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夢や希望がかなうまち「スーパースマートシティ」
「スーパースマートシティ」とは．．．
新しいまちの暮らし
スーパースマートシティ
うつのみや 始動

１００年先も発展し続けるまちの姿である
「ネットワーク型コンパクトシティ」
（ＮＣＣ）
（※１）
を土台に、

地域経済循環社会

地域共生社会

中心市街地やそれぞれの地域拠
点、産 業、観 光 拠 点 に ま ち の 機
能を集約し、それらを利便性の
高い公共交通などで連携した都
市

脱炭素社会

の３つの社会が、
「人づくり」の取り組みや「デジタル技術」の活用によって発展する

「夢や希望がかなうまち」です。
◀ 詳しくはこちら！
イラストやマンガで
分かりやすく掲載しているよ♪

宇都宮市は、
「ＳＤＧｓ」
（※２）
の達成にも貢献できる
２０３０年ごろのまちの姿としてスーパースマートシティを
目指しているよ！

※1 ネットワーク型
コンパクトシティ
（ＮＣＣ）

※2 ＳＤＧｓ
地球全体で取り組む１７の国際目標。

子育てにやさしいまち うつのみや
安心して出産・子育てができる環境
宇都宮市は、
子育て家庭が愛情を持って安心して子どもを生み育て、
て、
子どもたちが心身ともに健やかに育つよう、全力で応援します。

妊娠から出産まできめ細かな支援を行っています！
安心してお子さんを産み育てていただけるよう、妊産婦さんへの
医療費の助成（自己負担なし）や妊産婦健康診査の１６回分（妊婦１
４回・多胎妊婦は上限なし、産婦２回）の助成による経済的支援をす
るとともに、産後におけるケア事業を行っています。

こども医療費の無償化で子どもの健康を応援します！
高校３年生相当（１８歳）までのお子さんが、栃木県内の医療機関
等を受診した場合に、健康保険が適用となる医療費（自己負担分）の
窓口での支払いが不要です。

年間を通した待機児童ゼロを達成します！
保育を必要とする全ての子育て世帯が、保育園などに入所できる
よう、宇都宮駅周辺で送迎保育ステーション事業を実施するほか、民
間保育所の整備など、
保育施設の充実に取り組んでいます。

地域で生活するさまざまな人たちの問題を、地域の住民や団
体などが「我が事」として考え支え合うとともに、医療・介
護・福祉などの多様な機関を分野を越えて「丸ごと」つなげて
いく取り組みなどによる

お子さんが病気の時でも安心！『病児保育送迎サービス』

地域共生社会

保育園などで体調不良となったお子さんを、保護者の代わりに迎
えに行き、病児保育施設でお預かりします。
（要事前登録）
地域新電力や太陽光発電、冷熱エネルギーなどの
本市が持つ資源を効果的に活用する取り組みや、市
民一人ひとりの環境に配慮した行動の充実による

次世代産業の集積・育成や起業などを支援するととも
に、大谷やプロスポーツなどの地域資源を最大限に活用
し、市内で人・モノ・情報が交流することで生まれる
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脱炭素社会

地域経済循環社会

質問に答えるよ！！

持続可能なまちの土台

うつのみやの実力

ＮＣＣの核となる
ＪＲ宇都宮駅東口地区のまちびらき

公共交通をもっともっと便利に
ＩＣカード「
「

」で公共交通をもっと便利に
トトラ

共働き子育てしやすい街
「共働きをする際に必須となる施設と補助
（お金・サービス）
」
の
2点に注目しランキングを集計。

人口２０万人以上の

第

2位

日経×woman × 日本経済新聞社
「自治体の子育て支援制度に関す
る調査」、2021年版「共働き子育
てしやすい街ランキング」より、人
口20万人以上の都市、計180自
治体のうち、回答があった160自
治体を対象

住みよさ
「安心度」
・
「利便度」
・
「快適度」
・
「富裕度」
の４項目20指標
（子ども医療費助成、
１人当たり小売販売額など）
を採用。

人口５０万人以上の
２７市中

第

3位

東洋経済新報社
「都市データパック2021年版」よ
り、全国792市及び特別区20区
の計812市区を対象

財政健全度
「収支」
・
「弾力性」
・
「財政力」
・
「財政基盤」
・
「将来負担」の５項目
20指標
（将来負担比率、
財政力指数など）を採用。

人口５０万人以上の
２７市中

第

夜間や休日など３６５日２４時間いつでも、どこでも子育て等に
関する市民の皆さんからの問合せに対し、AIが質問を瞬時に判断し
必要な情報を提供する自動応答サービスです。LINEで友達登録を
し、ぜひご活用ください。
ミヤリーがみんなの

住んで良し、
働いて良し、
宇都宮市は１００年先も持続
可能な都市として評価されています。

１６０自治体中

２４時間３６５日ＬＩＮＥで回答！『教えてミヤリー』

3位

東洋経済新報社
「都市データパック2021年版」よ
り全国792市を対象

●ＮＣＣの核となるＪＲ宇都
宮駅東口地区では、
１１月の
交流拠点施設
（ライトキュー
ブ宇都宮）
及び交流広場
（宮み
らいライトヒル）
の供用開始
により、
地区全体のまちびら
きを迎え、
「つくる」
から
「つか
う」
新たなステージへと移行
することとなります。
●交流拠点施設
（ライトキューブ宇都宮）
は、
2,000人収容可能な大ホールを
はじめ、
多数の会議室を備え、
学会や展示会、
各種イベントなど、
多様なＭＩＣ
Ｅの開催が可能です。
●こうしたＭＩＣＥの開催により、
交流人口の増加や地域経済の活性化が期
待されます。

「ＭＯ
Ｙ
「ＭＯＶ
ＶＥ
ＥＮ
ＮＥ
ＥＸ
ＸＴ
ＴＵ
ＵＴ
ＴＳ
ＳＵＮＯＭ
ＵＮＯＭＩ
Ｉ
ＹＡ」
Ａ」
乗らないなんて
『もったいない』
乗らないなんて
『もったいない』
全国初の全線新設となる
「ＬＲＴ」
の開業を目前に控え、
市内の公共
交通が
「つくる」
ステージから
「つかう」
ステージに躍進することから、
将来に向けて、日常生活に必要不可
欠な移動手段である「公共交通」を
みんなで「使い・支えていく」ため、
公共交通利用促進キャンペーン
「MOVE NEXT UTSUNOMIYA」
を実施します。
キャンペーンの一環として、様々
な企画やイベントの実施を予定し
ていますので、ぜひご参加くださ
い！

「totra」は全国で利用できるSuica
の機能に加え、地域独自のサービスを
提供できる新しい交通系ICカードで、
全国で初めて宇都宮地域に導入しまし
た。
全国初！
「totra」が１枚あれば、市内の鉄道・Ｌ
ＲＴ・バス・地域内交通の全てを利用できることはもとより、公共交
通利用時に貯まる「交通ポイント」や高齢者を対象とした「福祉ポイ
ント」などの地域独自サービスを受けることができます。

バス の「上限運賃制度」で公共交通をもっと便利に
バスを使って市内
１乗車あたり
をより便利に移動で
の運賃が
き る よ う 、t o t r a を
上限400円 使った市独自サービ
※小学生など
スとして、
日中の時間
は 200 円
帯におけるバス１乗
車あたりの運賃を上限４００円とする「バスの上限運賃制度」を実施
しています。令和４年度には、ＬＲＴやバス、地域内交通を乗り継い
だ際の
「乗り継ぎ割引」などの実施も予定しています。

学びをつなぐ うつのみや
小中一貫教育・地域学校園
小中学校の学びをつなぐとともに、学校間の連携や地域の教育力を生かして
子どもを育てる「小中一貫教育・地域学校園」を実施しています。

小中一貫教育カリキュラム
各教科等をはじめ、
「 宮っ子心の教育」
「 宮・未
来キャリア教育」
「元気アップ教育」において、義
務教育９年間を通した系統的な指導を行ってい
ます。また、小学校１年生から独自に英語の授業
を行い、ＡＬＴと一緒に楽しんで学ぶことを通
して、英語によるコミュニケーション能力を育
んでいます。

宇都宮学
宇都宮の「過去」「現在」
「これから」の３つの視点をつないで学ぶ「宇都宮学」
の授業を実施し、児童生徒の郷土への愛情や誇りを育んでいます。

宇都宮の「過去」を学ぶ
過去から現在に至るまでの歴史を学び、先人た
ちの思いや苦労、知恵や工夫について理解するこ
とを通して、郷土への愛情を育みます。

宇都宮の「現在」を学ぶ
現在ある宇都宮の良さや魅力を発見し、発信す
る活動を通して、郷土への誇りをもてるようにし
ます。

宇都宮の「これから」を学ぶ

「自転車のまち うつのみや」で公共交通も便利に
誰もが安全で快適に自転車を利用でき、鉄道
やバスまでの移動手段としても利用しやすい
よう、自転車走行空間の整備をはじめ、駅やバ
ス停周辺の駐輪場整備のほか、市営駐輪場（8
か所）にレンタサイクルを設置しています。令
和４年には、自転車や電動キックボードのシェ
アサービスの実施も予定しています。

生徒が作った地域の魅力を
紹介するリーフレット▶

宇都宮市が抱えている課題やそれらを解決する
ために行っているまちづくり等について理解し、
これからの宇都宮について考える活動を通して、
未来を切り拓き、将来の宇都宮を支える宮っこを
育みます。

全小中学校体育館に空調機器を設置
▲バス停付近の駐輪場の例

児童生徒の健康を守るとともに、
適切な教育環境を確保することなどを
目的として、全小中学校の体育館に空調機器を順次設置

＜全国トップクラスの教育環境の整備＞

