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平成２９年度総合計画進行管理対象主要事業の選定について 

 

Ⅰ 市民の安全で健康な笑顔あふれる暮らしを支えるために 

№ 項   目 平成２９年度の主な取組及び進行管理対象内容 主管課及び関係課

1 

健康づくりの推進 

●健康ポイント事業の構築 

●地域・職域連携による健康づくりの推進

 

 

 

●健康ポイント事業の構築 

◆平成３０年度の本格実施に向けた魅力的かつ効果的なポイント制度の構築 

◆地域団体等と連携した市民の積極的な参加促進 

◆企業・関係団体の参画促進など円滑な事業実施に向けた環境づくり 

●地域・職域連携による健康づくりの推進 

◆職場で健康づくりに取り組むための機運醸成 

 

健康増進課 

2 

地域包括ケアシステムの構築 

●地域包括ケアシステムの推進 

●高齢者の日常生活支援の充実 

●社会福祉施設等の整備促進 

 

●地域包括ケアシステムの推進 

◆「２４時間３６５日在宅医療提供体制」の検討 

◆在宅医療などに関する市民の理解促進 

◆在宅医療・介護連携を支援する相談窓口の設置 

●高齢者の日常生活支援の充実 

◆介護予防・日常生活支援総合事業のサービス提供体制の確保 

◆認知症高齢者対策の充実 

●社会福祉施設等の整備促進 

◆高齢者施設の着実な整備 

 

高齢福祉課 

保健所総務課 

 

3 

安心して子どもを産み育てられる環境の充

実 

●産後ケアの充実 

●子ども・子育て支援の着実な推進 

●ワーク・ライフ・バランスを生み出す環

境づくりの推進 

●産後ケアの充実 

◆産後うつの疑いのある母親の早期発見と状況に応じたケア制度の構築 

●子ども・子育て支援の着実な推進 

◆保育施設の施設整備や定員の弾力化による保育サービス供給量の確保と保育士の着実な確保 

◆子どもの家等事業の供給体制の確保と運営支援の強化 

●ワーク・ライフ・バランスを生み出す環境づくりの推進 

子ども家庭課 
男女共同参画課 
保育課 
生涯学習課 
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4 

地域の安全対策の推進 

●空き家等対策の推進 

●高齢者の交通安全対策の推進 

 

●空き家等対策の推進 

◆官民連携による空き家対策の着実な推進  

◆適正な行政処分の実施 

●高齢者の交通安全対策の推進 

◆高齢者の自転車安全利用教育の着実な推進 

◆高齢ドライバーの交通安全対策の強化 

 

生活安心課 

住宅課 

 

5 

溢水等被害対策の推進 

●溢水等対策事業 

●公共下水道（雨水幹線）の整備 

 

 

●溢水等対策事業 

◆奈坪川流域における被害軽減対策の実施 

●公共下水道（雨水幹線）の整備 

◆河川事業等関係機関との連携による効率的な整備 

◆雨水幹線整備工事（奈坪川１号幹線，新川９号幹線，中丸川１号幹線）の円滑な推進 

 

河川課 

道路保全課 

下水道建設課 

 

 
Ⅱ 市民の学ぶ意欲と豊かなこころを育むために 

№ 項   目 平成２９年度の主な取組及び進行管理対象内容 主管課及び関係課

6 

教育環境の充実 

●英語教育の強化 

●ＩＣＴ活用授業の推進 

●学校施設の計画的な整備・更新 

●英語教育の強化 

 ◆ＡＬＴ（外国語指導助手）の確保と指導力向上 

 ◆教員の指導力向上 

●ＩＣＴ活用授業の推進 

◆タブレット型パソコンや教育用ネットワークなどのＩＣＴの活用促進 

 ◆教員のＩＣＴ活用指導力の向上 

●学校施設の計画的な整備・更新 

◆テクノポリスセンター地区における新設小学校の着実な整備 

 

教育企画課 

学校管理課 

学校教育課 

教育センター 

7 

体育施設の整備充実 

●北西部地域への体育施設整備に向けた

方針の策定 

 

●北西部地域への体育施設整備に向けた方針の策定 

 

スポーツ振興課 
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Ⅲ 市民の快適な暮らしを支えるために 

№ 項   目 平成２９年度の主な取組及び進行管理対象内容 主管課及び関係課

8 

廃棄物処理施設の整備推進 

●新中間処理施設（仮称）新北清掃センタ

ーの整備推進 

●新最終処分場（仮称）第２エコパークの

整備推進 

●新中間処理施設（仮称）新北清掃センターの整備推進 

◆計画的かつ円滑な施設整備の推進 

●新最終処分場（仮称）第２エコパークの整備推進 

◆計画的かつ円滑な施設整備の推進 

廃棄物処理施設整備

室 

  

Ⅳ 市民の豊かな暮らしを支える活気と活力のある社会を築くために 

№ 項   目 平成２９年度の主な取組及び進行管理対象内容 主管課及び関係課

9 

持続的な産業振興の推進 

●雇用就労の促進 

●中央卸売市場の再整備に向けた関係者

との協議・調整 

●雇用就労の促進  

 ◆若者や女性などに対する雇用・就労支援の充実 

●中央卸売市場の再整備に向けた関係者との協議・調整 

 

 

商工振興課 

中央卸売市場 

10 

東京圏からの移住・定住の促進 

●企業立地・定着の促進 

●ＵＪＩターン就職・起業促進 

●東京圏における情報発信活動の強化 

●企業立地・定着の促進 

●ＵＪＩターン就職・起業促進 

◆ＵＪＩターン就職に関する効果的な情報発信 

◆起業希望者に対する支援の充実 

●東京圏における情報発信活動の強化 

◆情報発信ツールを活用した移住・定住の促進 

◆東京圏における移住希望者の掘り起こし 

 

政策審議室 
広報広聴課 
産業政策課 

商工振興課 

11 

「農業王国うつのみや」の推進 

●農業の生産力の向上 

●地域農業担い手の確保・育成 

●農業の販売力の向上 

●農業の生産力の向上 

◆ゆうだい２１等の新たな作物の販路確保，生産技術の習得 

◆夏秋いちごの新規参入者の受入れ体制の構築 

◆農地利用の集積・集約化の推進 

●地域農業担い手の確保・育成 

◆市外からの農業参入者の確保 

◆集落営農の組織化・法人化の促進 

◆関係機関と連携した企業参入の促進 

●農業の販売力の向上 

◆沖縄における新たな農産物の販路拡大 

◆農産物ブランドの強化 

農業企画課 
農林生産流通課 
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12 

戦略的な観光事業の推進 ◆本市ならではの魅力を活かした国内外からの誘客促進 

◆大規模スポーツイベントを活用した賑わいの創出 

 

観光交流課 
都市魅力創造課 

13 

大谷の地域資源を活かした産業・観光・歴史

文化の振興 

●地域資源を活かした産業振興 

●大谷観光の推進 

●大谷石に関する歴史文化資源の保存活用

の推進 

●地域資源を活かした産業振興 

 ◆冷熱エネルギー活用事業の具体化 

●大谷観光の推進 

◆地域の特性を活かした多様な資源の効果的な活用 

●大谷石に関する歴史文化資源の保存活用の推進 

◆日本遺産のストーリーの軸となる大谷石の魅力の導出と認定後の受け入れ態勢の確保 

 

観光交流課 

都市魅力創造課 

農業企画課 

農林生産流通課 

文化課 

 
Ⅴ 都市のさまざまな活動を支える都市基盤の機能と質を高めるために 

№ 項   目 平成２９年度の主な取組及び進行管理対象内容 主管課及び関係課

  地域拠点の形成 

14 

市街化区域・市街化調整区域における土地利

用の適正化の推進 

●立地適正化計画の策定 

●市街化調整区域における土地利用方針

の策定 

●立地適正化計画の策定 

◆都市機能誘導策の推進 

◆居住誘導に向けた計画素案の作成（誘導区域，誘導策の検討） 

◆居住や都市機能の立地誘導に向けた市民理解の促進 

●市街化調整区域における土地利用方針の策定 

◆地域拠点を中心とした郊外部の持続性を高める土地利用に向けた市民理解の促進 

◆開発許可基準等の見直し，支援制度の構築 

 

市街地整備課 

都市計画課 

  都心拠点の形成 

 

15 

中心市街地活性化の推進 

 

◆官民一体となった中心市街地活性化に資する効果的な施策事業の推進 

◆中心市街地における土地の有効活用の促進 

 

地域政策室 

16 

ＪＲ宇都宮駅西口周辺地区の整備推進 

 
◆整備計画の検討に向けた県など関係機関との協議調整 

◆ＪＲ宇都宮駅駅前地区の再開発事業の推進 

◆民間活力を活かした駅前広場との一体的な北地区の整備推進  

 

市街地整備課 
交通政策課 

17 

ＪＲ宇都宮駅東口地区整備事業 ◆整備方針の策定など事業化の推進 

 

 

地域政策室 
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18 

公共交通ネットワークの充実 

●ＪＲ宇都宮駅東側におけるバスネット

ワークの再編 

●ＪＲ宇都宮駅西側におけるバスネット

ワークの再編 

●地域内交通の確保・充実 

●交通ＩＣカードの導入 

 

●ＪＲ宇都宮駅東側におけるバスネットワークの再編 

 ◆バスネットワーク再編案についてのバス事業者との合意形成 

◆再編後のバスネットワークの利用促進策の検討 

●ＪＲ宇都宮駅西側におけるバスネットワークの再編 

 ◆ＬＲＴ導入後の公共交通ネットワークイメージの具体化 

●地域内交通の確保・充実 

◆郊外部における地域内交通の導入と持続的な運行 

◆市街地部における生活交通の確保 

●交通ＩＣカードの導入 

◆全国相互利用カードの片利用に向けた関係機関との協議・調整 

◆交通ＩＣカードの利活用策の検討・環境の整備 

交通政策課 

ＬＲＴ整備室 

19 

「自転車のまち宇都宮」の推進（自転車利

用・活用の促進） 

 

◆安全性の高い自転車走行空間の整備 

◆サイクリングロードの着実な整備 

◆中心市街地やバス停などの交通結節点における駐輪環境の充実 

道路建設課 

20 

ＬＲＴ整備の推進 

●ＬＲＴ整備に向けた取組の着実な実施 

●ＬＲＴ事業に関する市民理解の促進 

●ＬＲＴ利活用策の検討 

●ＪＲ宇都宮駅西側整備の検討 

 

●ＬＲＴ整備に向けた取組の着実な実施 

 ◆ＬＲＴ整備に向けた法定手続きと関係機関との協議調整 

 ◆ＬＲＴ整備の着実な推進 

●ＬＲＴ事業に関する市民理解の促進 

 ◆市民と一体となった協働広報の推進 

●ＬＲＴ利活用策の検討 

◆ＬＲＴの利用促進及びトランジットセンター周辺における土地利用の検討 

●ＪＲ宇都宮駅西側整備の検討 

 ◆ＬＲＴの整備区間の検討 

◆ＬＲＴ導入後の大通りの交通処理などの検討 

◆トランジットセンターの検討 

ＬＲＴ整備室 
政策審議室 
地域政策室 
交通政策課 
建設用地室 
都市計画課 
市街地整備課 

21 

（仮称）大谷スマート ICの整備 

●スマートＩＣの整備 

●周辺道路整備  

●スマートＩＣの整備 

◆関係機関と連携した整備の推進 

◆地域住民に対する理解促進・合意形成 

●周辺道路整備 

◆地域住民に対する理解促進・合意形成 

道路建設課 

 
Ⅵ 持続的発展が可能な都市の自治基盤を確立するために 

№ 項   目 平成２９年度の主な取組及び進行管理対象内容 主管課及び関係課

22 
市民協働の推進 

（仮称）地域貢献活動ポイント事業の構築

◆平成３０年度の実施に向けた分かりやすく参加しやすいポイント事業の構築 

 
みんなでまちづくり

課   


