
出産準備手当支給事業　･･････････ 2,167 万円
予防接種事業　･･････････････････ 2 億 7,141 万円
救急医療対策事業　･･････････････ 4 億 7,012 万円
健康診査事業　･･････････････････ 1 億 7,777 万円

母子保健指導事業　･･････････････ 7,022 万円
国民健康保険事業　･････････････ 107 億 7,369 万円
後期高齢者医療事業　････････････ 6 億 6,234 万円
介護保険事業　･･････････････････ 56 億 9,634 万円

防災対策事業　･･････････････････ 2,293 万円
交通安全対策事業 ････････････････ 879 万円

防犯対策事業　･･････････････････ 4,457 万円
住宅用太陽光発電システム設置補助事業 1,200 万円
市営墓地管理事業 ････････････････ 1,155 万円
ごみ減量化推進事業　････････････ 4,886 万円
清掃センター跡地整備事業　･･････ 4 億 4,470 万円

環境保全センター処分場最終覆土事業 ･･ 2,400 万円
ごみ処理広域化事業　････････････ 2 億 6,618 万円
若者・子育て世代定住促進住宅取得支援事業 1,513 万円
公園内防犯カメラ設置事業 ････････ 2,363 万円

市営住宅管理事業　･･････････････ 2,962 万円
消防施設整備事業　･･････････････ 6,295 万円
公共下水道事業　････････････････ 21 億 3,160 万円
農業集落排水事業　･･････････････ 5 億 3,344 万円
水道事業　･･････････････････････ 22 億 7,377 万円

商工振興・商店会共同事業資金貸付事業 9 億 1,800 万円
チャレンジショップ支援事業 ･････ 680 万円
真岡バル（まちなか飲食店食べ歩き
イベント）支援事業 ･････････････ 150 万円

企業立地促進事業　･･････････････ 4,728 万円
企業定着促進事業　･･････････････ 1,038 万円
新産業団地推進事業　････････････ 974 万円

真岡木綿会館管理事業　･･････････ 1,105 万円
久保記念観光文化交流館管理事業 ･･ 2,621 万円
SL キューロク館管理事業　･･･････ 2,083 万円

地域情報通信基盤設備整備事業　･･ 1 億 9,795 万円
真岡鐵道対策事業　･･････････････ 6,857 万円
平成 31 年春に予定される芳賀赤十字病院の開院に合
わせ、鐵道利用者の利便性の向上を図るため、最寄駅
の北真岡駅南口を改修する設計業務を行います。
地域公共交通事業　･･････････････ 6,513 万円
農道整備事業　･･････････････････ 4,850 万円
道路新設改良事業　･･････････････ 4 億 ,5344 万円
道路施設点検事業　･･････････････ 4,720 万円
橋梁長寿命化補修事業　･･････････ 1 億　634 万円
土地区画整理事業　･･････････････ 16 億 2,885 万円
樹木管理整備事業　･･････････････ 6,802 万円
インターチェンジ周辺開発事業　･･ 3,191 万円

幼児教育推進事業　･･････････････ 8,655 万円
総合学力調査事業　･･････････････ 869 万円
学校図書館専任司書配置事業　････ 847 万円
小学校外国語活動支援員配置事業 ･･ 310 万円
学校統合準備事業　･･････････････ 1,222 万円
教員研修事業　･･････････････････ 248 万円
複数担任制のための非常勤職員配置事業 5,942 万円
英語指導助手配置事業　･･････････ 3,590 万円
小学校統合施設整備事業　････････ 6 億 1,542 万円
文化財保護事業　････････････････ 2,587 万円
地域公民館振興事業　････････････ 5,836 万円
図書館管理事業　････････････････ 8,618 万円
芸術文化振興事業　･･････････････ 2,362 万円

自然教育センター運営事業　･･････ 6,624 万円
科学教育センター運営事業　･･････ 3,635 万円

※■ ･････ 新規事業、一部新規事業

農業次世代人材投資事業 ･････････ 3,975 万円
農用地集約化モデル地区事業　････ 200 万円
日本一いちごの産地強化事業　････ 1,227 万円
園芸産地拡大推進事業　･･････････ 540 万円
有害鳥獣被害防止対策事業 ･･･････ 212 万円

■暮らしやすさが実感できるまちづくり

重点事業・新規事業を紹介します

■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

■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
活力ある地域づくり事業　････････ 8,177 万円
ホームページリニューアル事業　･･ 800 万円
ふるさと寄附推進事業　･･････････ 1,539 万円
シティプロモーション推進事業　･･ 2,401 万円

■効率的で市民にわかりやすいまちづくり

庁舎建設事業　･･････････････････ 2 億 7,346 万円
事務職員用タブレット導入事業 ･･･ 177 万円
公共施設再配置計画策定事業 ･･････ 758 万円

行政評価推進事業　･･････････････ 142 万円
※表示単位未満は四捨五入しています。

スポーツ振興事業　･･････････････ 2,304 万円

体育館管理事業　････････････････ 5,667 万円

総合運動公園整備事業　･･････････ 5 億 2,933 万円

障がい者自立支援医療給付事業　･･ 1 億 6,761 万円
障がい者福祉サービス事業 ･･･････ 9 億 8,710 万円
障害福祉計画及び障害児福祉計画策定事業 461 万円
地域生活支援拠点整備事業 ････････ 292 万円
総合福祉保健センター管理事業  ･･･ 1,916 万円
ねたきり者等紙おむつ購入助成事業  ･･･ 1,473 万円
高齢者保健福祉計画･介護保険事業計画策定事業 340 万円
縁組対策事業　･･････････････････ 401 万円
こども医療給付事業　････････････ 3 億 4,639 万円
赤ちゃん誕生祝金支給事業　･･････ 2,348 万円

乳児おむつ購入助成券支給事業　･･ 2,157 万円
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 8,966 万円
特定教育・保育施設事業　････････ 19 億 7,769 万円
保育所等整備事業　･･････････････ 1 億 6,185 万円
子育て支援センター建設事業 ･････ 565 万円

  平成 29 年度の予算の特徴は？

子ども未来育成事業を推進すると
ともに、若手演奏家育成のため、
音楽発表の機会を提供するなど、
文化芸術の振興を図ります。

レクリエーションスポーツの普及
推進を図るとともに、県内全市
町を舞台とした国際公認の自転車
レース「ツール・ド・とちぎ」の
開催支援を行います。
第 2 回大会となる平成 29 年度は、
真岡市がコースの一部に予定され
ています。

総合体育館の耐震化、およびトレーニングルーム等の施
設を改修する設計業務を行います。

こども医療給付の現物支給
対象年齢を、これまでの小
学 6 年生から中学 3 年生ま
でに拡大します。また、第
3 子以降の赤ちゃん誕生祝金
を、現在の 3 万円から 5 万
円に拡充します。

旧清掃センター解体工事に続き、剪定枝や落ち葉などを
堆肥化するリサイクルセンターの建設工事に着手します。

利用者の安全確保や、犯罪の
抑止を図るため、年次計画を
立て、市内の公園などに防犯
カメラを設置します。

■自然と潤いがある安全快適なまちづくり

健診の受診率向上を図るた
め、これまでの電話や、は
がきに加え、インターネッ
トからの申し込みができ
る、健診 Web 予約システ
ムを新たに導入します。

まちなか飲食店食べ歩きイベント（真岡バル）を開催し、
新規顧客の確保、店舗のＰＲ、リピーターの増加を図
るなど、中心市街地の飲食店の活性化支援を行います。

企業誘致による雇用の創出や、
企業からのニーズに応えるた
め、北関東の交通の要衝とし
てのメリットを最大限発揮で
きる製造と物流の拠点を兼ね
備えた、新たな産業団地整備
の調査研究を推進します。

▲西真岡公園に設置されている
防犯カメラ

平成 28 年度に策定した公共施設等総合管理計画の目標
達成に向け、施設の存続、統廃合、廃止等を示す、個
別計画の策定に取り組みます。

井頭公園で開催される音楽の祭典「ベリテンライブ
2017」を新たに活用し、本市の魅力を積極的に発信し、
移住・定住の促進を図ります。

第 5 工業団地

第 1 回のポスター

▲平成 28 年度に行った大越
絵梨花フルートリサイタル

運転免許証を自主返納した高齢者
に対し、1 年間の公共交通無料券
に加え、タクシー利用券を月 2 枚、
年間 24 枚交付します。

平成 29 年度 真岡市当初予算概要・重点事業特集
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