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今後策定する各行政計画について 
 

 
１ 各行政計画の策定 

   本市においては，総合計画に掲げる都市像の実現に向け，計画的に施策・事業を展開するための各種行政計画を策定しており，平成２８年度以降に策定及び改定を予定している各行政分野の基本計画について，一括して報告

するもの 
 

２ 各計画の内容 

№ 
計画の名称 

〔所管部課〕 
策定の目的 計画の位置付け 計画期間 検討内容・策定体制・スケジュール等 

１ （仮称）宇都宮市国土強靭化地

域計画 

 

〔総合政策部 政策審議室 

 行政経営部 危機管理課〕 

国においては，東日本大震災の発

生などを踏まえ，平成２５年に「国

土強靱化基本法」を制定し，その基

本法に基づき，「国土強靭化基本計

画」を，また，栃木県においては，

同計画と調和を図りながら「栃木県

国土強靭化地域計画」を策定したと

ころである。 
このような中，本市においても，

東日本大震災以降も平成27年9月関

東・東北豪雨により大きな被害が発

生するなど，災害に強いまちづくり

の推進が必要となっており，地域の

脆弱性の把握と対策を講じることに

より，市民の生命を守るとともに被

災時の被害の低減を図り，最悪のリ

スクを回避するための施策を明確化

するため「（仮称）宇都宮市国土強靭

化地域計画」を策定する。 

・基本法第１３条に基づき，本市に

おける国土強靭化に関する施策を

総合的かつ計画的に推進するため

の計画 
・また，国の「基本計画」及び「県

地域計画」との調和を保つととも

に，本市の他の計画の国土強靭化に

関する指針となる計画 
 

Ｈ２９～３３ 

（５か年） 

 

１ 検討内容 

  現状と課題 

   国策定の「基本計画」や栃木県策定の「県地域計画」と調和を図りつつ，本市の地域特性に

応じたリスクシナリオ（最悪の事態）の設定や脆弱性の分析及び評価を実施することで現状を

把握し，対応すべき課題を抽出・検討 

  基本的な考え方 

  「基本計画」や「県地域計画」と調和を図り，地域の強靭化を推進 

  施策・事業 

 脆弱性評価を踏まえ，「基本計画」・「県地域計画」との調和を図りつつ，重点化・優先化する

取組やＫＰＩを設定 

 

２ 策定体制 

 

   別紙１のとおりとする。 

 

３ スケジュール 

   平成２８年 ５月～ 庁内策定委員会，幹事会，作業部会の開催 （３回程度 ） 

             有識者意見聴取（防災会議委員等） 

素案作成 

   平成２９年 １月～ パブリックコメント 

２月  庁議付議 ⇒ 計画策定 

平成２８年４月２７日

行政経営部 危機管理課

総合政策部 政策審議室

情報政策課

市民まちづくり部 みんなでまちづくり課

保健福祉部 健康増進課

教育委員会事務局 文 化 課



２ 

 

№ 
計画の名称 

〔所管部課〕 
策定の目的 計画の位置付け 計画期間 検討内容・策定体制・スケジュール等 

２ （仮称）第４次宇都宮地域情報

化計画 

 

〔総合政策部 情報政策課〕 

本市においては，これまで３次に

わたり地域情報化計画を策定し，各

種業務システムや電子行政サービス

の導入などに取り組み，行政の情報

化を進めてきたところである。 
近年，少子高齢化社会への対応や

活力ある社会を維持するための地方

創生など，地域課題の解決や地域活

性化が求められている中，ＩＣＴを

効果的に利活用することにより，市

民・企業等に身近な保健・福祉，産

業などの分野に重点を置きながら計

画的・継続的に地域情報化を推進す

るため，現行計画を改定し，「（仮称）

第４次宇都宮地域情報化計画」を策

定する。 
 

・総合計画の分野別計画として，本

市の地域情報化を総合的・計画的に

推進する基本的な計画 

Ｈ３０～３４ 

（５か年） 

１ 検討内容 

（１） 現状と課題 

  ・ 本市の情報化を取り巻く環境，国・県等の情報通信政策の動向 

  ・ 現状分析を踏まえた課題の整理 

（２） 目標の設定等 

  ・ 情報化を効果的に推進するための目標や施策・事業の指針となるもの 

（３） 施策・事業 

・ 地域情報化の推進に向けた施策・事業 

・ 重点的に取り組む施策・事業（保健・福祉・産業分野の地域情報化など） 

 

２ 策定体制 

 

別紙２「（仮称）第４次宇都宮地域情報化計画」の策定体制 

 

３ スケジュール 

 

平成２８年 ５月～ 地域情報化推進懇談会の開催（５回程度） 

        １０月  市民・企業等アンケート調査の実施 

        １２月  調査分析取りまとめ 

   平成２９年 ３月～ 計画素案の検討開始 

 １２月  計画素案の作成 

平成３０年 １月  パブリックコメント実施 

３月  庁議付議 ⇒ 計画決定・公表 



３ 

 

№ 
計画の名称 

〔所管部課〕 
策定の目的 計画の位置付け 計画期間 検討内容・策定体制・スケジュール等 

３ （仮称）第３次市民協働推進計

画（みんなでまちづくりプラン）

 

 

〔市民まちづくり部 みんなで

まちづくり課〕 

本市においては，平成２４年３月

に「第 2 次市民協働推進計画」を策

定し，様々なまちづくり活動主体の

連携促進と基盤強化を推進してきた

ところである。 
このような中，少子高齢・人口減

少社会の到来に伴い，地域おいても

自治会加入率の低下や担い手不足な

ど，様々な課題が生じている。   

今後とも地域の活力を保持し，こ

れまでの取組の支援強化を図るため

には，地域団体を核とし，様々な活

動主体が，主体性と対等な関係性を

持ってまちづくりに取り組む必要が

あることから，地域コミュニティの

将来の姿を見据えるとともに，今後

の持続可能なまちづくりを実現して

いくために事業者等の更なるまちづ

くり活動への参画も視野に入れ，社

会構造の変化に対応できる中長期的

な視点を持った「第３次市民協働推

進計画」を新たに策定する。 
 

・「第５次宇都宮市総合計画」の基本

施策を推進するための計画 
・「市民協働推進指針」に基づき，市

民協働のまちづくりを推進するため

の計画 
 

Ｈ３０～３９ 

（１０か年） 

１ 検討内容 

（１） 現状と課題 

  ・現行計画の評価と市民協働によるまちづくり事業の取り組み状況の把握 

 ・現状分析に基づく課題の抽出 

（２） 目標の設定等 

  ・市民，地域活動団体，非営利活動団体，事業者など多様なまちづくり活動主体がともに目指

す目標や行動の指針となるもの  

（３） 施策・事業 

・様々なまちづくり活動主体の基盤強化や人材の確保，育成支援 

・地域まちづくり組織や自治会の自主的，主体的活動の活性化促進 

・地域の個性に応じた地域まちづくり活動の支援体制の充実 

・事業者の特性を活かした協働のまちづくりの推進 

  ・多様なまちづくり活動主体の強みを活かし，相乗効果を発揮するための連携促進 

 

２ 策定体制 

 

別紙３「（仮称）「第３次市民協働推進計画（みんなでまちづくりプラン）」の策定体制 

 

３ スケジュール 

平成２８年 ６月～ 庁内策定協議（３回程度） 

７月～ みんなでまちづくり会議・地域まちづくり組織意見聴取 

９月～ 調査開始 

平成２９年 ４月  計画骨子，素案等検討開始 

１２月  計画案の作成 

平成３０年 １月 パブリックコメントの実施 

        ３月 庁議付議 ⇒ 計画策定 

 

※ 地域の現状分析や様々な主体からの意見聴取，本市で行われている協働事業の全体を把握する

とともに，「第６次総合計画」との整合を図る必要もあることから，２８・２９年度の２年間で 
策定し，現行計画を１年延長する。 

※ 地区行政の今後の進め方については，別途検討する。 



４ 

 

№ 
計画の名称 

〔所管部課〕 
策定の目的 計画の位置付け 計画期間 検討内容・策定体制・スケジュール等 

４ （仮称）第３次宇都宮市食育推

進計画 

 

〔保健福祉部 健康増進課〕 

本市においては，平成２４年３月

に「第２次宇都宮市食育推進計画」

を策定し，家庭，学校，地域，企業，

行政などが連携・協力しながら食育

を総合的かつ計画的に推進してお

り，市民等に「食育」が広く認知さ

れてきたところである。 
こうした中，国・県において，食

をめぐる環境の変化等を踏まえ，平

成２７年度に食育推進計画の改定が

あり，市においては，依然として若

い世代の朝食欠食や生活習慣病の予

防・改善に取り組む人の減少などが

みられており，こうした課題等を踏

まえ，食育のさらなる推進を図るた

め，平成２８年度で計画期間が終了

する現行計画を改定し，市と宇都宮

市食育推進会議が連携しながら，新

たに「第３次宇都宮市食育推進計画」

を策定する。 

・「食育基本法」第１８条に基づき，

食育を総合的かつ計画的に推進する

ため，国及び県の計画と整合を図り

ながら策定する計画 

・「第５次宇都宮市総合計画改定基本

計画」に基づき，食育の推進に関す

る施策の実施を推進するための計画

 

Ｈ２９～３３ 

（５か年） 

１ 検討内容 
   現状と課題 

・ 現行計画の評価 

・ 本市における食育の現状把握・分析 

・ 本市の特性や国等の動向を踏まえた課題の抽出  

  基本的な考え方及び目標の設定 

・ 現状分析から導き出された課題に対応するための基本方針等の設定 

・ 食育の実践に向け，家庭，学校，地域，企業，行政の各主体が連携して目指すべき目標の

設定 

  施策・事業等 

  ・ 食育の実践につながる施策 

・ 若い世代を中心とした食育の推進など重点的に取り組むべき施策 

・ 取組主体の役割 など 

 
２ 策定体制 

 

別紙４「（仮称）第３次宇都宮市食育推進計画」策定体制 

 
３ スケジュール 

 

平成２８年 ５月～ 食育に関する意識調査の実施 

７月～ 庁内推進検討委員会の開催（３回程度） 

９月～ 食育推進会議の開催（庁外組織）（３回程度） 

        １２月  計画素案の作成 

   平成２９年 １月  パブリックコメントの実施 

 ３月  庁議付議 ⇒ 計画策定 



５ 

 

№ 
計画の名称 

〔所管部課〕 
策定の目的 計画の位置付け 計画期間 検討内容・策定体制・スケジュール等 

５ （仮称）宇都宮市歴史文化基本

構想 

 

〔教育委員会事務局 文化課〕 

宇都宮市全域に所在する文化財

を，指定・未指定にかかわらず幅広

く捉え，的確に把握するとともに，

文化財をその周辺環境まで含めて，

総合的に保存し，人づくり・まちづ

くりなどに活用する考え方や方針な

どを定めるために，「宇都宮市歴史文

化基本構想」を策定する。 
また，本市の歴史文化を語るテー

マのひとつとして，大谷石に関連す

る文化財の現状把握や保存活用方針

の検討を進め，「日本遺産」の申請に

向けた基礎的情報等の収集・整理を

行う。 

・第５次宇都宮市総合計画改定基本

計画（後期基本計画）の基本施策「個

性的な市民文化・都市文化を創造す

る」を実現するための構想 
 
・第２次文化振興基本計画における

ひとつの分野である「歴史文化」の

振興に向け，長期的な視点から文化

財の保存活用の方針等をまとめ，市

民・事業者・所有者・行政等が一体

となって進めていく上での方向性を

示す構想 

Ｈ２９．１２～

Ｈ５０ 

(２０か年) 

１ 検討内容 

（１） 文化財の網羅的把握と歴史文化の特徴の整理等 

  ・ 既存調査の整理，補足調査，市民ワークショップなどにより市内の文化財を網羅的に把握

  ・ 網羅的把握を踏まえ，歴史文化の特徴を整理し，関連文化財群を設定 

 （文化財の単体としての価値ではなく，他の文化財や周辺環境との歴史的・地域的関連性(ス

トーリー性)に着眼して整理 ⇒ 保存のみでなく活用も視野に入れ検討） 

（２） 保存・活用の方針や考え方等 

  ・ 文化財の保存・活用の基本的な方針，関連文化財群ごとの保存・活用方針 

    未指定文化財の保存活用の方向性 など 

・ 歴史文化保存活用区域の設定基準や範囲 

・ 文化財の保存・活用を推進するための体制整備の方針 など 

 

２ 策定体制 

 

別紙５「（仮称）宇都宮市歴史文化基本構想」の策定体制 

 

３ スケジュール 

平成２８年  ４月～ 既存調査の把握・整理，補足調査の実施 

庁内策定委員会の開催（５回程度） 

７月～ 策定懇談会の開催（５回程度） 

８月～ 市民ワークショップの実施（市内４地区程度で実施予定） 

１２月  関連文化財群の設定 

平成２９年   １月～  保存・活用に関する考え方等に関する検討 

       ４月～ 推進体制の構築に向けた関係機関等との意見交換 

 １０月   素案作成 

１１月  パブリックコメント実施 

１２月  庁議付議 ⇒ 構想策定 

【参考】 

平成３０年  ２月  日本遺産への申請予定 

 


