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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２９年度に策定又は改定を予定している各行政分野の計画について，一括して報告するもの 
 

２ 平成２９年度に策定又は改定を予定している各行政計画の内容等（平成２８年度より継続して策定している計画は除く。） 

№ 
計画の名称 

〔所管部課〕 
計画の目的，策定・改定の理由等 計画期間 主なスケジュール 

１ （仮称）第４次宇都宮市男女共

同参画行動計画 

 

〔市民まちづくり部  

男女共同参画課〕 

（目的） 男女が互いに人権を尊重しつつ，その個性や能力を十分に発揮する

ことができる社会を実現する。 
（理由） 男女間の不平等感の解消や，意思決定の場における女性の登用率の

向上，男性中心型労働慣行等の変革，女性に対する暴力をめぐる状況

の多様化などに的確に対応し，時代に沿った施策を推進するため，現

行計画を改定し，新たな計画を策定する。 

Ｈ３０～３４ 

（５か年） 

平成２９年 ６月～ 男女共同参画審議会，庁内策定委員会などの開催 

      素案作成 

平成３０年 １月～ パブリックコメント 

３月  庁議付議 ⇒ 計画策定 

２ （仮称）第４次宇都宮市やさし

さをはぐくむ福祉のまちづく

り推進計画 

 

〔保健福祉部 保健福祉総務課〕

（目的） すべての市民が住み慣れた地域において共に支え合いながら安心し

た生活が送れるようソフト施策とハード施策を一体的に推進する。 
（理由） 生活困窮世帯への支援強化や，地域包括ケアシステムの整備などの

社会状況や国の動向等を踏まえるとともに，ネットワーク型コンパク

トシティ形成ビジョンなどとの整合を図りながら，福祉のまちづくり

を推進していくため，現行計画を改定し，新たな計画を策定する。 

Ｈ３０～３４ 

（５か年） 

平成２９年 ４月～ 庁内策定委員会などの開催 

      ８月～ 社会福祉審議会地域福祉専門分科会， 

地区別意見交換会などの開催 

１２月  素案作成 

平成３０年 １月～ パブリックコメント     

      ３月  庁議付議 ⇒ 計画策定 

３ （仮称）第８次宇都宮市高齢者

保健福祉計画・第７期宇都宮市

介護保険事業計画（地域包括ケ

ア計画） 

〔保健福祉部 高齢福祉課〕 

〔保健所総務課〕 

〔保健福祉総務課〕 

（目的） 高齢者が住み慣れた地域において健康で生きがいを持ち，いきいき

と暮らせる社会を実現する。 
（理由） 高齢化が進行する中，国の介護保険制度の見直しなど，高齢者を取

り巻く環境の変化等に適切に対応するほか，地域包括ケアシステムの

構築に向け，必要となる施策・事業に円滑に取り組むことができるよ

う，現行計画を改定し，新たな計画を策定する。 

Ｈ３０～３２ 

（３か年） 

平成２９年 ７月～ 庁内策定委員会などの開催 

          社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会からの意見聴取 

１１月  素案作成 

     １２月～ パブリックコメント 

平成３０年 ３月  庁議付議 ⇒ 計画策定 

４ （仮称）第５次宇都宮市障がい

者福祉プラン 

（仮称）第５期宇都宮市障がい

福祉サービス計画 

（仮称）第１期宇都宮市障がい

児福祉計画 

〔保健福祉部 障がい福祉課〕 

〔子ども部 子ども発達センター〕

（目的） 障がい者が地域の中で人格と個性を尊重され，安心して充実した生

活を送ることができる社会を実現する。 
（理由） 障がいのあるすべての人が住み慣れた地域で安心した生活を送り，

また，ライフステージに応じた切れ目のない一貫した支援の提供や，

身近な地域で暮らしを支援するサービスの安定的な確保を図るため，

それぞれの計画との整合を図りながら現行計画を改定し，新たな計画

を策定する。 

・福祉プラン 

Ｈ３０～３５ 

（６か年） 

・サービス計画 

・障がい児福祉計画

Ｈ３０～３２ 

（３か年） 

平成２９年 ７月～ 庁内策定委員会などの開催 

          社会福祉審議会障がい者福祉専門分科会・障がい者自立支援協議

会・発達支援ネットワーク会議などの開催 

     １１月  素案作成 

     １２月～ パブリックコメント  

平成３０年 ３月  庁議付議 ⇒ 計画策定 

５ （仮称）第２次うつのみや産業

振興ビジョン 

 

〔経済部 産業政策課〕 

（目的） 本市産業の持続的な発展，地域産業の充実・強化及び産業振興を戦

略的に推進する。 
（理由） 近年，ビッグデータの活用やＡＩの技術進展などによる社会経済情

勢が大きく変化していることから，本市産業の強みと弱みや，企業が

抱える課題などを踏まえ，産業・経済の動向に的確に対応していくた

めに現行計画を改定し，新たな計画を策定する。 

Ｈ３０～３４ 

（５か年） 

平成２９年 ７月～ うつのみや産業振興協議会，策定委員会などの開催 

     １２月  素案作成 

平成３０年 １月～ パブリックコメント 

      ２月  うつのみや産業振興協議会の開催 

      ３月  庁議付議 ⇒ 計画策定 

平成２９年４月２７日
市民まちづくり部 男女共同参画課 
保健福祉部 保健福祉総務課 
      高齢福祉課 
      障がい福祉課 
      保健所総務課 
子 ど も 部 子ども発達センター 
経 済 部 産業政策課 
      観光交流課 
都市整備部 都市計画課 
上下水道局 経営企画課 
教育委員会事務局 学校教育課 
      生涯学習課 
      教育センター 



２ 

 

№ 
計画の名称 

〔所管部課〕 
計画の目的，策定・改定の理由等 計画期間 主なスケジュール 

６ （仮称）第２次宇都宮市観光振

興プラン 

 

〔経済部 観光交流課〕 

（目的） 本市の地域資源の強みや特色を生かしながら，総合的・戦略的に観

光を推進する。 
（理由） 平成３０年度の栃木県でのデスティネーションキャンペーンや，平

成３２年度の東京オリンピック・パラリンピックの開催など，外国人

を含めた観光客の動きが活発化すると見込まれる中，観光に対するニ

ーズの多様化などに対応しながら，地域資源を最大限活用した観光の

総合的な推進を図るため現行計画を改定し，新たな計画を策定する。

Ｈ３０～３４ 

（５か年） 

平成２９年 ５月～  庁外策定懇談会，庁内策定委員会などの開催 

素案作成 

１２月～ パブリックコメント 

平成３０年 ３月  庁議付議 ⇒ 計画策定 

７ （仮称）第３次宇都宮市都市計

画マスタープラン 

 

〔都市整備部 都市計画課〕 

（目的） 都市計画の観点における土地利用の将来像と整備の方向性を明ら

かにし，行政と市民がそれらを共有しながら実現していく。 

（理由） ネットワーク型コンパクトシティの実現に向けた都市計画区域の

統合や施策の内容などを踏まえ，現行計画を改定し，新たな計画を

策定する。 

Ｈ４９を目標年次

とする 

（目標年次：概ね

２０年先） 

平成２９年 ４月～ 都市計画審議会，庁内策定委員会などの開催 

          素案作成 

平成３０年１２月～ パブリックコメント 

平成３１年 ３月  庁議付議 ⇒ 計画改定 

８ （仮称）第２次宇都宮市上下水

道基本計画 

 

〔上下水道局 経営企画課〕 

（目的） 上下水道サービスの質を高めるための様々な取組を推進する。 

（理由） 人口減少社会の到来に伴う水需要の減少や，施設の老朽化への対

応のほか，近年頻発する自然災害への対策の強化を図り，持続可能

なライフラインを構築するために，現行計画を改定し，新たな計画

を策定する。 

Ｈ３０～３９ 

（１０か年） 

平成２９年 ４月～ 上下水道局内策定委員会などの開催 

      ７月～ 上下水道事業懇話会にて意見聴取 

          上下水道局内連絡調整会議・経営会議審議 

     １２月～ パブリックコメント 

平成３０年 ３月  庁議報告 ⇒ 計画策定 

９ （仮称）第２次宇都宮市学校教

育推進計画 

 

〔教育委員会事務局 

学校教育課〕 

（目的） 本市学校教育の理念や基本方針及び基本目標，施策・事業等を明

らかにし，未来を拓くたくましい宮っ子を育む教育活動の展開と，

新しい時代にふさわしい学校づくりを進める。 

（理由） 情報化等の急速な進展，学習指導要領の改訂など，学校教育を取

り巻く社会情勢の変化に的確に対応するとともに，これからの社会

を創り出していく子供たち一人ひとりに求められる資質・能力を確

実に育成するための方策や，今後の学校の在り方等を明確化する必

要があるため，現行計画を改定し，新たな計画を策定する。 

Ｈ３０～３９ 

（１０か年） 

平成２９年 ３月～ 庁内策定委員会などの開催 

素案作成 

１１月～ パブリックコメント 

平成３０年 １月  教育委員会審議 

２月  庁議付議 ⇒ 計画策定 

10 （仮称）第３次宇都宮市地域教

育推進計画 

 

〔教育委員会事務局  

生涯学習課〕 

（目的） 市民一人ひとりが自己の人格を磨き，豊かな人生を送ることがで

きるとともに，地域ぐるみで人を育む社会を実現する。 

（理由） 社会の変化に対応することができる「自立した個人を養成する人

づくり」とともに，多様な人間と協働しながら主体的に行動できる

「地域を構成し活躍できる人づくり」を進めていくことが，これま

で以上に求められており，現行計画を改定し，新たな計画を策定す

る。 

Ｈ３０～３９ 

（１０か年） 

平成２９年 ６月～ 社会教育委員会議，庁内策定委員会などの開催 

素案作成 

平成３０年 １月～ パブリックコメント 

２月  社会教育委員会議開催 

３月  教育委員会審議 

庁議付議 ⇒ 計画策定 

11 （仮称）第２次宇都宮市学校Ｉ

ＣＴ化推進基本計画 

 

〔教育委員会 教育センター〕

（目的） 市立小中学校におけるＩＣＴ化を総合的かつ計画的に推進する。

（理由） 情報化社会の進展や次期学習指導要領の改訂を踏まえ，子どもた

ちが情報や情報手段を効果的に活用して主体的に課題を解決でき

る情報活用能力や確かな学力を身に付けていくとともに，教職員が

効果的なＩＣＴの活用や校務の情報化により教育への効果を高め

ていくことできるよう，現行計画を改定し，新たな計画を策定する。

Ｈ３０～３４ 

（５か年） 

平成２９年 ５月～ 庁内策定委員会などの開催 

          素案作成 

１２月～ パブリックコメント 

平成３０年 ２月  教育委員会審議 

庁議付議 ⇒ 計画策定 

 

 


