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平成２９年度行政評価の結果等について 

 

 

１ 本市の行政評価の概要 

総合計画で掲げた長期的な目標の達成度を，包括的・体系的に評価するため，「政策評価」「施

策評価」「事業評価」の３階層で構成 
 

評価の種類 概 要 

政策評価 

総合計画基本計画の政策体系に基づき，基本施策における目指すべき市民生活
の状態の達成度を測り，市民満足度の向上を目指すもの 
（総合計画基本計画の改定に向け総括評価として複数年を対象に実施） 

〔平成２８年度実施済〕

施策評価 
基本施策に連なる各施策について，施策の進捗状況や市民満足度の推移などを

踏まえて，施策の課題抽出や今後の方向性を検討するもの 

事業評価 
各事業について，施策目標を達成するために何が有効であるかという視点か

ら，今後の取組方針を検討するもの 
 

〔参考〕施策評価の評価方法 

・ 各施策について，３つの評価指標に基づいて多角的・総合的な評価を実施 

・ 評価は，点数化による定量的な評価によって客観性を確保 
 

≪評価指標の概要≫ 

評価指標 概 要 

①施策指標の達成度 総合計画基本計画に掲げる施策指標の達成度を評価 

②市民満足度の推移 
市民意識調査結果において，各施策の満足度について「満足」又は「や

や満足」と回答があった割合（市民満足度）の推移を評価 

③主要な構成事業の

進捗状況 

総合計画基本計画のまちづくり戦略プロジェクトや主要事業から，主

要な構成事業として選択した事業の進捗状況を評価 
 

≪評価点数の考え方≫ 

評価指標 評価の区分［点数］ 

①施策指標の達
成度 

Ａ 達成度９０％超 

［３３点］ 

Ｂ 達成度７０％～９０％ 

［２５点］ 

Ｃ 達成度７０％未満 

［１５点］ 

②市民満足度の
推移 

Ａ 前年度より向上 

（＋５ポイント超） 

［３３点］ 

Ｂ 前年度同水準 

（±５ポイント以内） 

［２５点］ 

Ｃ 前年度より低下 

（－５ポイント超） 

［１５点］ 

③主要な構成事
業の進捗状況 
（原則５事業を 

構成事業に設定）

Ａ 計画以上 
（２事業以上が「計画以上」

の場合（「計画より遅れ」の

事業がある場合を除く。））

［３３点］ 

Ｂ 計画どおり 

（主に４事業以上が 

「計画どおり」の場合）

［２５点］ 

Ｃ 計画より遅れ 

（２事業以上が 

「計画より遅れ」の場合）

［１５点］ 

総合評価 
順調 

［９０点以上］ 

概ね順調 

［６５点以上９０点未満］

やや遅れている 

［６５点未満］ 

①②③の組合せ
（点数） 

ＡＡＡ（９９点） 

ＡＡＢ（９１点） 

ＡＢＢ（８３点） 
ＡＡＣ（８１点） 
ＢＢＢ（７５点） 
ＡＢＣ（７３点） 
ＢＢＣ（６５点） 

ＡＣＣ（６３点） 

ＢＣＣ（５５点） 

ＣＣＣ（４５点） 
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２ 評価結果の総括 

  施策評価（別紙１参照） 

【総合評価について】 

・ ８４施策のうち３つの評価指標の揃う８３施策においては，「順調」が６施策（７．２％），

「概ね順調」が７７施策（９２．８％）となっている。   

（「No.53 地域特性を活かした産業集積の促進」については，評価時点で評価指標が揃わな

いため，総合評価は行わず「市民満足度の推移」と「主要な構成事業の進捗状況」の個別

指標についてのみ評価を行った。） 

【個別の評価指標について】 

・ 「施策指標の達成度」については，１３４の指標のうち達成度が１００％以上となって

いるのは５４指標であった。引き続き，全ての指標において単年度目標が１００％以上と

なるよう取組を強化する必要がある。 

・  「市民満足度の推移」については，８４施策中８２施策で「前年度より向上」又は「前

年度同水準」で推移しているが，さらなる市民満足度の向上に向け，取組の強化を図る必

要がある。 

・ 「主要な構成事業の進捗状況」については，８４施策のうち８３施策が「計画どおり」

の評価であったが，引き続き，着実な取組の推進に向け計画的に事業に取り組む必要があ

る。 
 

［総合評価の結果概要］ 

区 分 施策数（割合） 

順 調 ６（  ７．２％） 

概ね順調 ７７（ ９２．８％） 

やや遅れ ０（  ０．０％） 

計 ８３（１００．０％） 
 
［主な施策分野の状況］ 

区 分 
施
策 
№ 

施策分野 ①施策指標の達成度 
②市民
満足度
の推移 

③主要な
構成事業
の進捗状況

総合 
評価 

Ａ評価が 

２つある 

施策 

16 
交通安全対策の充
実 

①交通事故発生件数 

目標 1,800 件／実績 1,738 件

達成度 103.6% 

②交通事故死者数 

目標 13人／実績 10人 

達成度 130.0% 

40.4%⇒ 

46.6%

〈+6.2〉 

計画 

どおり 

順調 

（91点）

【Ａ】 【Ａ】 【Ｂ】 

17 消費生活の向上 

①消費生活講座等の開催数 

目標 115 回／実績 108 回 

達成度 93.9% 

②消費生活講座等の受講者数 

目標 4,400 人／実績 4,162 人

達成度 94.6% 
 

34.1%⇒ 

43.8%

〈+9.7〉 

計画 

どおり 

【Ａ】 【Ａ】 【Ｂ】 

84 多文化共生の推進

在住外国人（外国人住民）を支援す
る民間ボランティア団体の会員数 

目標 865 人／実績 954 人 

達成度 110.3% 
 

16.1%⇒ 
22.4%

〈+6.3〉 

計画 
どおり 

【Ａ】 【Ａ】 【Ｂ】 
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  事業評価（別紙２参照） 

・ ８７０事業のうち，各事業の今後の方向性として，「継続」が７９４事業（９１．３％），

「見直し（予定を含む）」が７６事業（８．７％）となっている。 

・ 見直し対象事業については，少子高齢化の進展に伴う高齢期の生活の充実と子育ち・子

育ての支援，また，「農業王国うつのみや」の実現に向けた事業の拡大・改善が中心となっ

ている。 

・ 引き続き，改善に取り組みながら，効果的・効率的な事業執行を図っていく必要がある。 
 
 

［事業評価の概要］ 

区 分 事業数（割合） 

継 続 ７９４（９１．３％）

見
直
し 

（
予
定
を
含
む
） 

改 善  １９（ ２．２％）

拡 大  ３２（ ３．７％）

縮 小   ２（ ０．２％）

廃止・終了 

（統合・再編を含む） 
 ２３（ ２．６％）

小 計  ７６（ ８．７％）

計 ８７０（１００．０％）

  

  

３ 日本一施策事業について（別紙３参照） 

・ 市民が誇りや愛着を持てるような，全国に誇れる・選ばれるまちづくり事業（日本一施策

事業）を創出・推進するため，平成２８年度の取組から６８事業（新規４，継続６４）を選

定した。 

・ 昨年度までに選定した事業のうち，多くの自治体に取組が普及した事業等については，今

年度の選定から除外した。 

・ 本市において独自・先駆的に取り組んでいる「宇都宮ブランド戦略事業の推進」や「『小中

一貫教育・地域学校園』の推進」などの事業は，多くの自治体から視察を受け入れるなど，

本市の発信力の向上に寄与している。 

・ 今後とも，本市ならではの特徴ある施策・事業を創出・推進し，広くアピールすることに

よって，本市の魅力を更に向上させ，東京圏からの移住・定住の促進などの取組に活用して

いく。 
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［新たに選定した取組］ 

区 分 取組の考え方 主な取組 

トップ
クラス 

活動量やその成果など

が，客観的・定量的に全

国でトップクラスにあ

るもの 

 

◆特殊詐欺対策事業【新規】 

警察から提供を受けた特殊詐欺被害に関する情報を分析

し，被害者の実態や犯行の段階などに応じた被害防止対

策事業を構築 

 ⇒特殊詐欺に特化し，体系化したプログラムの策定は全

国でも先駆的な取組 

 ⇒特殊詐欺撃退機器の貸与台数は中核市トップクラス 

 

独自性 

宇都宮らし さや独 創

性・独自性があり，｢宇

都宮オリジナル｣や｢宇

都宮モデル｣として全国

に誇れるもの 

 

◆障がい者への合理的配慮の提供に係る周知啓発動画の作

成・放映【新規】 

 障がい種別ごとに全６種類の３０秒動画を作成し，市内

の動画広告モニター装置において放映 

 ⇒障がいのある方が出演し合理的配慮の提供を促す動画

の作成は珍しい取組 

 

先駆的 

市民ニーズや時代の趨

勢を見据え，全国の先駆

けとなるもの 

 

◆「コールセンター及びインターネットを活用した集団健

診の予約受付」の実施【新規】 

専用ダイヤルによるコールセンターとインターネットに

よる「集団予約システム」を組み合わせた集団健診の予

約受付を実施 

 ⇒コールセンターとインターネットを組み合わせた受付

は先駆的な取組 

 

◆げんきにごはん事業【新規】 

新たに小学校，中学校に進学した児童，生徒とその保護

者に対し，宇都宮産のお米セットと啓発パンフレットを

配付 

 ⇒小中学校１年生の家庭を対象としたものは県内初で，

全国でも珍しい取組 

 

 

４ 評価結果等の活用 

平成２９年度は「第５次宇都宮市総合計画」の最終年次であることから，計画の目標達成に

向け，各施策・事業に着実に取り組むとともに，各施策の進捗状況や課題の分析から導かれた

方向性を踏まえ，総合計画実施計画の策定や予算編成，行政改革の推進，補助金等の見直し等

に活用していく。 

 



（※2）

年次目標値
（H28）

実績値
（H28） 達成度 Ｈ２７ Ｈ２８

増減
（対前年） 点数 評価

健康寿命（自立して健康に生活できる期
間）

平均寿命の増
加分を上回る健
康寿命の増加

100.0% A

地域での健康づくり活動参加者数（人） 27,991 29,880 35,506 118.8% A

2 地域医療体制の充実
夜間・休日における市内二次救急医療機
関の救急搬送患者の受入率（％） 87.0 87.0 90.3 103.8% A 41.1% 46.8% 5.7pt A 計画どおり B 91点 順調

国民健康保険被保険者一人当たりの医療
費の増加率（対前年比）（％） 2.44 2.25 2.16 104.2% A

454億円 414億円

9.84%

国民健康保険税現年度収納率（％） 84.4 88.8 86.7 97.6% A

高齢者がボランティア活動へ参加している
割合（％） 10.0 12.5 － － －

みやシニア活動センター延利用者数（人） 2,631 6,000 6,596 109.9% A

5
高齢者の生活支援の
推進

介護認定を受けていない高齢者の割合
（％） 85.1 86.1 84.6 98.3% A 27.1% 22.3% -4.8pt B 計画どおり B 83点 概ね順調

福祉施設から一般就労に移行した障がい
者の人数（人） 29 68 71 104.4% A

就労継続支援事業所等における平均工賃
額（円） 18,250 16,293 89.3% B

施設入所者の地域生活への移行者数
（人） 128 114 89.1% B

グループホーム・ケアホーム利用者数（人） 378 367 97.1% A

地域での活動に取り組んでいる児童の割
合（中学1年生）（％） 45.2 55.5 47.2 85.0% B

放課後子ども教室に係る延べ地域活動者
数（人） 14,716 31,888 23,739 74.4% B

子育てに不安や負担を感じている人の割
合（％） 51.4 40.5 54.6 74.2% B

保育所入所待機児童数（人） 49 0 29 0.0% C

10
ひとり親家庭等への支
援充実

ひとり親家庭支援策による就業件数（件） 84 144 60 41.7% C 16.6% 18.8% 2.2pt B 計画どおり B 65点 概ね順調

児童虐待取扱件数に対する終結件数の割
合（％） 44.9 57.5 41.4 72.0% B

児童虐待防止等に関する地域組織の設置
（組織） 21 39 38 97.4% A

社会福祉協議会ボランティアセンターのボ
ランティア登録団体数（団体） 173 178 319 179.2% A

ボランティア養成講座受講者数（人） 457 542 338 62.4% C

災害時要援護者支援班設置地区における
台帳共有化率(共有地区/支援班設置地
区）（％）

80.0 96.6 77.7 80.4% B

市有施設のバリアフリー化施設の割合
（％） 65.8 75.0 73.5 98.0% A

障がい者シンボルマーク等の認知度（％） 44.9 61.4 48.2 78.5% B

保健・福祉に関する相談取扱件数（件） 57,381 58,730 58,488 99.6% A

生活保護受給者等の就労支援による就労
件数（件） 63 160 219 136.9% A

市内における人口千人あたりの刑法犯認
知件数（件） 14 11 8.8 125.0% A

日常生活において犯罪の被害に遭う不安
を少しでも感じる市民の割合（％） 58.5 50.0 48.8 102.5% A

交通事故発生件数（件） 2,535 1,800 1,738 103.6% A

交通事故死者数（人） 18 13 10 130.0% A

消費生活講座等の開催数（回） 64 115 108 93.9% A

消費生活講座等の受講者数（人） 2,682 4,400 4,162 94.6% A

18 食品安全性の向上 食品関係施設等の監視率（％） 94.0 99.0 100.0 101.0% A 43.5% 50.1% 6.6pt A 計画どおり B 91点 順調

生活衛生関係施設等の監視率（％） 85.0 100.0 100.0 100.0% A

犬・猫の引取り数（頭） 867 570 384 148.4% A

目標値達成
男性:78.58歳
女性:83.17歳

40.1% B計画どおりB

男性：78.47歳
女性：83.16歳

健康づくりの推進

-1.5pt31.8%33.3% 概ね順調

1 83点-1.7pt38.4%

B

（※1）　基準は，総合計画後期基本計画（H25～29）の改定時の現状値
（※2）　施策指標の達成状況で，複数年毎にしか指標を把握できないなど，数値がない場合「－」で表示
　　　    他に指標がない場合，総合評価は行わず「市民満足度の推移」と「主要な構成事業の進捗状況」を評価
（※3）　施策の満足度は，「満足」・「やや満足」と回答があった割合

概ね順調83点

評価
③現状値

(H23ほか)

施策評価の結果概要（平成２９年度）

保健・医療
サービスの質
を高める

計画どおりB4.5pt55.3%50.8%

B

医療保険制度の適正な
運営

3

概ね順調

A109.7%413億円
国民健康保険被保険者の医療費総額の
増加率（対H25比）

83点B計画どおり
高齢者の社会参画の
促進

4
高齢期の生活
を充実する

19.5%
障がい者の社会的自
立の促進

6

障がいのある
人の生活を充
実する

79点B計画どおりB2.6pt22.1%

計画どおりB3.4pt22.1%18.7%

78
障がい者の地域生活
支援の充実

7

11,661

概ね順調

児童健全育成環境の
充実

8

愛情豊かに子
どもたちを育む

317

概ね順調79点B

B計画どおりB-1.6pt33.1%34.7%

計画どおりB2.4pt29.8%27.4%子育て支援の充実9

11

12

都市の福祉力
を高める

13

概ね順調75点

B0.2pt17.8%17.6%
子どもへの虐待防止対
策の強化

概ね順調70点B

28.9%
市民の福祉活動への
参画促進

概ね順調79点B計画どおり

74点B計画どおり 概ね順調B-1.1pt27.8%

B計画どおりB-1.9pt32.8%34.7%
ユニバーサルデザイン
の推進

計画どおりB-0.1pt26.6%26.7%
社会を支える福祉支援
の充実

14

概ね順調79点

38.5%36.3%防犯対策の充実15

日常生活の安
心感を高める

概ね順調83点B

概ね順調83点B計画どおりB2.2pt

6.2pt46.6%40.4% 計画どおりA交通安全対策の充実16

43.8%34.1%消費生活の向上17

順調91点B

順調91点B計画どおりA9.7pt

1.4pt41.3%39.9%生活衛生環境の向上19 概ね順調83点B計画どおりB

6

5

4

2

1

評価
①

市民意識調査結果
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20 危機管理体制の充実 危機管理研修等参加人数（人） 274 295 385 130.5% A 32.6% 30.5% -2.1pt B 計画どおり B 83点 概ね順調

自主防災会を中心とした各地区防災訓練
開催数（回） 37 39 39 100.0% A

宇都宮市総合防災訓練の参加者数（人） 2,500 2,500 2,500 100.0% A

気管挿管・薬剤投与ができる救急救命士
数（人） 21 59 59 100.0% A

普通救命講習及びその他の救急指導受講
者数（人） 34,000 84,000 105,948 126.1% A

全生涯学習センターで開催される講座の
延べ参加者数（人） 23,582 24,487 20,167 82.4% B

図書館資料の貸出冊数（千冊） 4,075 4,875 3,849 79.0% B

放課後子ども教室に係る延べ地域活動者
数（人） 14,716 31,888 23,739 74.4% B

魅力ある学校づくり地域協議会による学校
教育支援活動数（回） 807 910 909 99.9% A

人材バンクの登録者数（人） 320 684 529 77.3% B

家庭教育サポーター養成講座修了者数
（人） 38 110 90 81.8% B

国語
80％以上 70.2 74.0 71.2 96.2% A

国語
50％未満 4.3 3.0 5.2 57.7% C

数学
80％以上 70.1 80.0 81.5 101.9% A

数学
50％未満 13.1 7.0 8.0 87.5% B

英語
80％以上 62.9 79.0 76.6 97.0% A

英語
50％未満 12.7 6.0 6.8 88.2% B

いじめ解消率（％） 96.9 100.0 99.3 99.3% A

新体力テスト総合評価Ａ段階の割合（中学
３年生）（％） 22.0 22.3 24.0 107.6% A

「児童生徒はきまりやマナーを守って生活
している」と回答した保護者の割合（％） 80.9 88.5 88.4 99.9% A

「学校は，家庭，地域，企業等と連携・協力
して，教育活動や学校運営の充実を図って
いる。」と回答した保護者・地域住民の割合
（％）

87.7 95 94.4 99.4% A

魅力ある学校づくり地域協議会による学校
教育支援活動数（事業数） 807 910 909 99.9% A

29 教育環境の充実 耐震化率（学校校舎・体育館）（％） 73.2 100.0 100.0 100.0% A 28.4% 29.6% 1.2pt B 計画どおり B 83点 概ね順調

30 特別支援教育の充実
個別の支援計画を活用して，特別支援教
育を実践している学校の割合（％） 96.8 99.6 98.9 99.3% A 24.2% 24.1% -0.1pt B 計画どおり B 83点 概ね順調

教員マイスター制度（受講者）とうつのみや
授業の達人（表彰者）の対象人数（人） 32 82 147 179.3% A

「教職員は協力し，児童生徒のよいところ
を認め，教えるべきことをしっかりと熱心に
指導している」と回答した全対象者の割合
（％）

90.3 96.0 95.3 99.3% A

幼稚園・保育園に入園していない児童（３
～５歳）の割合（％） 5.0 3.4 3.1 109.7% A

幼保小連携事業として「児童と園児の交
流」と「教職員間での情報交換，授業参観」
の両方を実施した市立小学校数（校）

58 68 68 100.0% A

市内８大学の公開講座数（講座） 73 87 60 69.0% C

奨学金貸付基準を満たす希望者のうち貸
与を受けることができた者の割合（％） 100 100 100 100.0% A

市民芸術祭，ジュニア芸術祭の参加者数
（人） 130,187 140,000 137,532 98.2% A

文化会館自主事業参加者数（人） 85,635 94,200 41,932 44.5% －

文化財保存団体数（団体） 52 52 52 100.0% A

文化財活用施設利用者数（人） 119,147 128,840 171,188 132.9% A

個性ある文化資源活用イベント入込客数
（人） 155,014 167,130 173,768 104.0% A

20歳以上の市民の週１回以上のスポーツ
活動実施率（％） 49.2 49.8 43.2 86.7% B

地域スポーツクラブがカバーする地域数
（地域） 6 12 10 83.3% B

スポーツ教室の参加者数（人） 40,919 43,000 49,066 114.1% A

37
スポーツを支える人材
の育成，団体の活性化

スポーツ指導者研修の受講者数（人） 700 780 688 88.2% B 30.5% 37.8% 7.3pt A 計画どおり B 83点 概ね順調

38
青少年の社会的自立
の促進

地域などでの社会的な活動に取り組んで
いる青年（２０歳代）の割合（％） 14.2 37.2 10.2 27.4% C 17.8% 18.8% 1.0pt B 計画どおり B 65点 概ね順調

39
非行・問題行動の未然
防止

初発型非行検挙補導人数（２０歳未満）
（人） 270 270 106 254.7% A 18.9% 17.8% -1.1pt B 計画どおり B 83点 概ね順調

11

12

10

防災対策の強化21危機への備
え・対応力を高
める

B1.2pt24.5%23.3%

計画どおりB1.0pt38.5%37.5%22

23

概ね順調83点

49.7%44.9%
学ぶ意欲の向上に向け
た学習環境の醸成

計画どおりB

B計画どおりB4.8pt

消防力・救急救助体制
の充実

30.2%
学校・家庭教育支援の
充実

24
生涯にわたる
学習活動を促
進する

概ね順調83点B

概ね順調75点

25

豊かな人間性と健やか
なからだの育成

27

概ね順調79点B計画どおりB4.5pt34.7%

高校・高等教育の充実

31.8%26.9%
学んだ成果を活かす仕
組みの構築

24.7%
地域と連携した独自性
のある学校経営の推進

9

概ね順調75点B計画どおりB4.9pt

計画どおりB

32

-0.7pt27.7%28.4%

33

学習内容定着度調査における正答率
（中学校３年生の国語，数学，英語）（％）学力向上の推進26

5.4pt30.1%

概ね順調77点

概ね順調83点B

B

28

計画どおりB3.9pt30.8%26.9%

0.7pt20.0%19.3%
高い指導力と情熱をも
つ教職員の育成

31 概ね順調

順調91点

83点

B

83点B

概ね順調

計画どおりB

計画どおり

B計画どおりB

A

34.5%35.1%

0.0pt

B28.6%

25.7%

-1.4pt27.2%

26.2%26.2%

7

幼児教育の充実

文化活動環境の充実34

個性的な市民
文化・都市文
化を創造する

8

信頼される学
校教育を推進
する

文化資源の保存，継
承，活用

B 概ね順調計画どおりB0.4pt26.1% 74点

計画どおり

35

概ね順調

概ね順調計画どおりB-0.6pt

83点B

83点B

概ね順調85点

健全な青少年
を育成する

生涯にわたる
スポーツ活動
を促進する

B計画どおり36 A6.9pt49.9%43.0%
スポーツ活動環境の充

実
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40 環境保全行動の推進 家庭版環境ＩＳＯ認定家庭数（世帯） 1,661 4,400 3,218 73.1% B 29.4% 33.4% 4.0pt B 計画どおり B 75点 概ね順調

41
地球温暖化対策の推
進

住宅用太陽光発電システム設置家庭数
（世帯） 4,196 11,500 10,017 87.1% B 21.6% 27.6% 6.0pt A 計画どおり B 83点 概ね順調

市民１人１日あたりの資源物以外のごみ排
出量（ｇ/日） 806 731 781 93.6% A

一人１日当たり家庭系ごみ排出量（資源物
以外） 552 543 552 98.4% A

43
廃棄物の適正処理の
推進

不法投棄発生件数（件） 507 300 323 92.9% A 47.2% 47.9% 0.7pt B 計画どおり B 83点 概ね順調

44 良好な生活環境の確保
工場・事業所数に対する公害苦情件数の
割合（％） 2.1 1.9 1.9 100.0% A 31.5% 34.5% 3.0pt B 計画どおり B 83点 概ね順調

45
安全で快適な河川環境
の整備

自然生態系などに配慮して整備している河
川の整備率（％） 58.0 60.3 62.5 103.6% A 43.6% 40.3% -3.3pt B 計画どおり B 83点 概ね順調

46 生物多様性の保全
生物多様性保全の意識を持った自然ふれ
あい活動の体験者数（人）

(25年度か
ら実施） － 4,800 4,328 90.2% A 26.4% 28.4% 2.0pt B 計画どおり B 83点 概ね順調

47 緑の保全・育成 緑化ボランティア登録者数（人） 174 250 265 106.0% A 34.9% 35.9% 1.0pt B 計画どおり B 83点 概ね順調

48
安全で安心な水道水の
供給

老朽配水管更新率（％） 71.0 99.0 100.0 101.0% A 68.6% 67.6% -1.0pt B 計画どおり B 83点 概ね順調

合流式下水道改善率（％） 61.0 100.0 100.0 100.0% A

老朽管渠改築更新整備率（％） － 88.0 65.7 74.7% B

下水道雨水幹線整備率 － 6.5 1.5 23.1% C

50 顧客重視経営の推進 顧客満足度（％） 68.0 74.0 68.9 93.1% A 36.8% 40.1% 3.3pt B 計画どおり B 83点 概ね順調

51
多様な住まいづくりの
推進

住宅のバリアフリー化率（％）
（２箇所以上の手すり設置又は屋内の段差
解消）

36.2 62.0 39.2 63.2% C 18.3% 20.4% 2.1pt B 計画どおり B 75点 概ね順調

住宅の耐震化率（％） 84.1 91.0 90.9 99.9% A

住宅用太陽光発電システム設置家庭数
（世帯） 4,196 11,500 10,017 87.1% B

53
地域特性を活かした産
業集積の促進

市内事業所数（製造業）（社） 582 630 集計中 － － 21.6% 22.9% 1.3pt B 計画どおり B － －

起業家セミナー参加者数（人） 72 95 168 176.8% A

宇都宮ベンチャーズ入居企業数（累計） 21 41 34 82.9% B

ＵＪＩターン起業促進補助金利用数（累計） 5 15 12 80.0% B

有効求人倍率（倍） 0.93 1.17 1.54 131.6% A

大学卒業者就職内定率（栃木県）（％） 88.2 94.0 97.7 103.9% A

56 魅力ある商業の振興 中心商業地の空き店舗数（店舗） 123 105 42 250.0% A 20.2% 23.1% 2.9pt B 計画どおり B 83点 概ね順調

57
中小企業の経営・技術
革新の促進

高度化設備設置補助制度を活用した企業
数（社） 25 40 35 87.5% B 15.9% 21.9% 6.0pt A 計画どおり B 83点 概ね順調

58
安定した経営基盤の確
立

制度融資における中小企業設備資金貸出
総額（千円） 497,000 620,000 339,206 54.7% C 13.9% 20.5% 6.6pt A 計画どおり B 73点 概ね順調

59 流通機能の充実 中央卸売市場年間取扱金額（億円） 464 564 415 73.6% B 30.5% 32.6% 2.1pt B 計画どおり B 75点 概ね順調

60
農林業を支える担い手
の育成・確保

認定農業者数（経営体） 660 760 748 98.4% A 12.4% 12.0% -0.4pt B 計画どおり B 83点 概ね順調

61
安定的な農林業経営を
支える基盤の確立

耕作放棄地面積（ha） 53.2 42.5 59.6 71.3% B 14.2% 12.0% -2.2pt B 計画どおり B 75点 概ね順調

62
良質な農林産物の生
産・普及の促進

うつのみや地産地消推進店数（店） 77 115 130 113.0% A 42.9% 37.5% -5.4pt C 計画どおり B 73点 概ね順調

63
環境と調和した農林業
の推進

エコファーマーの認定者数（人） 690 800 436 54.5% C 17.6% 15.8% -1.8pt B 計画どおり B 65点 概ね順調

64
おもてなしある受入体
制の充実

「来てよかった」，「また訪れたい」と感じて
いる来訪者の割合（％） 44.6 49.0 88.4 180.4% A 30.4% 30.8% 0.4pt B 計画どおり B 83点 概ね順調

20 65 観光資源の活用促進 年間入込客数（千人） 13,531 14,750 14,830 100.5% A 57.4% 56.4% -1.0pt B 計画どおり B 83点 概ね順調

66 都市と農村の交流促進 都市農村交流参加者数（人） 1,338,569 1,400,000 1,757,293 125.5% A 45.1% 44.5% -0.6pt B 計画どおり B 83点 概ね順調

地区計画導入地区数（地区） 22 23 24 104.3% A

市街化区域の宅地率（％） 54.8 55.3 56.5 102.2% A

人口集中地区（DID）人口（人） 384,583 392,000 385594 98.4% A

都市拠点(市内中心部）の通行量（平日）
（人） 103,880 109,000 － － －

69
地域特性に応じた安全
で快適な市街地の形成

土地区画整理事業の整備面積（ha） 2,077 2,142 2,135 99.7% A 36.1% 31.7% -4.4pt B 計画どおり B 83点 概ね順調

70 都市景観の保全・創出
景観形成重点地区等の指定地区数（地
区） 5 7 7 100.0% A 32.8% 31.0% -1.8pt B 計画どおり B 83点 概ね順調

年間公共交通利用者数（千人） 30,713 38,620 33,145 85.8% B

一日あたりの公共交通利用者数（人） 84,145 105,808 90,808 85.8% B

72
道路ネットワークの充
実

都市計画道路の整備率（％） 67.5 72.9 70.8 97.1% A 40.3% 36.0% -4.3pt B 計画どおり B 83点 概ね順調

73
自転車のまち宇都宮の
推進

自転車走行空間の整備延長（km） 14.5 28.2 23 81.6% B 22.2% 25.9% 3.7pt B 計画どおり B 75点 概ね順調

B計画どおりB-3.0pt43.2%46.2% 概ね順調83点

22

21

18

19

17

16

14

15

13
ごみの発生抑制，減量
化，資源化の推進（3R
の推進）

42

脱温暖化・循
環型の環境に
やさしい社会を
形成する

下水の適正処理の推
進

49
上下水道サー
ビスの質を高
める

良好な水と緑
の環境を創出
する

計画どおりB0.1pt52.8%52.7%

22.2%20.3%
住宅の安全性・環境性
の向上

52

快適な住環境
を創出する

概ね順調74点B

概ね順調79点B計画どおりB1.9pt

就労・雇用対策の充実55 B計画どおりB0.0pt

16.8%15.2% B計画どおり

21.8%

地域特性を生かした魅
力ある拠点の形成

地域産業の創
造性・発展性
を高める

83点21.8%

魅力ある観光
と交流を創出
する

農林業の付加
価値を高める

商工業の活力
を高める

B1.6pt

83点B計画どおりB

23.2%25.5%

概ね順調

25.1%
地域特性に応じた土地
利用の推進

71

概ね順調83点B

概ね順調

公共交通ネットワーク
の充実

-3.3pt21.8%

計画どおりB-2.3pt68

67

機能的で魅力
のある都市空
間を形成する

円滑で利便性
の高い総合的
な交通体系を
確立する

概ね順調73点C計画より遅れA7.8pt27.8%20.0%

新規開業・新事業創出
の促進

54 概ね順調78点
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74
協働によるまちづくりの
推進

まちづくりセンター及びボランティアセン
ターの登録団体数（団体） 348 580 780 134.5% A 22.2% 19.0% -3.2pt B 計画どおり B 83点 概ね順調

自治会加入率（％） 68.6 69.7 67.7 97.1% A

地域まちづくり計画推進地区数（地区） 14 36 26 72.2% B

76
市民の市政への参画
促進

政策特集に寄せられる意見の平均数（件） 37 67 78 116.4% A 28.2% 28.5% 0.3pt B 計画どおり B 83点 概ね順調

77
効果的で効率的な行政
経営システムの確立

行政改革推進プランの進捗状況（％）
（全取組中，順調に進められている取組の
割合）

98.8 95.0 98.2 100.0% A 21.9% 22.6% 0.7pt B 計画どおり B 83点 概ね順調

78 地区行政の推進
地区市民センターや出張所などの地域行
政機関を利用しやすいと感じている市民の
割合（％）

61.4 70.0 67.7 96.7% A 51.9% 48.3% -3.6pt B 計画どおり B 83点 概ね順調

79 行政の組織力の向上 組織目標達成率（％） 97.3 100 98.6 98.6% A 20.8% 20.9% 0.1pt B 計画どおり B 83点 概ね順調

公債費負担比率（％） 14.3 15 12.4 121.0% A

経常収支比率（％） 90.6 80.0 90.9 99.0% A

81 地域情報化の推進 身近な行政手続きの電子化率（％） 53.3 100.0 93.3 93.3% A 32.1% 25.4% -6.7pt C 計画どおり B 73点 概ね順調

82
かけがえのない個人の
尊重

子どもから高齢者まで，一人ひとりの権利
が守られていると感じている市民の割合
（％）

52.5 58.5 54.1 92.5% A 29.6% 31.0% 1.4pt B 計画どおり B 83点 概ね順調

83 男女共同参画の推進
社会全体で男女の地位が平等になってい
ると感じる市民の割合（％） 22.9 28.6 18.8 65.7% C 22.1% 26.6% 4.5pt B 計画どおり B 65点 概ね順調

84 多文化共生の推進
在住外国人（外国人住民）を支援する民間
ボランティア団体の会員数（人） 755 865 954 110.3% A 16.1% 22.4% 6.3pt A 計画どおり B 91点 順調

※　No53「地域特性を活かした産業集積の促進」については，評価時点で評価指標が揃わないため，総合評価は行わず，「市民満足度の推移」と「主要な構成事業の進捗状況」を評価

Ｂ ： 達成度７０％～９０％
［２５点］ 合計　　A　 88 A　 12 A　 0 順調 6

Ｂ ： 前年度同水準
（±５ｐｔ以内）　［２５点］ B　 31 B　 70 B　 83

概ね
順調

77

Ｂ ： 計画どおり（主要な構成事業
の８割以上が計画どおり）　［２５点］ C　 11 C　 2 C　 1

やや
遅れ

0

概ね順調 ： （主にＢ評価が２つ以上）
　［６５点以上９０点未満］ -　 4 -　 0 -　 0 -　 1

③主要な構成事業
の進捗状況

Ａ ： 計画以上（主要な構成事業
の２割超が計画以上）　［３３点］

総合評価
順調 ： （Ａ評価が２つ以上

（Ｃ評価がある場合を除く。））
　［９０点以上］

※評価の考え方

①施策指標
　Ａ ： 達成度９０％超

［３３点］

②市民意識調査結果
（施策満足度の推移）

Ａ ： 前年度より向上
（＋５ｐｔ超）　［３３点］

Ｃ ： 達成度７０％未満
［１５点］

Ｃ ： 前年度より低下
（－５ｐｔ超）　［１５点］

25

24

23
市民が主役の
まちづくりを推
進する

79点B計画どおりB0.3pt28.5%

財政基盤の強化80

行政経営基盤
を強化する

28.2%

市民の相互理
解と共生のここ
ろを育む

3.6pt19.0%15.4% B計画どおり

概ね順調

概ね順調83点B

地域主体のまちづくり
の促進

75

Ｃ ： 計画より遅れ （主要な構成事業
の２割超が計画より遅れ）　［１５点］

やや遅れている ：（Ｃ評価が２つ以上）
［６５点未満］
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1 地域・職域連携推進事業

【職域で健康づくりに取り組むための環境整備の充実】
　事業所における健康づくりを促進するため，新たに，健康づくりに取り組む事
業所の表彰制度の検討を進めるとともに，生活習慣病の予防のための運動指
導員等の事業所への派遣を，地域・職域連携推進協議会と連携し取り組む。ま
た，引き続き，事業所における健康づくりの取組の重要性について，講演会を
通じて事業主等に対して働きかける。

拡大

2 健康ポイント事業

【健康ポイント事業の構築】
　平成３０年度の事業開始に向け，実証事業を行い，参加者の行動や意識の
変化等について検証し，市民にとって魅力的かつ効果的な事業内容や運用方
法等を検討するとともに，企業・関係団体の参画を促進するため，商工会議所
など関係団体と連携・調整しながら事業構築に取り組む。

拡大

3 准看護師養成補助金
【准看護師養成所の運営体制の確保】
質の高い医療従事者を養成・確保するとともに，准看護師の市内での就業率の
向上のため，支援の充実を図る。

拡大

4 歯科衛生士養成補助金
【歯科衛生士養成所の運営体制の確保】
質の高い医療従事者を養成・確保するとともに，歯科衛生士の市内での就業
率の向上のため，支援の充実を図る。

拡大

5 特定健康診査等事業

【受診環境の整備・未受診者対策の強化】
特定健康診査については，様々な媒体による周知啓発や市民が受診しやすい
よう会場・日程の拡大に取り組むとともに，集団健診予約センターによる個別電
話受診勧奨などの未受診者対策の強化を図り，受診率向上に努めていく。
【健診サポート事業の継続実施・未利用者への利用勧奨】
特定保健指導については，引き続き健診サポート事業を継続して実施していく
とともに，集団健診予約センターによる個別電話受診勧奨を実施するなど，未
利用者への利用勧奨を粘り強く実施することにより，実施率向上に努めていく。

拡大

6 賦課徴収事業

【二重資格者の解消による適正賦課と滞納処分等による収納対策の強化】
国民健康保険税の適正賦課と収納率向上を図り，国民健康保険制度を安定
的に運営するため，引き続き宇都宮市国保経営改革プラン及び国保アクション
プランに基づき，二重資格者の解消など国保税賦課の適正化や，ペイジー収
納やコンビニ収納の利用拡大に取り組むとともに，平成29年度から事務嘱託員
の増員により，現年度分の収納対策や納付資力のある滞納者への滞納処分の
強化に一層取り組んでいく。

拡大

7 障がい者生活支援事業

【地域における相談支援体制のあり方検討】
　総合的・専門的な相談の対応や身近な場での相談支援など，障害者の相談
支援体制の充実に向け，基幹相談支援センターや障がい者生活支援センター
の円滑かつ効率的な運営と評価・検証を行うとともに，地域における相談支援
体制について問題把握と課題整理をした上で，そのあり方について検討を実
施する。
　また，平成２９年度から基幹相談支援センターに，障がい者生活支援セン
ターに対してケース支援への助言等を行う「障がい者相談支援専門指導員」を
配置し，相談体制の強化を図る。

拡大

事業評価における見直し事業一覧（平成２９年度）

No. 事業名称 事業の取組方針
見直し
（予定）

見直し区分（予定を含む）
拡大：主に事業費の拡大を伴うもの
縮小：主に事業費の縮小を伴うもの
廃止・終了：事業の廃止終了（統合を含む）を伴うもの
改善：上記以外の見直しを伴うもの

別 紙 ２

1



No. 事業名称 事業の取組方針
見直し
（予定）

8 障がい者への虐待防止事業

【虐待防止に向けた事業の拡充】
　引き続き，障がい者に対する虐待の通報に対し，迅速かつ的確に対応すると
ともに，高齢者や児童，DV等の関係機関との情報共有や連携強化を図る。
また，市民や障がい福祉サービス事業所に対し，虐待防止に関する周知・啓発
活動に取り組んでいく。
　また，２９年度から，障がい者等が擁護者などからの虐待により分離が必要な
際に，一時的な保護を行う「緊急一時保護事業」を実施する。

拡大

9 発達支援児保育事業費補助金

【保育所等における発達支援児の支援の充実】
発達支援児の健全な発達を促すため，教育・保育施設等での障がい児の受け
入れを促進するほか，適切な保育を受けることができるよう，平成29年度より休
日保育や一時預かり事業においても受け入れに対応する職員の人件費を補助
するとともに，施設や保護者へ周知し，必要な人が適切に利用できるよう徹底し
ていく。

拡大

10 妊婦健康診査

【妊婦健康診査の継続実施及び産婦健診の導入】
安心して妊娠期を過ごし，出産を迎えられるよう，妊娠異常の予防や早期発
見・早期治療を促し，引き続き，妊婦の適切な健康管理を行う。また，事業の趣
旨を含めた制度の十分な周知を行い，受診率の向上に努めながら，健康診査
を継続して実施する。
Ｈ２９年度から妊婦健診に加え産婦健診を2回実施し，支援が必要な産婦を早
期発見し，産後ケア，産後サポート事業などにつなげ，切れ目ない支援を実施
していく。

拡大

11 こんにちは赤ちゃん事業

【訪問指導員の資質向上と保健福祉事業との連携による支援】
出産後の育児支援や虐待の未然防止を図るため，引き続き，全戸訪問による
面接を実施する。また，面接率の向上や訪問指導員の確保及び資質の向上に
取り組む。H２９年度から，産後ケア，産後サポート事業を実施し，さらなる支援
の充実を図る。

拡大

12 訪問指導

【保健福祉事業との連携による支援の充実】
保健師等の訪問による支援を必要とする全家庭に対し，引き続き，関係機関等
と連携を図りながら，個々のニーズに合わせた支援を継続して実施する。Ｈ２９
年度から産後ケア，産後サポート事業を実施し，さらなる支援の充実を図る。

拡大

13 子育て世代包括支援センター

【きめ細かな相談支援体制の充実】
市内５か所に設置した子育て世代包括支援センターにおいて，保健師等の専
門性を活かし,妊産婦・子育て家庭の個別ニーズの把握及び情報提供・訪問指
導等，ワンストップ窓口による切れ目ない支援を実施していく。
Ｈ２９年度から産婦健診や産後ケア，産後サポート事業を実施し，出産直後の
母子への心身のケアや育児のサポートなど，切れ目ない支援の一層の充実を
図る。

拡大

14 要支援児童放課後応援事業費補助金

【モデル事業終了後の事業継続】
栃木県とのモデル事業として実施していた「要支援児童放課後応援事業」が平
成28年度で終了することから，引き続き，養育放棄等の状況にある要支援児童
を支援できるよう，市単独による要支援児童健全育成事業として事業を継続し
ていく。
また，支援を必要とする児童の増加に対応できるよう，運営団体の拡大に向
け，事業の担い手の確保を図る。

拡大

15 食品衛生監視指導業務

【監視指導・検査の定期的実施】
食品の安全を確保するため，食品の製造・加工・流通・販売等の各過程に応じ
た監視指導や市内流通食品等の抜き取り検査を計画的に実施していく。また，
重症化する恐れのある高齢者や幼児等に給食を提供する大規模施設につい
ては，生食用野菜等に対する検査項目を追加し，適切な洗浄・消毒が実施で
きるよう重点監視を行う。

拡大

16 動物愛護推進事業

【動物愛護思想の普及啓発と収容動物の譲渡推進】
犬猫の殺処分の削減を図るため，リーフレットの配布や広報紙の活用，各種講
習会の開催等により，動物愛護思想を普及啓発するとともに，これまでの随時
譲渡に加え，新たに譲渡会を開催していく。

拡大
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No. 事業名称 事業の取組方針
見直し
（予定）

17 剪定枝資源化事業

【資源化量の拡大】
　民間との連携によるチップの安定的・継続的な利活用先の確保や，適切な資
源化量に対応するための剪定枝の収集・受入体制の構築に向けた検討を行い
ながら，資源化量の着実な拡大を図る。

拡大

18
地域産業活性化支援事業
（販路開拓支援事業補助金）

【販路拡大の推進】
中小企業の海外進出の相談件数が増加しており，中小企業の海外ニーズが高
まっていることから，県や海外進出支援機関などとの連携や補助制度の周知徹
底を図り，企業の国内外への事業拡大や新たな事業提携先の開拓支援をして
いく。

拡大

19 ＵＪＩターン就職促進事業

【情報発信事業の実施及びＵＪＩターン就職支援の拡充】
ＵＪＩターン就職の促進を図るため，ガイド等による情報発信事業を行うことに加
え，市内中小企業の魅力の理解促進を図り，人材確保を支援していくため，イ
ンターンシップ受入れに取り組む中小企業を支援していく。

拡大

20 農業公社事業費補助金

【公社事業の効果的な実施に向けた支援の充実】
農地と新規就農の総合窓口としての機能を充実させるため，農地利用の集積
や集落営農の組織化等を担う「地域農業コーディネーター」を活用するととも
に，農業インターン制度や夏秋いちごの研修支援事業に対する支援により，新
規就農者の確保・育成を推進する。

拡大

21 担い手育成総合支援事業補助金

【農業再生協議会への活動支援】
本市農業を支える担い手のさらなる確保・育成に向け，市とＪＡ等関係機関が連
携した事業実施が有効であることから，市，農業公社，県，ＪＡ等の関係機関・
関係団体で構成される農業再生協議会の活動に対し，引き続き助成する。
東京で開催される「新・農業人フェア」や本市の「移住・定住相談窓口」等にお
いて，全国の就農希望者に本市農業の魅力を効果的にＰＲするとともに，農業
公社が新たに実施する「農業インターンシップ事業」などの体験事業への参加
者を確保し，本市への就農につながるよう，再生協議会に働きかける。
また，農業者を支えるパートナーの確保に向け，「農コン事業」に婚活を重視し
た交流会中心のプログラムを追加するため，補助金を拡充する。

拡大

22 遊休農地の解消・活用促進事業

【耕作放棄地の解消と未然防止】
本市の優良な農地を保全・確保するため，農業委員やＪＡと連携しながら耕作
放棄地の早期発見に努めるとともに，国や県の交付金や再生協議会の補助金
の制度を周知し，これらを効果的に活用することにより，耕作放棄地のより一層
の解消を図っていく。
また，夏秋いちごの生産振興と合わせた市独自の「耕作放棄地再生事業」を創
設し，効果的に耕作放棄地を解消する。

拡大

23 水田農業構造改革事業交付金

【農業再生協議会事業による水田農業経営への支援の充実】
　農業を取り巻く環境の変化に対応するため，消費者や実需者などの「需要に
応じた米づくり」として，ゆうだい２１の生産振興や食料自給率の向上に有効な
麦・大豆・飼料作物の生産振興などにより，安定した水田農業経営の実現に向
けて，協議会を通して支援する。また，水田の有効活用を図るため，保全管理
や調整水田などの「作物を作付していない水田」への作物作付を促進し，不作
付地を減少させる。

拡大

24 農産物ブランド推進事業

【トップブランドの選定と統一マークの作成によるPRの実施】
農林業経営の安定と消費者の信頼を確保し，宇都宮産農産物のブランド力向
上を図るため，市内イベントや「宇都宮餃子祭りイン横浜」，「ふるさと祭り東京」
などの集客力の高い市外イベントでの農産物ブランドＰＲを行うことに加え，これ
までのデータなど現状分析を行い農産物ブランドの見直しや統一マークによる
PR，観光都市などでのマーケティングに取り組む。
また，宇都宮－沖縄間の物流に関する共同研究を市内地域商社と実施し，物
流を確立していくとともに，リゾートホテルなど実需者のマーケティングや農産物
PRなども行っていく。

拡大
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No. 事業名称 事業の取組方針
見直し
（予定）

25
宇都宮産農産物輸出促進支援事業補
助金

【農産物輸出に対する機運の向上・輸出ルートの構築】
海外への新たな販路拡大を支援することにより，農業者所得の安定を図るた
め，輸出セミナーの開催を通して，輸出の機運を高めるとともに，市としても
ルート構築のため，農業者自らの取組への支援や農産物輸出コーディネー
ターを設置し，現地調査や農業者とのネットワーク構築による情報共有などに
取り組むことで，実際の農産物輸出に繋げていく。

拡大

26 農業技術高度化事業

【市内企業等の技術活用による生産課題の解決に向けた取組】
市内農業者の生産上の課題を抽出し，市内企業の技術とのマッチングにより，
課題解決に向けた新たな技術や機械等を創出するため，農業者との意見交換
や検討を行う。
また，次年度は，水稲栽培における水管理は省力化を図るため，生産者やＪ
Ａ，市内企業等と連携し，研究会においてＩＣＴを活用した水管理省力化の実
証実験を実施する。

拡大

27 新産地形成促進事業

【新たな作物の産地化に向けた生産拡大と販路の確保】
収益性の高い作物の産地形成に向け，大谷を中心とした夏秋いちごの生産拡
大を図るため，産地化計画を策定するとともに，産地協議会を中心に生産者の
確保や定植苗確保のための体制構築，生産施設等の導入支援に加え，販路
拡大のためのＰＲ等を実施する。
また，西洋野菜など，実需者のニーズに即した収益性の見込まれる作物につ
いても生産拡大に向け，作付作物の検討や試験栽培を行う。

拡大

28 宇都宮牛復興プロジェクト

【科学的飼養管理技術・優良肥育素牛導入の支援】
4等級以上の上物の出現率を更に向上させるため，飼養管理技術の向上への
取組を支援するとともに，宇都宮牛の更なる知名度向上やブランド力向上を図
るため，素牛の導入を支援する。
また，地域内一貫生産体制の構築など，今後，宇都宮牛の生産力の維持・向
上を図るため，畜産振興連絡会議を設立し，生産者や関係団体と連携し検討
していく。

拡大

29 有害鳥獣対策事業

【捕獲者の負担軽減に向けた事業の推進】
捕獲者の高齢化及び担い手不足などの深刻な状況にあるため，平成２８年度
から猟友会に有害鳥獣被害対策業務を委託し，猟友会が実施部隊を設置し，
実施部隊による組織的な捕獲や集落一体となった被害対策を講じるなど，実
施部隊の取組が一定の成果を挙げたことから，引き続き猟友会と連携し，組織
的な捕獲の強化を図りながら，被害対策に取り組む。
【有害鳥獣対策事業補助制度の周知】
イノシシの生息域の拡大に伴う農作物被害等を軽減するため，被害者自らが
対策を講じられるよう，わな狩猟免許取得，わな購入，防護柵設置の補助制度
を周知するとともに，ハクビシンによる農作物被害が増えている状況にあること
から，平成29年度からわな購入にハクビシン，アライグマを追加し，支援の強化
を図る。

拡大

30
観光振興促進事業
（補助金）

【観光施設・事業所出店の促進】
本市への誘客促進のため，伝統工芸，ものづくり等の体験施設や飲食・土産品
販売の施設を整備する事業者への支援を強化し，魅力ある体験型観光拠点の
充実を図り，着地型観光を推進する。

拡大

31
大谷・多気地区美観事業
（補助金）

【大谷地域の景観形成に向けた支援の充実】
「城山地区総合開発推進協議会」への支援を強化し，大谷地域の魅力ある景
観を創出することで，大谷地域の観光を推進する。

拡大

32 大谷特性活用支援事業

【大谷地域の特性・地域資源の活用促進】
大谷地域の一層の活性化に向け，大谷地域の特性や貴重な地域資源の有効
活用の促進や，新たな地域産業の創出等に資する調査研究活動も支援対象と
するなど，支援の拡充を図っていく。

拡大

33 民間保育所代替職員雇用費補助金

【補助対象の見直し】
平成29年度から，保育士等の研修については，国の公定価格において代替職
員の配置に要する費用が加算されることから，これまでの代替職員雇用費補助
金については，育児休暇取得についてのみを対象としていく。

縮小

4



No. 事業名称 事業の取組方針
見直し
（予定）

34 永年勤続表彰事業補助金

【補助事業の実施及び支援内容の見直し】
労働者の職場定着などを促進させるため，引き続き，永年勤続従業員表彰事
業の費用の一部を補助していくが，補助対象団体の自主的な活動を促しなが
ら，支援内容について見直していく。

縮小

35 一次予防事業

【介護予防の普及啓発と介護予防活動への支援】
　介護予防の普及・啓発に取り組むほか，介護予防活動を行うグループの立ち
上げ支援や効果的な活動の継続に向けた支援に取り組む。
（平成29年4月1日から総合事業における一般介護予防事業として実施）

廃止・
終了

36 二次予防事業
【介護予防・日常生活支援総合事業への移行】
　平成２９年度より介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活
支援サービス事業として実施する。

廃止・
終了

37
生きがい対応型デイサービス運営事
業

【総合事業開始に伴う事業の廃止】
　平成29年度より介護予防・日常生活支援総合事業において，同様の通所
サービスを提供していることから，平成28年度をもって事業を廃止した。

廃止・
終了

38 老人福祉電話の設置
【事業廃止の検討】
　他の類似事業（老人用電話貸与事業や緊急通報システム事業）との整理・統
合を進め，事業廃止を検討する。

廃止・
終了

39 訪問指導事業
【介護予防・日常生活支援総合事業への移行】
　平成２９年度より介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活
支援サービス事業として実施する。

廃止・
終了

40 特定疾患患者福祉手当（経過措置）

【経過措置の周知と新制度への移行推進】
　特定疾患患者の在宅生活を支援するため，引き続き，手当を支給する。ただ
し，平成29年10月から支給月額が5,000円から4,000円となるため，その周知を
図り，要件を満たす者について「難病患者福祉手当」への移行を図っていく。

廃止・
終了

41 交通安全母の会補助金

【補助事業の廃止】
　連合会へ加入する地区が減少し，市全域での活動が困難であることや，目的
や活動内容が類似する団体が存在することから，平成２８年度をもって補助事
業を廃止する。

廃止・
終了

42 大規模建築物耐震診断補助金

【補助制度の終了】
耐震診断が義務化された建築物に対する耐震診断補助については，対象とな
る全ての建築物への助成が完了し目的を達成したことから，平成２８年度末を
もって制度を終了した。

廃止・
終了

43 消防施設整備事業
【災害対策室等の整備完了に伴う事業終了】
　平成２８年度に災害対策室等の整備が完了したことにより，災害時に迅速か
つ的確に対応できる環境が確保できたことから，整備事業は終了する。

廃止・
終了

44 教職員ひらめき提案制度事業

【各学校の自主的な改善活動へ移行】
　制度開始以降，これまでに約820件の提案があり，職場環境等の改善が図ら
れ，各学校における改善意識が定着した。今後は，各学校の自主的な改善活
動へと移行し，これまでに蓄積された提案内容の更なる活用など，各学校の状
況に応じた効果的な改善を図っていく。

廃止・
終了

45 ジャズのまち活性化事業補助金

【ミヤ・ジャズインの開催支援】
毎回一定の集客があり，中心市街地活性化に寄与している事業であるため，今
後も補助制度を実施していくとともに，更なる発展に努める。また，平成29年度
からは，ジャズによる観光振興をさらに推進するため，観光交流課に事業を移
管し，観光の視点からも広くジャズをＰＲしていく。

廃止・
終了

5



No. 事業名称 事業の取組方針
見直し
（予定）

46 緑の相談所の運営

【緑化の普及啓発】
 緑の相談所における業務は平成２８年度をもって終了したが，今後とも緑化に
ついての情報発信や緑化に関わる人材を育成していくため，緑化講習会や緑
化ボランティア養成講座を他の既存施設で継続して行うほか，人材の確保と地
域の自主的な活動を促進していくため，学校や自治会等へ講師を派遣する移
動緑化講習会を新たに開始するなど，更なる緑化の普及啓発に取り組んでい
く。

廃止・
終了

47 資格取得講座の実施
【若年者雇用マッチング事業との統合】
より効果的な就労支援を実施するため，既存の若年者雇用マッチング事業と統
合したことから，平成２８年度をもって事業を終了する。

廃止・
終了

48 商店街次世代経営者育成事業補助金

【自主運営への転換】
平成27年度に引き続き，商工会議所協力の下「第３回宇都宮まちゼミ」を実施
し，商店街の枠を越え，新たなリーダーの育成及び「まちゼミ」の自主運営化に
結びつけたことから，平成28年度をもって事業終了とする。

廃止・
終了

49 発明相談事業負担金

【知財相談の県等との役割分担の整理】
弁理士による無料の知財等相談を商工会議所，栃木県発明協会と共催で実
施してきたが，栃木県産業振興センターによる支援事業など，企業等に対する
相談機会が充実していることから，平成28年度をもって事業終了とする。

廃止・
終了

50 水田農業災害対策事業

【大豆・そばのモニタリング検査経過による事業の廃止】
国の東日本大震災農業生産対策事業費補助金を活用し，大豆・そばの生産
者に対し，放射性セシウムの吸収を抑制するためカリ質肥料の購入費用を助
成してきたところであるが，毎年実施されるモニタリング検査において，本市に
おける大豆・そばの放射性セシウムの値は基準値を下回っており，東日本大震
災の原発事故による農作物への影響の抑制という所期の目的を達成したことか
ら，次年度以降，本事業は実施しない。

廃止・
終了

51 菜の花プロジェクト推進事業補助金

【菜の花プロジェクト推進事業の終了】
遊休農地の解消や農村地域の活性化のほか，資源循環型社会の構築を図る
ため，事業の実施により一定の効果を挙げてきたが，搾油した菜種油の消費拡
大や廃食油の回収・リサイクル等の取組が収益構造上問題があり，事業が成立
しなくなっていることから，新たに菜種の生産に取り組む団体がなく，平成２７年
度をもって活動支援団体の事業が終了し，平成２８年度をもって補助金交付を
廃止したことから，事業を終了する。

廃止・
終了

52
環境保全型農業生産振興対策事業補
助金

【農業用廃ビニールの適正処理の定着による事業の廃止】
共同処理による農業用廃ビニールの適正処理の量は年々増加し，取組は定着
しており，事業の目的は達成されたと考えられることから廃止する。

廃止・
終了

53
宇都宮テクノポリスセンター地区開発
整備推進協議会負担金

【宇都宮テクノポリスセンター地区開発整備推進協議会の解散】
宇都宮テクノポリスセンター地区開発整備推進協議会については，平成28年
度に当協議会が関与する造成宅地の処分が完了し，宇都宮テクノポリスセン
ター地区における施設立地促進を図るという所期の目的を達成したことから，
栃木県・都市再生機構と解散に向けた協議・調整を進め，平成29年度内に解
散する。

廃止・
終了

54 右折レーン設置事業

【市民生活に寄与する安全で快適な道路整備に向けた事業の統合】
　右折レーン設置にあたっては，交差点の円滑な交通環境を確保する事業とし
て有効であることから，優先順位を定め計画的に実施してきた。当初計画は概
ね達成されており，幹線市道整備事業，プロジェクト関連整備事業，生活道路
整備事業と合せて実施している状況を踏まえ，今後は上記事業と統合し，引き
続き交通管理者や道路管理者などの意見も踏まえ実施していく。

廃止・
終了

55 地域自治会議の運営

【地域自治会議の集大成を踏まえた取組推進】
　平成２８年度は，住民を代表する組織として設置された地域自治会議の設置
期間(１０年)が 終年度を迎え，合併市町村基本計画の執行状況や地域のま
ちづくりに関する施策について，地域自治会議の集大成として地域住民の声を
反映させた答申や提案が市に提出された。
　今後は，「地域のまちづくりに関する施策の提案」を参考にした地域ビジョンの
策定・実践など，まちづくり協議会と連携して地域まちづくりに取り組んでいく。

廃止・
終了
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No. 事業名称 事業の取組方針
見直し
（予定）

56 女性リーダー育成派遣事業市負担金
【とちぎウーマン応援塾への派遣】
平成28年度から県への負担金が廃止となっていることから終了するが，「とちぎ
ウーマン応援塾」へ派遣し，女性リーダーの育成に努める。

廃止・
終了

57 ときめく未来へ参画会議交付金
【自主運営への転換】
「ときめく未来へ参画会議」は10回目の節目となる平成28年度をもって廃止し，
平成29年度からは，通年で団体が主体的に実施する事業へ転換する。

廃止・
終了

58
ヘルスプランうつのみや事業
生活習慣病の発症予防・重症化予防
の推進

【保健指導の強化】
平成26年度より，特定健診のデータで糖尿病が疑われる方に文書・電話・訪問
等で，医療機関への受診に向けた保健指導を実施してきたが，平成２７年度か
ら特定健診にヘモグロビンA1c検査が必須化され，治療対象者が更に増加す
るため，保健指導の強化に努めていく。
その強化にあたっては，「栃木県糖尿病重症化予防プログラム」に基づき，対
象者抽出基準の見直しを行うなど，医療機関の早期受診が必要な市民に対
し，確実に治療につなげられるよう，より効果的な取り組みを図っていく。

改善

59 健診ＰＲ応援事業

【関係団体等と連携した健診の受診啓発活動の実施】
地域・職域連携推進協議会と連携して，健診の受診を促すリーフレットの作成・
配布を行うなど，事業所に向けた普及啓発活動を継続実施していく。
　また，健診ＰＲ応援企業の施設内でのポスターの掲示による受診勧奨の実施
などを要請していく。
【健診ＰＲ応援企業による特典サービス事業の見直し】
　健診ＰＲ応援企業による特典サービスの提供については，「健康ポイント事
業」の導入に合わせて，サービスの二重提供にならないよう，制度の見直しを行
う。

改善

60 病院群輪番制病院運営費補助金

【補助制度の充実】
二次救急医療体制の維持・確保を図るため，引き続き，病院群輪番制病院の
運営に要する経費の一部等を補助する。また，,平成29年度より，救急患者の
更なる円滑な受入に資するため，当番日以外での患者受入を考慮した補助制
度に見直しを行う。

改善

61 協力病院等運営費補助金

【補助制度の充実】
二次救急医療体制の維持・確保を図るため，引き続き，病院群輪番制病院を
支える協力病院等に対し，救急医療の運営に要する経費の一部を補助する。
また，平成29年度より，救急患者の更なる受入促進を図るため，受入件数に応
じた補助制度への見直しを行う。

改善

62 長寿祝記念品贈呈事業
【社会変化やニーズの把握と対応策の検討】
　社会状況の変化や高齢者のニーズを踏まえ，必要なｻｰﾋﾞｽが提供できるよ
う，事業内容の見直しを検討していく。

改善

63 地域包括支援センター運営事業

【地域包括支援センターの機能強化】
　地域ケア会議を充実し，地域のネットワーク強化を図るとともに，地域包括支
援センターの運営に係る事業評価を行いながら，業務改善につなげ，地域包
括支援センターの機能強化に取り組む。

改善

64
ひとり暮らし高齢者等の安心ネットワー
クシステム

【見守り対象者の把握と地域による見守り】
　民生委員などと連携し，見守りを必要とするひとり暮らし高齢者等の適切な把
握に努め，対象者に対しては，地域包括支援センターをはじめとする重層的な
見守りに取り組むため，地域ケア会議において見守り体制等について検討して
いく。

改善

65 子育て支援短期利用事業

【家庭における子育て支援の充実】
保護者が疾病その他の事情により居宅で児童を養育できなくなるなど，必要な
ときに支援が受けられるよう，引き続き，事業の積極的な周知を図りながら，子
育て家庭の支援に努めていく。
利用者の増加に対応するとともに利便性の向上を図るため，平成29年度から2
施設を新たに実施機関として追加し，計8施設において事業を展開する。

改善

7



No. 事業名称 事業の取組方針
見直し
（予定）

66
いきいき学校プラン推進事業
（宇都宮市学校教育推進計画）

【本市学校教育の更なる充実】
　学力や体力に係る各種調査や，アンケート調査などに基づく本市児童生徒と
学校の現状分析及び 市民ニーズ，次期学習指導要領等を踏まえた課題整理
を行い，新しい時代に求められる学校の在り方や，児童生徒に育むべき資質・
能力を明らかにすることにより，第２次計画を策定し，本市学校教育の更なる充
実を図る。

改善

67 ISO１４００１自己適合宣言維持

【ISO規格改定を踏まえた環境マネジメントシステムの構築】
　ISO14001の規格改定を契機に，本市独自の「もったいない」のこころを基本
に，これまでの環境管理により定着した職員の環境配慮意識や管理体制を活
かすとともに，既存の環境管理制度の統合を図った，新たな環境マネジメントシ
ステムを構築する。

改善

68 上下水道１日モニター

【上下水道利用者のニーズに関する多様な把握方法の検討】
　従来の上下水道1日モニター実施による顧客ニーズの把握については，参加
者のみの意見に限定されていたため，今後は，各種イベント等におけるアン
ケートや，ホームページによる意見聴取を実施するなど，より多くのお客様に対
して上下水道事業に対する意見を広く聴取できる方法について検討する。

改善

69 若年夫婦・子育て世帯家賃補助事業

【ネットワーク型コンパクトシティの形成に資する居住促進策の検討】
これまで中心市街地の賑わい回復（若年層の人口回復や中心市街地人口の
下げ止まり等）に一定の効果をあげてきた。引き続き，都心居住の推進に取り組
むとともに，人口ビジョンやまち・ひと・しごと創生総合戦略で掲げる出生率の上
昇や東京圏からの流入人口の獲得に寄与しながら，立地適正化計画の居住誘
導エリアの設定を見据えた，ネットワーク型コンパクトシティの形成に資する居住
促進策としての活用についても検討する。

改善

70 住宅取得補助事業

【ネットワーク型コンパクトシティの形成に資する居住促進策の検討】
都心居住の促進を図るため，平成26年度に制度創設し，宅建業者等さまざま
な関係団体への制度周知に努めてきたところであり，中心市街地の定住人口
の増加に一定の効果を上げている。引き続き，都心居住の推進に取り組むとと
もに，人口ビジョンやまち・ひと・しごと創生総合戦略で掲げる出生率の上昇や
東京圏からの流入人口の獲得に寄与しながら，立地適正化計画の居住誘導エ
リアの設定を見据えた，ネットワーク型コンパクトシティの形成に資する居住促
進策としての活用についても検討する。

改善

71 地域優良賃貸住宅供給促進事業

【良質な住宅ストックの形成に向けた継続支援及びネットワーク型コンパクトシ
ティの形成に資する居住促進策の検討】
子育て世帯や高齢者世帯などに対する良質な民間賃貸住宅の提供を通じ居
住の安定を図るため，引き続き事業に取り組むとともに，人口ビジョンやまち・ひ
と・しごと創生総合戦略で掲げる出生率の上昇や東京圏からの流入人口の獲
得に寄与しながら，立地適正化計画の居住誘導エリアの設定を見据えた，ネッ
トワーク型コンパクトシティの形成に資する居住促進策としての活用についても
検討する。

改善

72 住宅改修補助事業

【良質な住宅ストックの形成に向けた継続支援及び制度拡充の検討】
住み慣れた住宅の性能・機能を向上させることによる，良質な住宅ストックの形
成に向け，引き続き事業に取り組む。
また，空き家の利活用促進を図るため，平成26年度より，今後居住予定の空き
家住宅も補助対象住宅に拡充したところであり，更なる制度利用促進を図るとと
もに，既存住宅の更なる活用を促進するため，制度拡充について検討する。

改善

73 うつのみやアグリネットワーク推進事業

【新規会員の増加と新商品の開発に向けた支援】
６次産業化や農商工連携を推進し，宇都宮産農産物の需要拡大と振興を図る
ため，意欲のある農業者を中心に新規会員の発掘に努めるとともに，研究会や
交流会の開催による会員同士の交流促進や新たに商品開発に向けたワーク
ショップを開催し，新商品創出を促進する。

改善

8



No. 事業名称 事業の取組方針
見直し
（予定）

74 地産地消推進事業

【「地産地消マルシェ」開催等による地産地消の推進】
安全で安心な宇都宮産農産物を供給し，本市農業生産の振興及び市民の健
康で快適な食生活の確立を図るため，農産物マッチングコーディネーターを設
置し，農業者と実需者とのマッチングを進める「地場農産物・販売店等マッチン
グ事業」を引き続き実施し，地産地消の推進を図るとともに推進店の増加に繋
げていく。また，地産地消推進店を活用し，アグリファンクラブ会員を中心とした
「地産地消マルシェ」の開催やデスティネーションキャンペーンを見据えたフェ
アやPRを実施していくとともに，地産地消モニター制度を導入し，推進店の活
性化などに繋げていく。

改善

75 くちコミ特派員事業
【SNSを活用した情報発信の充実】
現行の特派員認定制度を見直し，新たにSNS等を活用した情報発信など，より
効果的な本市情報発信方法を検討する。

改善

76 行政評価システムの推進

【第６次総合計画の策定と合わせた指標設定方法の見直し】
　総合計画に掲げる長期的な目標の達成度を包括的・体系的に評価し，総合
計画の進捗状況を的確に把握するため，８４の施策について，「施策指標の達
成度」，「市民満足度の推移」，「主要な構成事業の進捗状況」の３つの視点で
総合評価を行う。
　また，第６次総合計画の策定に合わせ，指標や数値目標の設定の考え方等
の整理を行い，行政評価のさらなる精度向上に努める。

改善
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［取組の類型］

① 独自性
（日本で唯一，宇都宮独自）

② 先駆的
（日本で先駆け）

③ トップクラス
（日本でトップクラス）

［取組一覧］

№ 取組名 概　要 区　分 開始年度 所管課

【新たに選定した取組】４取組

1
「コールセンター及びインター
ネットを活用した集団健診の予
約受付」の実施

集団健診の予約受付について，専用ダイヤルによるコールセンターを
設置するとともに，インターネットによる「集団健診予約システム」の稼
働により２４時間の受付を可能とし，働く世代など，市民のライフスタイ
ルに応じた利便性の高い受付を行うことで，受診率の向上を図る。

独自性
先駆的

H28年度 健康増進課

2
障がい者への合理的配慮の提
供に係る周知啓発動画の作
成・放映

・市民や民間事業者等に対して，障がい者への合理的配慮の提供を
促進するための周知啓発動画を宇都宮メディアアーツ専門学校の学
生・教員が撮影・編集
・合理的配慮の具体的事例を障がい種別ごとに全６種類作成し，３０
秒動画として放映
・障がい（視覚，聴覚，肢体不自由，知的，精神）のある市民が出演
し，具体的配慮例をPR

独自性 H28年度 障がい福祉課

3 特殊詐欺対策事業

・特殊詐欺に特化した内容のプログラムを作成し，警察から提供を受
けた特殊詐欺被害に関する情報を分析し，被害者の実態や犯行の段
階などに応じた被害防止対策事業を構築するとともに，警察や金融機
関，地域などの関係機関・団体との連携・協力をより一層強化し，全市
一体となって被害に遭いにくいまちづくりを推進することとした。
・重点取組の中でも，不審な電話につながりにくくするため，事前に警
告メッセージを流す「特殊詐欺撃退機器」の貸与台数は中核市でも
トップクラスである。

先駆的
トップクラス

H28年度 生活安心課

4 げんきにごはん事業
　新たに小学校・中学校に進学した児童生徒とその保護者に対して，
宇都宮産のお米セットと啓発パンフレットを配付することにより，食育や
地産地消の重要性，農業の大切さなどへの理解を深めてもらうもの

独自性
先駆的

H28年度 農林生産流通課

活動量やその成果などが客観的・定量的に全国でトップクラスにあるもの

「全国に誇れる・選ばれるまちづくり事業（日本一施策事業）」
選定取組一覧（平成２８年度に実施した事業）

区　分 考え方
地域の資源やアイデアを活用し，宇都宮らしさや独創性・独自性があり，｢宇都宮オリジナル｣や｢宇都宮モデル｣とし
て全国に誇れるもの

市民ニーズや時代の趨勢を見据え，全国に先駆けて取り組むもの

別 紙 ３
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［取組一覧］

№ 取組名 概　要 区　分 開始年度 所管課

【過去に選定した取組】６４取組

＜健康・福祉・安全分野＞１３取組

1 健診ＰＲ応援事業
特定健診やがん検診等の受診率向上を目的として，市が実施してい
る全ての健康診査の受診者に対し，「健診ＰＲ応援企業として市に登
録した企業」による特典サービスの提供を行う。

独自性 H26年度 健康増進課

2
子育て世代の託児付き子宮が
ん・乳がん検診の実施

ボランティアサークルの協力のもと，託児が無料でできるがん検診を実
施

独自性
先駆的

H22年度 健康増進課

3
新たな二次救急医療体制の構
築

・救急告示医療機関の連携を強化し，新たに協力病院を位置づけ，
輪番制病院を支える体制を構築・稼働
・円滑な救急医療運営体制を確保するため，財政支援等を実施

独自性
先駆的

H21年度
保健所総務課

警防課

4
保健情報誌「みや健康ナビ」の
発行

感染症や食中毒予防など，日常生活に密着した保健情報の提供（年1
回発行）とともに，モニター調査員制度により，継続的に意見聴取

独自性 H23年度 保健所総務課

5
大学と連携した「マンガを取り
入れた薬物乱用防止啓発冊
子」の作成

文星芸術大学と連携し，「マンガを取り入れた薬物乱用防止啓発冊
子」を作成

独自性 H27年度 保健所総務課

6
自死遺族支援のためのマニュ
アルの作成

支援を行う者が自死遺族に対して適切に支援できるように遺族への接
し方や，保険など遺族が行うべき手続きなどの必要な情報をまとめた
マニュアルを作成し，保健師や行政関係職員，民生・児童委員，警察
官など自死遺族の支援を行う者に配布した。

先駆的 H26年度 保健予防課

7 妊産婦に対する支援の推進

子どもが欲しいと望んでいるにもかかわらず，子どもに恵まれない夫婦
への経済的支援及び安心して妊娠・出産できる支援の体制として，不
妊治療費や妊産婦医療費を助成
・特定不妊治療(体外受精・顕微授精)費について，上限30万（一部17
万5千円）まで助成
・人工授精治療費について，上限3万2千円まで助成（年1回，通算2
年）

トップクラス H21年度 子ども家庭課

8 障がい児発達支援の推進

・全国に先駆け，子ども発達センターを設置し，保健師や保育士，理
学療法士等の専門職により，相談から療育まで一貫して対応
・また，保育園併設専用施設において，発達が気になる乳幼児及びそ
の保護者が自由に利用できる広場を開設し，親子の交流の場を提供
するほか，親子の遊びや保育園児との交流を通して心身の発達を促
すとともに，子育てに関する相談や助言，必要に応じて関係機関への
紹介を行う。

独自性
先駆的

H19年度
子ども発達セン

ター
保育課

9
高齢者グループホームにおけ
る国基準を上回る居室床面積
の設定

高齢者グループホームの居室の床面積は，国の基準では「7.43㎡以
上」としているが，本市では条例で「10.65㎡以上」と規定しており，より
広い居住空間を確保することにより，使い慣れた家具等を設置したり，
ベッド・車椅子を利用しやすくした。

独自性 H24年度 保健福祉総務課

10 グリーンアンドレッドリボン運動

市民や地域，事業者などあらゆる機関，団体が一丸となって飲酒運転
を許さない地域づくりを進めるために，ＧＲリボンを交通安全運動や地
域イベントなどの機会，事業者，学校などを通して市民に配布すること
で，飲酒運転根絶に係る気運を醸成する。

独自性 H18年度 生活安心課

11 消費生活相談窓口の常時開設 年末年始を除く全ての日において相談窓口を開設 先駆的 H19年度 生活安心課

12 食品安全条例の制定
食品の安全確保に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため
の「計画の策定」や不良食品を排除するための「自主回収届出制度」
などを規定した条例の制定

独自性
先駆的

H19年度 生活衛生課

13
国・県・市災害対策連絡協議会
の設置

市域における災害の発生時において防災関係機関が連携し，迅速か
つ的確な対応ができるよう，自衛隊・警察・県・市・消防で構成する組
織の運営と合同訓練の実施

独自性
先駆的

H19年度 危機管理課

2



［取組一覧］

№ 取組名 概　要 区　分 開始年度 所管課

＜教育・学習・文化分野＞２６取組

1 宮っ子ステーション事業の推進

学校を拠点に住民等が主体となり，幼児期から学童期までの子どもの
育ちを地域ぐるみで支援するなど，宇都宮独自の運営を展開
・対象となる全ての小学校区毎に，小学校敷地内での開設を基本に，
放課後児童健全育成事業を実施しており，放課後児童の安全安心な
生活の場を確保
・放課後児童健全育成事業と放課後子ども教室事業の一体的運営
（宮っ子ステーション）
・乳幼児と保護者の交流（平日午前）
・小学校全児童を対象とした体験・交流活動（土曜午前）

独自性 H19年度 生涯学習課

2
魅力ある学校づくり地域協議
会の設置・運営

・市内全９３小中学校区において，①学校運営への参画機能，②学校
教育の充実に向けた機能，③家庭・地域の教育力向上に向けた機能
を併せ持つ本市独自の運営体制を構築
・地域住民や保護者による学校経営への参画，地域コーディネーター
による学校支援ボランティアの調整など，学校と地域をつなぐ役割を担
う。
・放課後児童の健全育成を図る「放課後子ども教室」の設立や，学校
に対する寄付の受け皿となる「学校応援基金」の設立など，魅力ある
学校づくり地域協議会の委員等が主体となって，地域の教育力を生か
した児童生徒の健全育成に係る事業を自主的に展開

独自性 H18年度
生涯学習課
学校教育課

3
教養講座「宮の朝活」の開催
（前期・後期）

・多忙で日ごろ講座などに参加できない20代から40代の働き盛り世代
や大学生を対象に，早朝の時間を有効に活用し，魅力的な学習機会
を提供する教養講座を開催
・講義前後に名刺交換や朝食をとりながら情報交換を行う時間等を設
け，参加者間の交流を促進

独自性
先駆的

H25年度 生涯学習課

4
「家庭の教育手帳」による家庭
における人づくりの推進

小中学校9年間を通した子どもの教育に関する便利帳を作成し，市内
全小中学校の保護者へ配付
・内容は毎年更新し，子どもの学齢期に応じた取組や成長記録，学校
の仕組みを一体化させた保護者向け冊子

独自性 H22年度 生涯学習課

5
視聴覚ライブラリーの運営と市
民団体の映画会活動

16ミリフィルム教材貸出本数が，全国でトップクラスの活動を展開 トップクラス H15年度
生涯学習課

（視聴覚ライブラ
リー）

6 うつのみやこども賞

児童自身が優れた児童図書を選定する事業を実施
・年間の 優秀作品を「うつのみやこども賞」として顕彰
・平成１４年子どもの読書活動優秀実践図書館として「うつのみやこど
も賞」が文部科学大臣表彰を受賞

先駆的 S59年度
生涯学習課
（図書館）

7
子どもの読書推進（子どもの読
書環境の充実に向けた図書館
づくり）

・市立小・中学校全校に学校図書館司書を配置，学校支援室設置（南
図書館），学校支援サービスの拡充等
・高校生の企画・運営による「高校生のための読書推進事業」の実施
や，ヤングアダルト図書の紹介などを掲載した高校生向け読書情報誌
「MIYATEEN」の発行（年1回，4,000部　中央図書館）

独自性
トップクラス

H18年度
生涯学習課
（図書館）

学校教育課

8
「小中一貫教育・地域学校園」
の推進

独自の「会話科」や「宮・未来キャリア教育」「宮っ子心の教育」「元気
アップ教育」などの特徴的なカリキュラム，地域教育力を生かした学校
教育活動支援
・学力向上非常勤講師や外国語指導助手の配置
・月1回程度の「小中一貫の日」による小中教職員の連携
・事務職員同士が相互支援を行うための地域学校園事務室の設置
・学校一人配置教職員（養護教諭，事務職員，学校栄養職員等）の連
携や，土曜授業の実施等

独自性 H22年度 学校教育課

9
スタンダードダイアリーの活用
による学校と家庭の連携推進

「スタンダードダイアリー」（学校教育スタンダード，宮っ子の誓い，心を
育てる５０の言葉，食育,本市ゆかりの百人一首等の内容を一体的に
掲載）を作成し，児童生徒が毎日使用する連絡帳や生活ノートとして
活用

独自性
先駆的

20年度 学校教育課

10
「スマホ・ケータイ宮っ子ルール
共同宣言」に基づく取組の推進

携帯電話等に係る問題から児童生徒を守るため，市ＰＴＡ連合会，市
青少年育成市民会議，市小・中学校長会，市教育委員会で「スマホ・
ケータイ宮っ子ルール共同宣言」を策定し（H27.2），それに基づき，
「ノースマホデー」，「フィルタリング設定１００％キャンペーン」などの取
組を連携して推進している。

独自性
先駆的

H27年度 学校教育課

3



［取組一覧］

№ 取組名 概　要 区　分 開始年度 所管課

11
「通学路交通安全プログラム」
に基づく交通安全対策の推進

通学路の交通安全を確保するため，教育委員会・学校，道路管理者，
警察が主体となり，スクールゾーンの設定・考え方や通学路の危険箇
所を関係者が合同で点検する手順をまとめたプログラムに基づいた交
通安全対策を実施し，平成２７年度には市内小学校６８校すべての通
学路に「スクールゾーン」文字の路面標示を設置

独自性 H25年度 学校健康課

12 元気っ子健康体力チェック
全ての児童生徒を対象に，「新体力テスト」を実施し，本市独自に体力
テストと食を含めた生活習慣に関するアンケート結果を分析し，児童生
徒の体力向上や健康保持に活用

独自性 H21年度 学校健康課

13
小・中学校全校及び給食セン
ターへの栄養職員の配置

全市立小中学校で，質の高い給食の提供や食育の指導を進められる
よう，栄養教諭・学校栄養職員の未配置校へ，本市独自に学校栄養
士業務嘱託員を配置

先駆的 H20年度 学校健康課

14 「お弁当の日」の実施

お弁当の献立立案等を通じて，食事について親子で共に考える機会
を創出し，自分の健康を考え，判断し，実践できる子どもを育成するた
め，小・中学校９年間の発達段階に応じた本市独自のねらいを設定
し，全市立小中学校で「お弁当の日」を実施

独自性
先駆的

トップクラス
H20年度 学校健康課

15
学校物品有効活用システムへ
のポイント制導入

学校物品有効活用システムを使用し，学校間の物品の貸借や譲り受
けによりポイントを付与し，学校の配当予算に還元
・地域学校園ごとに保有物品のリストを作成し，システムの利用拡大を
推進

先駆的 H20年度 学校管理課

16
学校応援基金の活用による特
色ある学校づくりの推進

学校を特定した寄付金を受け入れるため，「学校応援基金」を創設し，
地域と一体となった学校づくりを推進
・「魅力ある学校づくり地域協議会」が基金を設立し，管理・運営を実
施し，地域の支援による特色ある学校づくりを推進
・「魅力ある学校づくり地域協議会」が独自に運営資金を確保できる仕
組みづくりに役立つよう，「学校応援基金ガイドライン」を作成

先駆的 H21年度 学校管理課

17 地域学校園事務室の推進

・中学校区を単位とする地域学校園（中学校１校と小学校２～４校）の
学校事務職員で構成
・地域学校園事務室長を配置し，共同事務を行うとともに，学校事務の
効率化・平準化や教員の負担軽減，地域学校園予算の効果的な執
行，職場研修など，各地域学校園の実情に応じたさまざまな取組を実
施

独自性
先駆的

H24年度 学校管理課

18 特別支援教育の推進

・中核市で一番早く策定した特別支援教育に関する基本計画に基づ
き，全小中学校内に特別支援教室(かがやきルーム)を設置するととも
に，専属の指導員を全校に配置し，通常の学級に在籍する発達障が
い等の傾向のある児童生徒の個別指導や小集団指導を実施
・22年度から企業の協力を受け，中学校特別支援学級生徒を対象と
する「写真教室」及び「写真展」を開催

先駆的 H20年度 教育センター

19
不登校児童生徒の適応支援事
業の推進

・全国に類を見ない個別対応型の適応支援教室「まちかどの学校」を
設置
・多くのボランティアによる約５０のゼミ活動を設定するなど，児童生徒
の活動の幅を広げる活動を実施するとともに，平成２８年４月には施設
を新築し，個別対応から小集団活動まで，段階的かつ柔軟な対応が
できるようにした。

独自性 H16年度 教育センター

20
返還免除型育英修学資金貸付
制度

大学，短期大学，専門学校（専門課程）の在学者を対象に貸付するも
ので，奨学生が， 終学校卒業後1年以内に本市に居住し，引き続
き，5年間居住を継続することを要件に，返還を免除する制度

先駆的 H26年度 教育企画課

4



［取組一覧］

№ 取組名 概　要 区　分 開始年度 所管課

21 宮っ子の誓いの制定

・「宮っ子の誓い」カードを市内の全小中学生に配布し，「宮っ子の誓
い大使」等の認定を行うもの
・平成21年度から市内の全中学校に在籍する全ての生徒を対象とした
「宮っ子表彰（義務教育９年間皆勤賞）」で表彰を実施
・平成25年度には「宮っ子の誓い」に掲げる行動の実践を要件とした
「宮っ子心の教育表彰・教育長表彰」の制度を創設

独自性 H19年度 教育企画課

22 学校応援制度
企業名等を掲載した学校用物品（用紙や封筒など）の寄附を積極的
に募集する制度

独自性
先駆的

H22年度 教育企画課

23 百人一首のまちづくり

・平成7年の市制100周年を機に本市ゆかりの百人一首市民大会を開
催したところであり，一般市民を対象とした公的機関が主催する大会と
しては全国 大規模
・平成26年度からは，蓮生記念全国競技かるた宇都宮大会を開催

独自性
トップクラス

H8年度 文化課

24 エスペール文化振興事業

・文化芸術活動が顕著で，今後の活躍が期待できる本市ゆかりの芸術
家に賞や育成金を授与し，育成・支援する本市独自の制度
・地元の若手芸術家を育成・支援する取組を行っている自治体は稀有
であり，独自性が高い。

独自性 H13年度 文化課

25 妖精によるまちづくりの推進

・妖精をテーマとした公立展示施設「妖精ミュージアム」を拠点に，妖
精資料を活用した文化振興・中心市街地活性化に向けた取組を展開
・妖精をテーマとした取組は，福島県金山町の「妖精美術館」がある
が，当施設は冬季休館であり，通年で楽しめる施設は「妖精ミュージア
ム」のみ

独自性 H19年度 文化課

26 冒険活動教室の実施

・全小中学校を対象とした独自の自然体験活動，各学校の要望に応
じた豊富な活動プログラム（対象：小学５年，中学１年）
・中一ギャップ解消のため，地域学校園内の小学校や中学校との交
流，職員連携（23年度～）
・小中一貫教育を踏まえ，小学校での経験を深める活動（25年度～）

独自性 H8年度 スポーツ振興課

5



［取組一覧］

№ 取組名 概　要 区　分 開始年度 所管課

＜生活環境分野＞８取組

1
再生可能エネルギーの利活用
の推進（家庭向け低炭素化普
及促進補助金）

冬季の日照時間が長いという，本市の地域特性を活かした太陽エネ
ルギーの利活用により，家庭からの温室効果ガス排出量を削減するた
め，住宅用太陽光発電システムを軸とした自立・分散型エネルギーの
利用を促進する。

トップクラス

Ｈ28
（太陽光へ
の補助は

H15）

環境政策課

2 もったいない運動の推進
・ひと・もの・まちを大切にする本市独自のもったいない運動について，
「もったいない運動市民会議」と連携し，更なる認知度の向上と実践者
の拡大を図る。

独自性
先駆的

H17年度 環境政策課

3 「宇都宮市環境協定」の推進
・市と事業者との間で，環境負荷への低減等に係る協定を締結
・工場見学会やパネル展示，騒音・振動の測定機器の貸し出しなど

先駆的 H20年度 環境保全課

4
「もったいないの森　長岡」植樹
事業

「樹林地の再生」をコンセプトにした， 終処分場跡地（長岡 終処分
場第２埋立地跡地）の市民協働による植樹事業

先駆的 H20年度 緑のまちづくり課

5 水道料金等の収納率
・H27年度末において，水道料金及び下水道使用料の現年度収納率
が中核市で1位

トップクラス H20年度
サービスセン

ター

6
水道施設におけるクリーンエネ
ルギーの導入

・水道施設の機能や特徴を生かしたクリーンエネルギーを導入
（太陽光発電設備，小水力発電設備ともに中核市初）

先駆的 H19年度 水道管理課

7
水道事業における環境負荷の
低減

・水道事業における，環境負荷の低減を評価する指標である「配水量
1 あたりCO2排出量」の少なさが中核市トップクラス

トップクラス H19年度 水道管理課

8 安全で良質な水への取組
・松田新田浄水場においてISO9001を取得
（水道水の水質検査における高い技術力と精度を保証する「水道
GLP」と「ISO9001」の両方取得は中核市初）

先駆的 H20年度 水道管理課

＜産業・経済分野＞７取組

1 ＵＪＩターン起業促進補助金
市外からのＵＪＩターンによる新規起業者を対象に，事業・生活拠点に
関する経費，法人設立経費を補助

先駆的 H20年度 産業政策課

2 宇都宮版ＣＳＲの構築 企業と市民，行政の協働によるまちづくりを促進 独自性 20年度 商工振興課

3 はじめてごはん事業
１歳６か月を迎えた子どものいる家庭に対して特色ある宇都宮産米と
啓発パンフレットを配付する「はじめてごはん事業」を実施し，宇都宮
産米の認知度を高め，米の消費拡大に繋げる。

独自性
先駆的

H27年度 農林生産流通課

4 おもてなし運動の推進
本市来訪者の満足度向上を図るために，「おもてなし推進委員会」と
連携して市民のおもてなしの心の醸成を図るとともに，民間事業者と一
体となって受入環境の向上を図る。

独自性 H17年度 観光交流課

5
施設愛称によるプロスポーツ応
援事業

本市を拠点に活動するプロスポーツクラブに対する市民の愛着と連帯
感の醸成，及び本市のブランド力向上を目指すために，市有施設に
プロスポーツクラブ名を冠した愛称を付与

独自性 H21年度 観光交流課

6
ジャパンカップサイクルロード
レースの開催

・アジア 高位の自転車ワンデーロードレースであるジャパンカップサ
イクルロードレースを，節目の２５回，さらに宇都宮市市制１２０周年を
記念して開催
・２５回大会を記念し，７回目を迎える「クリテリウム」のコースを西側に
延長して開催
・高校生による「ホープフルクリテリウム」を公式・公認レースとして開催
するほか，会場をコスモスで彩る「ウェルカムフラワー」の実施や東京か
らの直通列車「ジャパンカップトレイン」の運行など，様々な関連イベン
トを展開

トップクラス H4年度 観光交流課

7
競輪場におけるファミリー型レ
ストランの設置

競輪場来場者のみならず，八幡山公園来園者等も利用でき，競輪観
戦ができるファミリーレストランを場内に設置

独自性
先駆的

H21年度 公営事業所

6



［取組一覧］

№ 取組名 概　要 区　分 開始年度 所管課

＜都市基盤分野＞５取組

1
大谷石蔵（旧公益質屋）の活用
事業

固有の資源である大谷石蔵（築70年超）を民間レストランに活用 独自性 H21年度 地域政策室

2
組合施行による市街地再開発
事業の推進

組合施行による市街地再開発事業の完了地区数7地区 トップクラス S61年度
市街地整備課
（再開発室）

3
地域住民が主体となった地域
内交通の実施

地域住民が主体となり，運行計画を決定し，地元自治会や企業等から
協賛金を募るなど，地域内交通を運営（地域の実情に合わせた独自
の運行方式）

独自性 H19年度 交通政策課

4
自転車放置防止対策事業
(撤去自転車写真の市HPでの
公開)

撤去した自転車を撮影し，その写真と保管場所を市HPで公開
独自性
先駆的

H27年度 道路保全課

5 「自転車のまち宇都宮」の推進
・プロサイクルロードレースチーム宇都宮ブリッツェンとの連携等によ
り，自転車利活用促進に係る施策事業を総合的に展開
・自転車専用通行帯の規制延長が全国一位

独自性
トップクラス

22年度 道路建設課

＜都市経営・自治分野＞５取組

1 まちづくりセンターの設置・運営
地域活動団体や非営利活動団体，企業，行政が適切な役割分担のも
と，公共的課題の解決に自主的に取り組む市民協働の拠点施設とし
て設置

先駆的 H23年度
みんなでまちづく

り課

2 政策特集の作成
市政の重要課題等の特集を組み，広報紙の添付ハガキ等により，市
民の意見や提案を聴取（年4回）

独自性 H15年度 広報広聴課

3
宇都宮ブランド戦略事業の推
進

・市民参加型都市ブランド戦略｢宇都宮プライド｣の展開
・情報発信拠点としてアンテナショップ｢宮カフェ｣を中心商店街に設
置，運営
・宇都宮の暮らしの良さを伝える｢ダブルプレイス（２地域生活）｣の発信

先駆的 H20年度 広報広聴課

4
宇都宮大学での「実践・宇都宮
まちづくり」講座

宇都宮大学において，本市職員による講義を実施。
市職員が講義の企画・運営から，単位認定まで行う。

独自性
先駆的

H20年度
政策審議室（市
政研究センター）

5
ネットワーク型コンパクトシティ
構想の創出

・本市の人口規模・構造や，都市活動に見合った将来の都市像とし
て，本市独自の多核連携型（拠点化，ネットワーク化）コンパクトシティ
の形成
・H26年度に「ネットワーク型コンパクトシティ形成ビジョン」を策定

独自性
先駆的

H26年度
（H20年

度）
政策審議室

7



１　施策の位置付け

２　施策の取組状況

取組内容と成果・成果の要因，進捗の状況

施策を取り
巻く環境等

・本市の刑法犯認知件数は減少傾向にある中，高齢化社会の進展等に伴い，高齢者が関わる問題が顕在化してきている。（加害者（万引き）・被害者（特殊詐欺）の増加，自主防犯活動団体の高齢化）
・県警において，「歓楽街対策室」の設置に伴い，「歓楽街パトロール」の実施や「街頭防犯カメラ」の設置など，JR宇都宮駅東口周辺の防犯対策を強化している。
・全国的な「空き家問題」を背景に，国において，「空家等対策特別措置法」の施行に加え，空き家を譲渡した場合の特別控除を新設するなど，空き家等対策の推進を強化している。 総

合
評
価

83点

施策指標

・環境点検や防犯パトロールなど，地域の自主的な活動による地域の「防犯力」の向上とともに，市民の犯罪被害
に対する「不安感の軽減」に資する防犯灯・防犯カメラの設置支援や日常の生活環境の改善を図る空き家等対策
の推進などにより，目標値を上回る成果が得られた。

市民満足度

・本市の刑法犯認知件数は他中核市平均と比較し高い水準にあるものの，施策指標は改善傾向にあり，また，近
年全国的な課題となっている空き家等対策や特殊詐欺被害防止対策などへの適切な対応を図ったことにより，前
年度と同水準であった。

概ね順調

③主要な構成
事業の

進捗状況

　Ａ ： 計画以上
 　　 （主要な構成事業の
　　　２割超が計画以上）
　　　　　　［３３点］

　Ｂ ： 計画どおり
 　 　（主要な構成事業の
　　　８割以上が計画どおり）
　　　　　　［２５点］

Ｃ ： 計画より遅れ
 　 （主要な構成事業の
　　２割超が計画より遅れ）
　　　　　［１５点］

総合評価
　順調 ：（Ａ評価が２つ以上
（Ｃ評価がある場合を除く。））
　　　　　［９０点以上］

　概ね順調 ：
　（主にＢ評価が２つ以上）
　　［６５点以上９０点未満］

　やや遅れている ：
　（Ｃ評価が２つ以上）
　　　　［６５点未満］

施
策
の
満
足
度
の
推
移

※
評
価
の
考
え
方

①施策指標
　Ａ ：達成度９０％超
　　　　　　［３３点］

Ｂ ：達成度７０％～９０％
　　　　　　［２５点］

Ｃ ：達成度７０％未満
　　　　　［１５点］

②市民意識
調査結果
（満足度）

　Ａ ：前年度より向上
　　　　　（＋５ｐｔ超）
　　　　　　［３３点］

Ｂ ：前年度同水準
　　　（±５ｐｔ以内）
　　　　　　［２５点］

Ｃ ：前年度より低下
　　　（－５ｐｔ超）
　　　　　［１５点］

中核市での本
市の順位

実績値
目標値

（Ｈ29）
単年度の
達成度

中核市平均

32位/41市中 34位/42市中 33位/43市中 35位/45市中

現状値 実績値

中核市での本
市の順位

33位/41市中
単年度
目標値

15.1 13.9 12.8 11.5 10.6
目標値

（Ｈ29）
50.0％

単年度の
達成度

87.1% 86.1% 91.1% 100.6% 102.5%

12.1 11.3 10.6 9.9 9.2現状値 58.5％ 実績値 57.4 58.1 54.9 49.7 48.8

H24 H25 H26 H27 H28 H2950 50 50

Ａ 【

参
考
】

中
核
市
等
と
の
水
準
比
較

指標名（単位）

刑法犯認知件数／市民１千人

中核市平均

実績値

125.0%
  ③　主要な構成事業の進捗状況
　　（主要な構成事業の個別の進捗状況は，「３　施策を構成する事業の状況｝を参照）

Ｂ

指
標
２

日常生活において犯罪の被害
に遭う不安を少しでも感じる市
民の割合

単年度
目標値

50 50 50

-8.2pt 2.2pt

目標値
（Ｈ29）

１１件以下
単年度の
達成度

86.3% 93.8% 104.3% 103.8%

目標値
（Ｈ29）

50.6%
前年度からの

増減
5.5pt 0.9pt

Ｂ

現状値 １４件 実績値 13.9 12.8 11.5 10.6 8.8

38.1% 43.6% 44.5% 36.3% 38.5%

評価

指
標
１

市内における人口千人あたりの
刑法犯認知件数　※暦年統計

単年度
目標値

12 12 12 11 11

H24
（現状値）

H25 H26 H27 H28 H29H28
H29

（目標年）
評価

②
市
民
意
識
調
査
結
果

指
標
３

指標名（単位）

11

Ａ

施策の満足度（％） 調査結果

施策目標 市民が犯罪の起きにくい地域社会で，安心して暮らしています。

①
施
策
指
標

指標名（単位） H24 H25 H26 H27

97ページ

政策の柱 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
政策名

（基本施策名）
６　日常生活の安心感を高める 政策の達成目標

（基本施策目標）
地域社会や事業者，行政が連携して，日常生活を取り巻くさまざまな不安を解消し，市民が，安全で
安心した生活を送っています。

平成２９年度　行政評価　　施策カルテ

施策名 １　防犯対策の充実 施策主管課 生活安心課 総合計画記載頁

※『①施策指標』の単年度の達成度の計算について

★ 逓増型の指標（目標値が基準値より増加することが望ましいもの） × １００ （％）

★ 逓減型の指標（目標値が基準値より減少することが望ましいもの） × １００ （％）

実績値
目標値

目標値
実績値

38.1 
43.6  44.5 

36.3  38.5 
50.6 

0

20

40

60

80

H24 H25 H26 H27 H28 H29

◆ 調査結果 ／ ■ 目標値（％）

別 紙 ４

見 本



３　施策を構成する事業の状況 ※凡例　○：「総合計画の戦略プロジェクト・主要事業」対象，★：「③ 主要な構成事業の進捗状況」対象（５事業選択）

1

2

3

4

5

6

7

8
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４　今後の施策の取組方針

〈その他個別事業〉

10,739 H27
　地域の自主防犯活動を補完するとともに，犯罪の抑止効果を高めるため，自
治会等への防犯カメラ設置に係る補助制度の周知を図り，防犯カメラの設置・
維持管理を支援していく。

今後の方向性

課題

◆犯罪の未然防止や市民の防犯意識と地域の防犯力の向上を図るためには，行政と地域・警察・民間事業者が連携を強化
し，相互の役割のもと，協働による取組の推進を図る必要がある。

◆空き家等対策を効率的かつ効果的に推進するためには，管理不全な空き家等の解消や発生抑制の観点だけではなく，有
効活用の観点も踏まえ，総合的な対策に取り組むことが必要である。

◆自治会や自主防犯活動団体等の自主的かつ継続的な活動を維持・支援するためには，活動する地域住民の高齢化を踏ま
えた対応を検討する必要がある。

方向性

〈施策全般〉
◆「第３次宇都宮市防犯対策推進計画」に計上した各種事業の着実な実施とともに，地域や警察，民間事業者等との連携強化や地域の
ニーズを捉えた支援策の構築を推進していく。

〈主要事業〉
◆防犯灯設置等・管理補助金
　電気使用量と管理負担の低減を図り，防犯灯の設置と適正な維持管理に対する支援を行うため，防犯灯の管理主体である自治会等に
対して，LED防犯灯の優れた効果とともに，導入加算の補助制度等を周知・啓発し，積極的な導入の促進に努めていく。
◆空き家等対策推進事業
　空き家等の問題に対しては，「空家等対策特別措置法」等に基づく指導等を徹底するとともに，「宇都宮空き家会議」との連携を図り，有効
活用や発生抑制を踏まえた総合的な対策を推進していく。
◆空き家等対策地域活動費補助金
　補助対象団体等に単位自治会を追加するなど，制度の拡充を実施したことから，補助対象団体である自治会等に対して，補助制度の周
知・啓発に努めていく。
◆地域防犯活動促進事業
　市民一人ひとりの防犯意識を高め，地域の防犯力を高めていくためには，地域における自主的な防犯活動が継続的に行われることが重
要であることから，地域防犯ネットワーク連絡会議における補助制度等の情報提供や各活動団体における防犯活動等の情報共有などを行
い，継続的かつ効果的な活動の実現を支援していく。

1,753 H5
　判断力の乏しい幼児を誘拐事件の被害から守るため，幼児対象誘拐防止巡
回指導等に係る活動費の負担を行い，栃木県防犯協会の活動を支援してい
く。

防犯カメラ設置等・管理補助金 ★
自治会や連合自治会が行う
防犯カメラの設置・維持管理
の支援

自治会及び連合自治
会

・補助金の交付
・重点地区における補助率加算
・代理受領の導入

計画どおり

1,020 H5
　犯罪被害者等の権利利益の保護を図るため，パネル展開催など犯罪被害
等に対する意識啓発に係る運営費の負担を行い，被害者支援センターとちぎ
の運営を支援していく。

幼児対象誘拐防止巡回指導負担金
栃木県防犯協会が行う幼児
対象誘拐防止巡回指導に対
する活動支援

（公社）栃木県防犯協
会

・負担金の交付 計画どおり

9,725 S63
　地域の防犯力及び防犯意識の向上を図るため，「地域安全のつどい」などの
事業に係る運営費の負担を行い，宇都宮防犯協会の運営を支援していく。

（公社）被害者支援センターとちぎ負担金
被害者支援センターとちぎの
運営支援

（公社）被害者支援セ
ンターとちぎ

・負担金の交付
・パネル展開催の支援

計画どおり

109 H17
　地域の防犯力及び防犯意識の向上を図るため，地域や警察と連携のもと，
防犯パトロール等を行い，地域住民による継続的な自主防犯活動の実施を支
援していく。

宇都宮防犯協会負担金 宇都宮防犯協会の運営支援 宇都宮防犯協会
・負担金の交付
・協会の運営

計画どおり

498 H26
　地域による自主的な空き家等対策の取組促進を図るため，空き家の所在を
把握するための空き家マップの作成など，地域まちづくり組織が行う活動費へ
の助成を行い，地域が取り組む空き家対策等の活動を支援していく。

地域防犯活動促進事業 ○★
地域住民による継続的な自
主防犯活動の実施支援

市民・事業者
・地域防犯ネットワーク連絡
会議の開催
・全市一斉防犯活動の推進

計画どおり

3,536 H24
　市民の良好な生活環境の保全のため，「空家等対策特別措置法」等に基づく
所有者等への指導等の実施や，官民で組織する「宇都宮空き家会議」におけ
る取組と連携を図り，管理不全な空き家等の解消と発生抑制を推進していく。

空き家等対策地域活動費補助金 ○
地域が取り組む空き家対策
等活動の支援

地域まちづくり組織 ・補助金の交付 計画どおり

100 H23
　市民の平穏な生活を守るとともに，事業活動の健全な発展に寄与するため，
警察及び関係機関等と連携のもと，市民への広報や青少年への教育等を実
施し，暴力団排除の取組を推進していく。

空き家等対策推進事業 ○★
管理不全な空き家等の解消
と発生抑制の推進

市民・空き家所有者等

・法や条例に基づく管理不全
な空き家等の所有者等への
指導等
・市民等への管理意識啓発
活動
・民間事業者等との連携に向
けた取組

計画どおり

596 H17
　地域の防犯力及び防犯意識の向上を図るため，「防犯講習会」を開催し，市
民の防犯意識の向上と防犯知識の普及を推進していく。

暴力団排除対策事業
暴力団の排除に関する施策
の推進

市民
・暴力団の公の施設からの排
除に係る広報
・青少年への啓発

計画どおり

409,719 S42
  夜間の犯罪被害の未然防止のため，LED化による上乗せ補助など，防犯灯
のLED化促進のための自治会等への制度周知を図り，防犯灯の設置・維持管
理を支援していく。

防犯講習会開催事業 ★
市民の防犯意識の向上と防
犯知識の普及

市民 ・防犯講習会の開催 計画どおり

防犯灯設置等・管理補助金 ○★
自治会等が行う防犯灯の設
置・維持管理の支援

自治会等
・補助金の交付
・ＬＥＤ化による上乗せ補助
・代理受領の導入

計画どおり

H28
事業費

（千円）
開始年度

日本一
施策
事業

施 策 目 標 を 達 成 す る た め の 取 組 方 針

対象者・物（誰・何に） 取組（何を）

№ 事業名
戦略Ｐ・
主要事業

※
事業の目的

事業内容 事業の
進捗状況


