
  

市民の声を正正正しく美美美しく伝え実行！！               

           池 上 まさみ  通信 
                                                

 

 

本市の平成２８年度予算は、一般会計３２９億６，０００万円、特別会計１９９億２，６１２万円、   

水道事業会計２２億６,８８９万円の合計５５１億５,５０１万円と、前年度に対して一般会計で 

８．４％増の近年にない大型な予算編成となりました。少子高齢化時代において、急激な人口減少に

歯止めをかけ、「まち・ひと・しごと総合戦略」事業も積極的に取り入れた予算であります。 誰もが、

安全で安心して住みやすい街づくりの一助とするために、何かありましたら皆様のご意見・ご要望を

どんどんお寄せください。 

今年 
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第４号 

 

平成２８年度予算成立 

平成２８年度 主な新規事業及び注目事業 

 

 

 

*子育て世代包括支援センター開設４２．２万円 

 

*奨学金返還支援       １２９．８万円 

*学校図書館司書（２名増員）  ８５２．６万円 

*英語指導助手配置（２名増員）及び  

英語キャンプ開催   ３，６１４．９万円          

*小学校施設整備      ９億６,１６８万円 

*中学校施設整備     １億５,６２０万円 

（統廃校に伴う校舎建設やトイレ等の改修整備） 

*障がい者地域生活支援事業 ８，１０６万円 

含）真岡市障がい児者相談支援センターの開設 

*介護施設等整備補助    ２億４２０万円 

*まちなか保健室の増設及び予防接種 

     ２億８，５４０万円 

（お知らせアプリやワクチン耐用による更新） 

*食育推進事業             １３２，６万円 

*日本一いちごの産地強化事業 

    １，４２７．６万円 

*里山林整備事業         ７１万円 

*林業・木材産業構造改革事業 

                   １億６,５００万円 

（新規就農・生産規模拡大者に支援） 

子子子育育育ててて支支支援援援事事事業業業   

教教教育育育環環環境境境ののの充充充実実実            

福福福祉祉祉・・・健健健康康康向向向上上上事事事業業業   

農農農業業業・・・林林林業業業振振振興興興事事事業業業   

 

*ケーブルテレビ施設光ケーブル化整備  

２億５,２４８万円 

*シティプロモーション冊子作成業務委託 

                ５００万円 

 

 

観観観光光光ののの振振振興興興   

地地地域域域情情情報報報通通通信信信基基基盤盤盤整整整備備備事事事業業業   

公公公共共共施施施設設設事事事業業業   
*大田山市営住宅解体整備   ２，６００万円 

*長田霊園整備        ５，６０５万円 

*急患センター新築設計委託  ８１１．６万円 

*芳賀赤十字病院施設整備補助３億１,２５０万

円 

円 



 

 

 

 

 

1 件目 安全・安心なまちづくりについて     

（１）防災対策の充実・強化について 

  ①現在協定を結んでいる自治体及び団体の現状と新たな連携について。 

  ②災害時のトイレ（マンホールトイレ）設置についての導入の考えはないのか。 

（２）地域連携について 

  ①生産年齢層の引きこもりの実態と対応について、特に「ポラリス・とちぎ」との連携は。 

  ②自治会組織（世帯数）の見直しと加入率向上についての考えは。 

 

【執行部答弁    井田 隆一市長】      

    

＊再質問につきましては、紙面の関係上、すべて省略させていただいております。 

２件目 効率的でわかりやすいまちづくりについて   

（１）健全な行財政運営について 

  ①現時点での電力自由化への対応は、どのようになっているのか。 

②指定ゴミ袋の収支実態はどのようになっていて、今後の見通し含め対応は。 

（２）市に対する土地の寄付行為について 

  ①現時点で登記の実態と今後の周知計画等は、どのように考えているのか。 

今回も、登壇させて頂きました。２月２４日 

２月定例議会は、２月１８日（木）から３月１１日（金）

までの日程でおこなわれました。執行部からの提出議案は、

平成 28 年度真岡市一般会計予算、特別会計予算を含む職員

の降給に関する条例制定の議案と、教育委員会教育長の選任

の同意及び国民健康保険税条例、市職員給与に関する条例の

一部改正等について、３５議案がいずれも原案どおり可決さ

れました。 質疑・一般質問は、２４日・２５日に各５名の

議員が登壇し、私は１日目に登壇して、次の４件について  

執行部の考えを問いただしました。 

＊災害時の協力・連携については、新潟県阿賀野市や埼玉県桶川市、そして福島県川俣町

を含め、報徳サミットの多くの市町村と締結し、真岡市建設業協同組合や管工事協同組合

や、（株）イオンとの締結をしているので現時点では新規は考えていない。 

＊マンホールトイレは、現在、簡易トイレを備蓄してあり、今のところ予定はない。 

今年度総合運動公園に便槽付きトイレベンチ５０基を整備していく。 

＊生産年齢層の引きこもりについては、実態調査はしていない。今後、福祉課やポラリス

とちぎとの連携等対応していく。周知方法もホームページを含め検討していく 

＊自治会については、引き続き加入率促進に向けＰＲしていく。組織については、自治組

織の観点から、地域からの要望等で検討していく。 

 



【執行部答弁  中里 滋総務部長・大関 正信建設部長・増山 明産業環境部長】 

３件目 教育のまちづくりについて      

（１）学力向上について                 

  ①教育行政における学力の定義について 

  ②外国語の向上について 

（２）統廃合計画に伴う学校整備について          

  ①山前小・中村小の増改築工事の具体的内容は 

  ②廃校後の校舎利活用に向けての庁舎内検討会議の計画・進捗見通しについて 

（３）教職員の安全衛生について 

   ①教員のメンタルヘルスについて（ストレスチェック制度の実施状況及び計画は） 

 

４件目 開かれた市政への推進ついて    

（１）政治への参加意識の高揚について 

  ①青年議会（Ｕ２０議会）の開催について 

②選挙立会人若年の積極的起用について 

【執行部答弁 井田 隆一市長  中三川 實選挙管理委員会書記長】 

 

 

＊電力供給会社は、平成２４年１０月に見直しをして、東京電力から特定電気業者ＰＰ

Ｓに変更し、年間約２,９００万円の経費削減に貢献している。 

＊指定ゴミ袋の平成２６年度収支は、販売総収入１億２,４８７万円で販売経費や製造経

費の合計は、４,６４２万円で、約７,８４５万円の差額がある。 この差額はゴミ収集

や不法投棄防止経費等に充当している。現時点での値下げは考えていない。 

＊道路の寄付については、内規で明確にされ登記に掛かる費用は、土地所有者が負担と

なるため、今後は個別の問い合わせに対してその都度対応していく。 

＊学力の定義としては、生涯にわたり学習する基盤が培われる知識・技能の習得と課題を

解決するための思考力。判断力、表現力と学習する態度を養うことである。 

＊外国語の向上については、２８年度ＥＡＴを２名増やし、英語キャンプを新規に行う。 

＊今年度山前小学校に、新たに鉄筋コンクリート造り４階建ての床面積２,７３６平方メー

トルを中村小学校は、増築で同じく鉄筋コンクリート造り２階建て、床面積 ６９４平方

メートルでトイレ等を含めて改良工事も行っていく。 

＊廃校後の利活用は、平成３０年４月以降に検討委員会を設置して協議していく。 

＊教員のメンタルヘルスについては、メンタルヘルス講座への受講や健康管理に努めてい

る。ストレスチェックに関しては、２７年度は、異動された教職員だけであったが、２８

年度からは、全教職員を規模に関係なく対象として実施していく。 

＊小中学生時に子ども議会を開催しているので、青年議会開催は、考えていない。 

＊選挙立会人に関しては、公職選挙法改正により、１８歳以上も投票立会人になれること

から、出前講座やホームページ等でＰＲをして若年層の起用に努めていく。 

 

【執行部答弁    酒井 勲教育長】 



 

 

 

 

 

 

）加入率向上きＫ 

 

池上まさみ活動日誌 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

1 日 地域新年会      15 日 地域新年会 

2 日 中学校同窓会     16 日 月一勉強会 

5 日 賀詞交換会      17 日 日産エルダー新年会 

8 日 地域新年会      25 日 連合栃木地域交流会 

9 日 消防出初式       26 日~28 日 会派視察研修 

10 日 成人式        29 日 芳賀地協新春の集い 

11 日 山前地区議員団新年会      

17 日 地域交流政策研究会 

 

            １月 

3 日  節分祭（西明寺）     16 日 接 見 

文殊尊               18 日  2 月定例議会開会 

4 日 立志式（山前中）    22 日 連合講演会 

8 日  議員協議会         24 日 一般質問 1 日目 

9 日 市民会館運営審議会    25 日 一般質問 ２日目 

10 日  市適応指導教室作品展 27 日  春闘生活闘争決紀大会 

16 日  議員協議会      29 日  民生文教常任委員会 

二宮公民館祭り 

 
1 日  民生文教常任委員会   18 日 東沼小学校卒業式 

4 日 特別通告         20 日  谷中町会総会 

8 日  予算審査特別委員会 東沼区町会対抗グラウンドゴルフ                     

10 日 山前中学校卒業式     23 日  ホンダ労組市政懇談会              

11 日 ２月定例議会閉会      25 日  月一勉強会 

12 日  第２分団２部消防団総会 27 日  グラウンドゴルフ大会  

13 日 両沼青少年健全育成懇談会 28 日 日産エルダーゴルフ大会  

            ３月 

            ２月 

【質問？教えて！！】 

真岡市のごみ袋は、高いのか？ 

お答えいたします！！】 

全国にある、１,７１８市町村

の中で、１,３６７市町村（７９．

６%）が、ゴミの有料化をして

おり、栃木県内 25 市町の内１２

市町が有料化し、真岡市は平均

であり、特に高くはありません。 

県外では、同じゴミ袋でも８０~

１２０円のところもあります。

ただし、足利市や鹿沼市のよう

に、ゴミ袋の価格を当初より下

げた市もありますので、今後、

引き続き調査してまいります。 

皆さんの疑問や質問に、今後も 

対応させていただきます。 

 

平成２６年度からゴミの有料化

に伴いゴミ袋を各世帯で購入する

ことになりました。市民代表や有識

者によるゴミ有料化検討委員会や

真岡市公共料金審議会を経て決定

した価格ですが、ゴミ袋が高いとの

声が聞こえてきましたので、調査し

ました。 

市民クラブ会派視察報告 １月２６日から２８日 

１月２６日(火)から２８日(木)までの、２泊

３日の日程で、大阪府門真市と京都府長岡京市

を視察してまいりました。門真市は商店街のま

ちおこしを含めた区画整理事業について、道路

の幅を広くして将来を見据え、コンパクトシテ

ィのまちおこしを、一方、長岡京市においては、

災害時のマンホールトイレについて、いち早く

目を向け平成２１年度から５年かけて順次設置

し、国の補助金を上手に活用しておりました。

両市の視察結果を、今後の市政運営の見張り役

として対応していきたいと思います。 

京都府長岡京市 



    

    

    

     


