････････････ 2,136 万円
総合運動公園整備事業　･･････････ 4 億 2,074 万円
引き続き北ブロックの整備を推進するため、平成 26
年度と平成 27 年度の 2カ年継続事業で、多目的広場
周辺整備を行います。

身体障がい者補装具給付事業　････ 1,668 万円
災害発生時の車いす用人力補助具の助成を行います。

障がい者自立支援医療給付事業　･･ 1 億 6,177 万円
重度心身障がい者医療給付事業　･･ 9,996 万円
障がい者自立支援給付事業　･･････ 8 億 7,730 万円
障がい者地域生活支援事業　･･････ 8,312 万円
臨時福祉給付金給付事業　････････ 1 億　503 万円
シルバーサロン事業　････････････ 444 万円
地域共助活動推進事業　･･････････ 404 万円
子どもの学習支援事業　･･････････ 381 万円
放課後児童健全育成事業　････････ 6,188 万円
子育て支援センター運営事業　････ 917 万円
特定教育・保育施設事業　････････ 16 億　152 万円
認定こども園・幼稚園・保育所や、地域型保育を行う
小規模保育事業者に対する給付および補助金の交付を
行います。
児童手当支給事業　･･････････････ 15 億　360 万円
児童扶養手当支給事業　･･････････ ２億 7,364 万円
子育て世帯臨時特例給付金給付事業 5,038 万円
こども医療給付事業　････････････ 3 億 3,342 万円
現物給付の対象を、これまでの 3歳未満から小学 6年
生まで拡大するとともに、月額 500 円の自己負担につ
いて、中学 3年生まで全て廃止します。
出産準備手当支給事業　･･････････ 2,167 万円

▼思いやりと安心に満ちたみんな元気なまちづくり


