
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（健康・福祉・安心分野）

１　保健・医療サービスの質を高める

　・救急医療体制の確保 139,967 千円 (45,373 千円）

事業内容

（拡）
　（新）

1,336 千円 (1,516 千円）

事業内容

41,510 千円 (43,420 千円）

事業内容
　３歳児健康診査における栄養指導

事業内容

事業内容

事業内容

　・自殺予防・こころの健康づくり事業の推進 7,424 千円 (7,546 千円）

事業内容
　関係機関との連携による支援体制の整備

　・（新）新型インフルエンザへの対応 7,376 千円 （－ 千円）

事業内容

　病院群輪番制病院運営費補助金　3病院⇒5病院

総合的な自殺対策の推進

保健所総務課

二次救急医療における輪番制病院と救急告示医療機関との連携を強化するため，医
療体制の確保や相互支援体制の運営のための支援を実施

保健予防課

　食物栽培体験など

　協力病院等運営費補助金　8病院・3診療所

   （新）は新規事業，（拡）は拡充事業

　農業体験学習事業への助成,地産地消の推進など

子ども家庭課

　一部自校炊飯の実施

観光交流課・農業振興課

学校における食育推進事業

食育に関する啓発事業

　うつスクリーニング事業の実施

保健予防課・危機管理課

新型インフルエンザの発生に備え体制整備を図るとともに，必要な物品を備蓄

（　）内は前年度予算額

食育フェアの開催

学校管理課・学校健康課

食と農の理解促進

保育園・子育てサロンなどにおける食育推進事業

保育課

　・食育の推進

　・地域・職域における健康づくりの推進
健康増進課

地域や職域における健康づくりの取り組みを推進するため，地区別ウオーキング
マップの作成や事業所の実態調査を実施

主 要 事 業 一 覧
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　・歯科衛生士専門学校の整備 329,875 千円 (17,462 千円）

事業内容

ｽｹｼﾞｭｰﾙ

２　高齢期の生活を充実する

　・地域支援事業の実施 737,740 千円 (828,316 千円）

事業内容

　・高齢者外出支援事業の実施 57,677 千円 (23,722 千円）

事業内容

　・みやシニア活動センターの運営 5,494 千円 (5,358 千円）

事業内容

３　障がいのある人の生活を充実する

　・宇都宮版工賃倍増事業の推進 9,832 千円 (124 千円）

事業内容

（新）

　・日中一時支援事業の充実 125,549 千円 (133,073 千円）

事業内容

対 象 者（拡）
実施施設（拡）

事業内容

対 象 者
実施施設

事業内容

対 象 者
実施施設

　・重度心身障がい児プール活動支援事業の実施 1,215 千円 (1,220 千円）

事業内容

実施場所 子ども発達センター

人工呼吸器を装着している等医療的ケアを要する障がい者

障がい福祉課

障がい者の自立，社会参加を促進するため,障がい者の工賃水準の向上を図る

　市庁舎に授産品販売コーナーを設置
　授産品の研究・開発・販路拡大など

10施設　⇒　12施設
特別支援学校に通う児童・生徒（知的障がい児の対象を中学生へ拡大）

障がい児の健全育成や保護者の一時的な休息等を確保するため，放課後や夏休み期
間中，障がい者施設等で障がい児の預かりの実施【放課後支援型】

H20　　　実施設計，車庫解体工事

高齢者の外出を促進するため，バスカード等購入費を助成

団塊・シニア世代向けの相談事業や講座を実施

高齢福祉課

子ども発達センター

障がい福祉課

家族の一時的な休息等を確保するため，医療的ケアを要する障がい者の一時的な預
かりの実施【重症障がい児者医療的ケア支援事業】

包括的地域支援事業（地域包括支援センター）

H21　　　実習棟建設工事,既存校舎改修工事
H22　　　供用開始

任意事業（家族介護教室，食の自立支援事業など）

介護予防事業（介護予防教室，訪問指導など）

高齢福祉課

高齢福祉課

保健所総務課

歯科衛生士養成の修業年数が延長されたことに伴い，（財）宇都宮市医療保健事業
団附属歯科衛生士専門学校の教室及び実習棟を整備

重度心身障がい児の心身のリラクゼーション，呼吸・循環器能力を高めるためプー
ル活動を支援

医療機関　3施設

障がい者の一時的な活動場所の提供と，家族の一時的な休息等を確保【日中支援
型】

一時的に見守り支援が必要な障がい者
障がい者施設　34施設
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　・障がい者福祉施設の整備促進 222,566 千円 （－ 千円）

事業内容
対象施設

４　愛情豊かに子どもたちを育む

　・妊産婦医療費助成の拡充 148,463 千円 (121,531 千円）

事業内容

助成対象期間
（拡）

　・妊婦健康診査の拡充 336,643 千円 (306,200 千円）

事業内容
助成回数（拡）

　・不妊治療費助成の拡充 75,298 千円 (44,458 千円）

事業内容
助成額　（新）

　・（新）子育て情報提供事業の実施 2,733 千円 （－ 千円）

事業内容

　・こんにちは赤ちゃん事業の推進 25,491 千円 (26,007 千円）

事業内容

　・家庭的保育事業（保育ママ制度）の推進 30,120 千円 (18,746 千円）

事業内容

　・事業所内保育施設の設置促進 10,000 千円 (20,000 千円）

事業内容
補助対象

　・私立保育園の整備促進 166,997 千円 (192,490 千円）

事業内容

　・（新）児童養護施設整備への助成 15,000 千円 （－ 千円）

事業内容

妊婦の健康管理，異常の早期発見を図るため，妊娠中の健康診査費を公費負担

保健福祉総務課

保育課

12回　⇒　14回

　1施設

　2施設

子どもに恵まれず不妊治療を受けている夫婦に対し，治療費の一部を助成
人工授精費への助成　　年間上限額　32,000円　助成期間　2年

妊産婦の疾病の早期発見・早期治療を促し，安心して生み育てられるよう医療費を
助成

子ども家庭課

　⇒出産した月の翌々月までに対象期間を拡大

定員5人以上10人未満の事業所内保育施設

児童養護施設の改築への助成

子ども家庭課

子ども家庭課

保育課

事業所内保育施設設置への助成

子ども未来課

ホームページやメールマガジンなどによる総合的な子育て情報を提供

育児の不安解消，孤立化防止のため，生後４か月までの乳児がいる全家庭を訪問

保育士等の有資格者が自宅において公立基幹保育園と連携し，預かり保育を実施

子ども家庭課

保健福祉総務課

私立保育園の増改築への助成

母子健康手帳の交付を受けた月の初日から出産した月の翌月

保健福祉総務課

障がい者の入所・通所施設整備への助成

就労移行支援施設　1施設
グループホーム　　1施設

17



　・宮っ子ステーション事業の推進 402,559 千円 (447,666 千円）

事業内容

（拡）

事業内容

事業内容

　・幼稚園就園の負担軽減 672,213 千円 (601,677 千円）

事業内容
（拡）

　・保育料の負担軽減　≪歳入≫

事業内容
（拡）

５　都市の福祉力を高める

　・（新）地域福祉コーディネットワーク事業の推進 1,890 千円 （－ 千円）

事業内容

　・高齢者の入所・通所施設の整備促進 97,500 千円 (417,450 千円）

事業内容 高齢者の入所・通所施設整備への助成
対象施設

　・ちとせ寮・松原荘の再整備 410,513 千円 (56,450 千円）

事業内容

ｽｹｼﾞｭｰﾙ
H21～22　施設整備
H23　　　供用開始

　・道路バリアフリーの推進 159,000 千円 (157,800 千円）

事業内容

　・公園のバリアフリー化の推進 34,000 千円 (22,000 千円）

事業内容
実施場所

公園緑地課

保健福祉総務課

地域密着型サービス施設　　5施設

地域の相互扶助・連携を強化するため，地域包括支援センターを中心に地域福祉
コーディネットワーク会議を実施

歩道整備，交差点段差解消，視覚障がい者誘導用ブロックの整備

老朽化した養護老人ホーム「ちとせ寮」及び軽費老人ホーム「松原荘」を，民設民
営により一体的に再整備

保育園の保育料の負担を軽減

　幼稚園　　兄・姉が9歳以下の第３子以降　　1/10負担　⇒　無料

生涯学習課・みんなでまちづくり課

　（子どもの家は，乳幼児と保護者を対象とした事業を実施）

　6校　⇒　16校

学校施設を活用し，地域の大人が，子どもたちに勉強やスポーツ・文化活動などの
体験活動や子どもたちとの交流活動を行う「放課後子ども教室事業」を実施

　緑が丘小学校（地域コミュニティセンターとの合築）等

保育課

保育課

私立幼稚園に通園する幼児の保護者に保育料などを助成

簗下中央公園など　8公園
公園の出入口，水飲み器などのバリアフリー整備事業

保健福祉総務課

H20　　　旧補修事務所解体工事，整備運営法人の選定

保健福祉総務課

道路維持課

　保育園　　同時入所第３子以降　　　　　 　1/10負担　⇒　無料

地域における児童の健全育成を図るため「子どもの家」及び「留守家庭児童会」を
運営

地域における児童の健全育成のための拠点施設となる「子どもの家」の整備

　子どもの家　54校　留守家庭児童会　12校
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　・学校のバリアフリー化の推進 67,145 千円 (47,774 千円）

事業内容
実施場所

６　日常生活の安心感を高める

　・地域防犯活動の推進 15,352 千円 (16,024 千円）

事業内容

　・防犯灯設置等への助成 162,591 千円 (157,883 千円）

事業内容

　・路上喫煙等の防止・ごみのないきれいなまちづくりの推進 16,564 千円 （－ 千円）

事業内容

ｽｹｼﾞｭｰﾙ

　・救急医療体制の確保【再掲】 139,967 千円 (45,373 千円）

事業内容

（拡）
　（新）

　・（新）新型インフルエンザへの対応【再掲】 7,376 千円 （－ 千円）

事業内容

　・新斎場の運営 775,011 千円 (14,412 千円）

事業内容
　債務負担行為　H20～H40

　・霊園の整備 110,136 千円 (263,084 千円）

事業内容

北山霊園の整備
　水道管敷設工事
河内北霊園の再整備【河内地域】

　・交通安全施設整備事業の推進 131,000 千円 (141,000 千円）

事業内容
　

保健所総務課

  協力病院等運営費補助金　8病院・3診療所

　墓域整備工事
東の杜公園の整備

生活安心課

道路維持課

安心して歩くことができる道路環境の整備，危険箇所などへの安全施設整備
　歩道，道路反射鏡，道路照明の整備等

障がいのある児童生徒に配慮した施設の整備

防犯講習会の開催

御幸が原小学校，河内中学校【河内地域】

地域防犯活動への助成

二次救急医療における輪番制病院と救急告示医療機関との連携を強化するため，医
療体制の確保や相互支援体制の運営のための支援を実施

　　　　　　 重点地区におけるごみの持ち帰りなど美化推進
H21．4．1～　禁止区域における路上喫煙等の禁止

保健予防課・危機管理課

生活安心課

学校管理課

生活安心課

運営・維持管理業務及び施設購入経費（PFI）

自治会等が管理する防犯灯の設置や維持管理費を助成

新型インフルエンザの発生に備え体制整備を図るとともに，必要な物品を備蓄

  病院群輪番制病院運営費補助金　3病院⇒5病院

生活安心課・廃棄物対策課

路上喫煙等による被害やごみのないきれいなまちづくりを推進するため，普及啓発
事業などを実施

防犯活動リーダーの育成

各市民センター・各地域自治センター

生活安心課・みんなでまちづくり課・
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　・住宅・建築物の安全・安心の確保 15,900 千円 (3,800 千円）

事業内容
　耐震アドバイザーの派遣

　木造住宅耐震改修補助金
（新） 　アスベスト対策費補助金

Ⅱ　市民の学ぶ意欲と豊かなこころを育むために（教育・学習・文化分野）

１　生涯にわたる学習活動を促進する

　・家庭の教育力向上事業の推進 6,455 千円 (7,936 千円）

事業内容 家庭教育講座の実施
親学出前講座の実施
親学情報誌「KODOMO LOOK」の発行

　・地域の教育力向上事業の推進 2,018 千円 (2,107 千円）

事業内容 地域教育活動の支援
　地域教育活動支援者研修会の実施
　地域教育活動支援補助金

　・宮っ子ステーション事業の推進【再掲】 402,559 千円 (447,666 千円）

事業内容

（拡）

事業内容

事業内容

　・第３図書館の建設 1,145,119 千円 (282,705 千円）

事業内容
ｽｹｼﾞｭｰﾙ H19　　　基本設計，地質調査

H20　　　実施設計，造成工事，図書購入
H21～22　建設工事，図書購入，備品購入
H23　　　開館予定

　（子どもの家は，乳幼児と保護者を対象とした事業を実施）

　緑が丘小学校（地域コミュニティセンターとの合築）等
地域における児童の健全育成のための拠点施設となる「子どもの家」の整備

　6校　⇒　16校

生涯学習課・みんなでまちづくり課

学校施設を活用し，地域の大人が，子どもたちに勉強やスポーツ・文化活動などの
体験活動や子どもたちとの交流活動を行う「放課後子ども教室事業」を実施

　子どもの家　54校　留守家庭児童会　12校

　　限度額：　調査 6万円　　除去等 200万円

　木造住宅耐震診断補助金

住宅・建築物の安全・安心の確保を図るため，改修費等を助成

建築指導課

地域における児童の健全育成を図るため「子どもの家」及び「留守家庭児童会」を
運営

雀宮駅東地区に図書館を建設

生涯学習課

生涯学習課

生涯学習課
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２　信頼される学校教育を推進する

　・人づくりの推進 10,553 千円 (14,492 千円）

事業内容

　・小中一貫教育の推進 1,932 千円 (1,474 千円）

事業内容

　・学校マネジメントシステムの実施 9,113 千円 (10,042 千円）

事業内容

11,000 千円 (11,000 千円）

事業内容

　・「確かな学力」の育成推進 143,458 千円 (131,043 千円）

事業内容
調査対象 小3～中3の全児童生徒
実施教科

事業内容
調査対象

事業内容
配置人数

　・外国語学習の充実 91,391 千円 (56,916 千円）

事業内容
授業時数

（拡）

　・「うつのみや元気っ子プロジェクト」の推進 8,889 千円 (210 千円）

事業内容
（新）

　・学校栄養職員（栄養士）の配置 95,377 千円 (95,377 千円）

事業内容
配置人数

　魅力ある学校づくり地域協議会交付金　　91校

学習と生活についてのアンケートの実施

心豊かでたくましい宮っ子の育成を推進

学習内容定着度調査の実施

小学校（国語・算数），　中学校（国語・数学・英語）

　94人（県費職員を含む）

　　　1～4年生　 2時間/年

学校における食育を推進するため，学校栄養職員（栄養士）を全校に配置

教育企画課・学校教育課

学校教育課

信頼と魅力ある学校づくりを推進するため，学校経営計画に基づき，教育活動その
他学校運営についての自己評価及び学校関係者（外部）評価を実施

学校教育課

　｢宮っ子の誓い｣周知・啓発リーフレットの配布

　スタンダードダイアリーの配布（小1～中3の全児童生徒）

小・中学校全児童生徒

小学校5・6年生　 2時間/年　⇒20時間/年

学校健康課

学校教育課

外国語指導助手（ＡＬＴ）による授業の実施

習熟度別学習のための指導助手の配置

中学校1～3年生　20時間/年

学校健康課

各学校における児童生徒の体力向上を促進

学校教育課

　人間力向上フォーラムの開催

教育企画課

義務教育9年間を見通した発達段階に応じた系統的な指導による学力の向上や豊か
な心の育成を図るため，小中一貫教育を推進

学校，保護者，地域，企業などが連携した「地域の学校づくり」や市民協働による
児童生徒の安全確保・健全育成などの地域活動を推進

　・地域と連携した魅力ある学校づくりの推進

小学校5・6年生（国語・算数）：13人，中学校1～3年生（数学・英語）：44人

　新体力テストの結果と生活習慣のクロス集計・分析の実施
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　・特別支援教育の充実 173,776 千円 (172,819 千円）

事業内容
（拡）

  支援員の配置　      20人
（拡）

　・外国人児童生徒への日本語指導の充実 19,130 千円 (20,128 千円）

事業内容

　・いじめ問題への対応 29,629 千円 (35,931 千円）

事業内容
いじめ電話相談「へるぷコール」の運営

　・小中学校の整備 4,348,028 千円 (2,770,971 千円）

事業内容
対象施設

事業内容
対象施設

　晃陽中学校，姿川中学校

事業内容 体育館・武道場の改築・新築
対象施設
　

事業内容
対象施設

　陽北中学校

事業内容
対象施設 　雀宮南小学校

事業内容
対象施設

　・普通教室等への空調設備の設置 233,525 千円 (164,547 千円）

事業内容
ｽｹｼﾞｭｰﾙ H20　　中学校への空調設備の設置（24校）

（新） H21　　小学校への空調設備の設置（65校）

　御幸が原小学校，河内中学校【河内地域】

校舎の大規模改造

校舎の耐震化工事

スクールカウンセラーの派遣

学校教育課

　70学級へ派遣

　指導助手の配置　　　69人　⇒　70人

学校管理課・教育センター

特別な支援を必要とする児童生徒に対するきめ細かな指導を実施

　東小学校，城東小学校，陽南小学校，陽光小学校

体育館の耐震化工事

　桜小学校体育館の改築工事（H20～21継続事業）ﾌﾟｰﾙ・地域ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ併設

障がいのある児童生徒に配慮した施設の整備【再掲】

　城東小学校，岡本西小学校【河内地域】

　上河内中学校武道場の実施設計【上河内地域】

学校管理課

  城山中学校武道場の新築工事

防音校舎に冷房設備を設置

　特別支援教室の整備　31校

いじめゼロ運動の推進

日本語習得が必要な外国人児童生徒に対し日本語指導講師を派遣

学校教育課・教育センター

学校管理課

夏季の学習環境を良好に保つため,普通教室等へ空調設備を設置

　宮の原小学校大規模改造工事（H21～22継続事業）
　雀宮中学校校舎の大規模改造工事（H20～22継続事業）
　城山中学校技術棟の改築工事

　雀宮中央小学校体育館の実施設計
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　・奨学金制度の拡充 301,160 千円 (299,648 千円）

事業内容
（拡）
（拡）

３　個性的な市民文化・都市文化を創造する

　・妖精によるまちづくりの推進 15,409 千円 (19,112 千円）

事業内容

　・ふるさと宇都宮の伝統文化継承 9,322 千円 (7,172 千円）

事業内容
伝統文化映像記録の作成

　・史跡等の整備 58,579 千円 (183,551 千円）

事業内容
ｽｹｼﾞｭｰﾙ H15　　　国指定

　・（新）市民芸術祭30周年記念事業 19,353 千円 （－ 千円）

事業内容

４　生涯にわたるスポーツ活動を促進する

　・地域スポーツクラブ推進事業 10,846 千円 (11,800 千円）

事業内容

　・体育施設の再整備 209,536 千円 (336,887 千円）

事業内容

事業内容
実施場所

事業内容
実施場所

　・（新）スポーツ情報システムの整備 3,755 千円 （－ 千円）

事業内容

教育企画課

　大学（自宅通学）　　月額30,000円　⇒　月額35,000円

地域住民が主体的に運営する地域スポーツクラブの設立・運営を支援

清原体育館　　副競技場外壁改修工事

市民芸術祭30周年記念事業の開催

文化課

文化課

上神主・茂原官衙遺跡の保存整備

市内のスポーツ情報を一元化し，様々なスポーツ関係者の参加・利用が可能な情報
サイトを構築

学校校庭夜間開放用照明設備の改修
西原小学校

宇都宮伝統文化フェスティバルの開催

ワークショップ，企画展の開催

文化課

H16～24　土地の公有化（総面積：39,868㎡）

文化課

　大学（自宅外通学）　月額38,000円　⇒　月額45,000円　など

トイレの整備
石井緑地，柳田緑地，道場宿緑地，陽南第１公園

宮原運動公園野球場　スコアボード改修工事など

スポーツ振興課

雀宮体育館　　競技場屋根防水工事

　記念講演，ミュージカル公演，美術展の開催など

スポーツ振興課

経済的な理由により高校・大学等に修学が困難な者に対して学費を貸付

妖精資料の展示・公開の実施

スポーツ振興課
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５　健全な青少年を育成する

　・青少年の自立支援事業の推進 11,351 千円 (11,800 千円）

事業内容

Ⅲ　市民の快適な暮らしを支えるために（生活環境分野）

１　脱温暖化・循環型の環境にやさしい社会を形成する

　・「もったいないうつのみや」の推進 10,381 千円 (38,055 千円）

事業内容
（新）
（新）

　もったいない宣言の普及

　・環境マネジメントシステムの推進 1,939 千円 (2,134 千円）

事業内容

　・エコショップ，エコレストラン認定制度の推進 525 千円 (525 千円）

事業内容

　エコショップ，エコレストラン

　・地球温暖化対策の推進 3,525 千円 (2,359 千円）

事業内容
（新）

　・住宅用太陽光発電システム導入の推進 40,000 千円 (44,800 千円）

　　　
事業内容

補助限度額 1kwあたり4万円　上限4kw

　・廃食用油の資源化事業の推進 5,101 千円 (5,315 千円）

事業内容

　・プラスチック製容器包装資源化施設の整備 1,318,658 千円 (401,597 千円）

事業内容

ｽｹｼﾞｭｰﾙ H20　　　基本設計
H20～21　建設工事

　市民活動組織への支援

ごみ減量課

　省エネルギー機器などの導入促進

環境政策課

　宇都宮市役所ＩＳО14001，学校・事業所版環境ＩＳО認定制度の推進

家庭，学校，事業所等における環境配慮行動の推進

環境政策課

環境政策課

　家庭版環境ＩＳО（みやエコファミリー）認定制度の推進

　市域温室効果ガス排出量調査

廃棄物施設課

家庭や小中学校から排出される廃食用油から，バイオディーゼル燃料（BDF)を製造
し，ごみ収集車で利用

ごみ減量課

ごみ発生抑制，再使用，リサイクル活動に積極的に取組む小売店及び飲食店を認定
し，事業系ごみの減量化を促進

地球温暖化対策の意識啓発等の実施

住宅用太陽光発電システムの設置費補助

H22　　　供用開始

環境政策課

　もったいないフェアの開催

青少年の社会的自立を促進するため，総合相談，自立支援講座を実施

子ども未来課

プラスチック製容器包装（プラスチック製のカップ・パック類，袋類など）資源化
施設を整備

人やものを大切にする「もったいない」の精神についての意識啓発等の実施
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　・プラスチック製容器包装の分別収集啓発事業 24,002 千円 (2,605 千円）

事業内容

ｽｹｼﾞｭｰﾙ H21　住民説明会の開催

　・（新）溶融スラグ有効利用の推進 25,387 千円 （－ 千円）

事業内容

　・（新）菜の花プロジェクトの推進 2,160 千円 （－ 千円）

事業内容

　・バイオマスタウンの推進 2,000 千円 (6,000 千円）

事業内容 耕畜連携を促すためのたい肥化調査研究

２　良好な水と緑の環境を創出する

　・都市基盤河川整備の推進 228,095 千円 (45,993 千円）

事業内容
ｽｹｼﾞｭｰﾙ

事業内容
ｽｹｼﾞｭｰﾙ

　・準用河川等整備の推進 615,495 千円 (637,996 千円）

事業内容

　・緑地保全活動の推進 847 千円 (3,100 千円）

事業内容

３　上下水道サービスの質を高める

　・水源の確保 905,710 千円 (641,354 千円）

事業内容

河川課

H20～39
奈坪川の本川改修　　　整備延長　L＝9,299ｍ

御用川の本川改修　　　整備延長　L＝4,100ｍ
H3～33

普通河川：59河川

準用河川：22河川

ごみ減量課

プラスチック製容器包装（プラスチック製のカップ・パック類，袋類など）資源化
のための分別収集に向けた啓発事業を実施

　補助事業　流川など　3河川　　単独事業　大久保谷地川など6河川

河川課

　単独事業　刈沼川など　5河川

公園緑地課

不用木伐採や下草刈りにより里山林を保全（とちぎの元気な森づくり事業）

　湯西川ダム建設事業への参画　（日量　24,000立方㍍）

ボランティアによる森づくり活動の推進（とちぎの元気な森づくり事業）

　戸祭山緑地，鶴田沼緑地

上下水道局

将来の水需要や地下水源能力を踏まえ，より安定的給水を図るための水源を確保

農業振興課

菜の花の生産から菜種油,廃食油の利用を通した資源循環型農業を推進する

H22　分別収集開始（5種10分別から5種13分別へ）

廃棄物施設課

環境負荷の低減や 終処分場の延命化のため，溶融スラグを資源として有効利用す
るための保管場所を整備

農業振興課
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　・安定給水の確保 1,619,445 千円 (1,444,582 千円）

事業内容

　・老朽配水管の布設替 487,804 千円 (526,050 千円）

事業内容

　・（新）直結給水の推進 200 千円 （－ 千円）
 

事業内容

　

　・環境負荷低減技術の導入 133,394 千円 (35,466 千円）
 

事業内容

発電量

（新）

　・上下水道施設の耐震化 36,200 千円 (15,000 千円）

事業内容

　松田新田浄水場，川田水再生センターの耐震診断

　・公共下水道汚水管渠の整備 1,566,837 千円 (1,786,574 千円）
 

事業内容

　・合流式下水道の機能改善 1,077,030 千円 (388,600 千円）
 

事業内容

　・公共下水道雨水管渠の整備 334,500 千円 (313,162 千円）
 

事業内容

　・雨水貯留施設等整備の促進 4,740 千円 (4,330 千円）
 

事業内容

　・浄化槽設置整備の促進 334,175 千円 (336,625 千円）

事業内容 浄化槽の設置補助
補助基数
補助限度額

事業内容
補助基数
補助限度額

小水力発電設備及び太陽光発電設備の設置による環境負荷の低減

今市送水管小水力発電　 大36万ｋｗ／年（一般家庭102軒分）

上下水道局

貯留施設設置工事　　4か所

新川6-1号幹線などの整備　　5か所　　Ｌ＝169ｍ

上下水道局

上下水道局

環境保全課

　インチ管など　L＝5,258ｍ

上下水道局

上下水道局

整備面積　68.4ha　　　Ｌ＝19,578ｍ

白沢浄水場太陽光発電　 大10万ｋｗ／年（一般家庭28軒分）

上下水道局

上下水道局

単独・流域関連及び特定環境保全公共下水道事業

上下水道施設の耐震化基本方針に基づいた施設の耐震化

上下水道局

「老朽配水管布設替計画」に基づいた更新工事を実施し，併せて耐震化を図る

松田新田浄水場ろ過池改造工事，白沢浄水場浄水機械設備設置工事など

上下水道局

安全でおいしい水道水の品質保持のため，直結給水を推進

雨水貯留・浸透施設設置費用の一部を補助

　４階以上の建物にも直結給水できる直結増圧方式を導入

合流式下水道の放流水の水質改善を図るため，汚水貯留施設等を設置

設置替え　5人槽：65.2万円　7人槽：73.5万円　10人槽：89.7万円

5人槽：9.8万円　7人槽：12.5万円　10人槽：15万円
136基

470基
新設　　　5人槽：53.2万円　7人槽：61.5万円　10人槽：77.7万円

浄化槽放流水の敷地内処理装置の設置補助
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　・平出工業団地排水処理施設の整備 114,900 千円 (89,375 千円）

事業内容

４　快適な住環境を創出する

　・若年夫婦世帯への家賃補助 68,108 千円 (64,362 千円）

事業内容

　・地域優良賃貸住宅供給事業の促進 64,945 千円 (184,218 千円）

事業内容
補助対象

　・住宅・建築物の安全・安心の確保【再掲】 15,900 千円 (3,800 千円）

事業内容
　耐震アドバイザーの派遣

　木造住宅耐震改修補助金
（新） 　アスベスト対策費補助金

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（産業・経済分野）

１　地域産業の創造性・発展性を高める

　・企業誘致の推進 100,000 千円 (320,400 千円）

事業内容

　・次世代モビリティ産業集積の促進 11,400 千円 (9,000 千円）

事業内容

（新）

　・チャレンジャーのまちうつのみや推進事業 16,404 千円 (12,950 千円）

事業内容

　・アグリネットワークの推進 14,303 千円 (10,350 千円）

事業内容
農業の応援団として活動するアグリファンクラブへの助成

企業の立地・拡大再投資に対する支援

　ＵＪＩターン起業者への助成

農業と他産業との連携を図るアグリネットワークへの助成

（対象：増設に伴う土地，建物，設備の投下固定資産総額の3％）

産業政策課

宇都宮市内で起業しようとする人を支援

次世代モビリティ産業集積戦略を推進する次世代モビリティ産業集積推進会議の活
動を支援

産業政策課

　ロボット教材を活用した人材育成事業の推進（ＷＲＯロボコン大会の開催）

　　限度額：　調査 6万円　　除去等 200万円

住宅・建築物の安全・安心の確保を図るため，改修費等を助成

　企業立地補助金　　　（対象：土地，建物，設備の投下固定資産総額の3％）

　企業拡大再投資補助金

産業政策課

民間活力の導入による子育て世帯や高齢者等の優良な賃貸住宅の供給を促進

廃棄物施設課

住宅課

中心市街地区域内へ転入し，民間賃貸住宅に入居する若年夫婦世帯に対して家賃の
一部を助成

産業政策課

　木造住宅耐震診断補助金

家賃減額補助：246戸予定

建築指導課

住宅課

施設改修工事
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　・地産地消の推進 7,134 千円 (5,091 千円）

事業内容
　学校給食に対する出荷支援【再掲】

（新）
（新）

　・雇用対策の推進 173,567 千円 (50,333 千円）

事業内容
（拡）
（新）
（新）

事業内容（新）

２　商工業の活力を高める

　・中心市街地活性化基本計画の策定 9,000 千円 (3,000 千円）

事業内容
ｽｹｼﾞｭｰﾙ H20　市民意向調査

　・中心市街地活性化の推進 58,000 千円 (68,000 千円）

事業内容
（拡）

事業内容
（拡）
（拡）

　・中小企業融資制度の活用促進 9,241,957 千円 (8,184,809 千円）

事業内容

（新） 　まちづくり貢献企業支援資金の創設
　信用保証料補助金

　・「宇都宮版ＣＳＲ」の構築 6,229 千円 (9,209 千円）

事業内容
　認証制度の実施

３　農林業の付加価値を高める

　・（新）「食料・農業・農村基本計画」リーディングプロジェクトの推進
9,152 千円 （－ 千円）

事業内容

　常用雇用助成金の支給

中心市街地施設の利用促進

直売所・加工所等の整備検討調査の実施
農業担い手支援（経営改善計画達成支援，新規就農者支援）の強化

「雇用支援対策基金」（市単独）を活用した事業主・離職者等の支援

　試行雇用助成金の支給

農業振興課

農業振興課

商工振興課

　ホームページ等による普及啓発活動の実施

　中小企業運転資金，街づくり活性化創業資金，緊急景気対策特別資金など
中小企業事業資金貸付金の活用促進

中心市街地活性化基本計画の策定及び中心市街地活性化協議会の運営支援

H21　基本計画の策定，認定申請，認定

地域政策室

農産物の地産地消の推進

緊急雇用創出事業交付金（国）などを活用した雇用対策の実施

商工振興課

　農産加工機械の導入支援
　米粉利用促進事業の支援

ＣＳＲ（企業の社会的責任）活動の推進

商工振興課

中心商業地への出店の促進
　中心商業地出店等促進事業補助金の補助対象の拡大

　夜間の職業訓練の実施

商工振興課

　オリオン，バンバ市民広場の使用料の引き下げ≪歳入≫
　市営自転車駐車場の無料時間の拡大　≪歳入≫

適正堆肥推進（土づくり）事業への助成

商工振興課・道路維持課
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　・農産物ブランド化の推進 22,065 千円 (19,008 千円）

事業内容

（拡）

　・地域営農組織の育成 16,200 千円 (14,550 千円）

事業内容

　・水田農業構造改革事業 96,000 千円 (84,000 千円）

事業内容

（新） 米粉用米の作付けに対する助成
（新） なたねの生産・作付けに対する助成
（新） 低農薬低肥料米の生産に対する助成
（拡）

　・農地・水・環境保全向上対策の推進 51,982 千円 (55,000 千円）

事業内容

【上河内地域】

【河内地域】

　・遊休農地の活用促進 579 千円 (824 千円）

事業内容

　・とちぎの元気な森づくり事業の推進【再掲】 9,649 千円 (3,625 千円）

事業内容 ボランティアによる森づくり活動の推進【再掲】

樹木名板の設置　小学校31校
城山のシダレザクラの樹勢回復
冒険活動センター丸太階段の改修　など

農業振興課

　残留農薬自主検査の支援
　品質向上装置の導入に対する助成

米麦用コンバイン，トラクターなどの購入費用の一部を助成

モデル地区における遊休農地の活用

　営農活動　 4組織

農業振興課

共同活動と一体的に行う環境負荷を低減する先進的な営農活動への助成
　共同活動　13地区　1,066.7ha
農地・農業用水など，資源の保全活動への助成

農地・農業用水など，資源の保全活動への助成

　営農活動　 1組織

　共同活動　 5地区　  406ha
共同活動と一体的に行う環境負荷を低減する先進的な営農活動への助成

溜池の環境整備による農村景観形成

農地・農業用水など，資源の保全活動への助成

　上欠溜

麦・大豆・野菜など水田を活用した多様な産地づくりを推進し，効率的・安定的な
農業経営を支援

農業振興課

奨励作物（麦，大豆等）の作付けに対する助成

農業振興課・農村整備課

　共同活動　15地区　　838.2ha

　宇都宮牛復興プロジェクトへの助成
　うつのみや農林産物ブランド化推進事業への助成
農産物の高品質化，ブランド化を推進

農業振興課

農村整備課・公園緑地課・

獣害防止のための森林管理【上河内地域】
　戸祭山緑地，鶴田沼緑地

学校管理課・文化課・スポーツ振興課

不用木伐採や下草刈りにより里山林を保全【再掲】
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　・土地改良事業の推進 525,676 千円 (517,004 千円）

事業内容

　圃場整備事業　　　　 3地区
　かんがい排水事業　  13地区

【上河内地域】
　かんがい排水事業　   1地区

【河内地域】
　かんがい排水事業　   1地区

　・林道の整備 44,574 千円 (27,092 千円）

【上河内地域】　

　　高速道路高架橋の維持補修　3橋

４　魅力ある観光と交流を創出する

　・「おもてなし運動」の推進 1,070 千円 (1,785 千円）

事業内容

　観光ボランティアガイドの育成

　・観光セールスの強化 2,476 千円 (134 千円）

事業内容

　・大谷観光の推進 5,500 千円 (6,000 千円）

事業内容
　大谷・多気地区美観事業への助成

　・農業・農村ふれあい交流事業の推進 1,330 千円 (1,367 千円）

事業内容

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（都市基盤分野）

１　機能的で魅力のある都市空間を形成する

　・都市計画マスタープランの改定 9,461 千円 (6,000 千円）

事業内容
ｽｹｼﾞｭｰﾙ H19　基礎調査・分析

H20　全体構想素案の作成
H21　全体構想及び地域別構想案の作成，都市計画マスタープランの決定

　おもてなしモニター制度の実施

農村整備課

　農道整備事業　　　　 7地区　L=1,655ｍ

都市計画課

観光交流課

「農」資源を活かした交流を推進するため，地域主導の農業体験・交流事業を促進

総合的なまちづくりを進めるため，都市計画マスタープランを改定

観光交流課

　林道整備事業　1路線　Ｌ=　447ｍ

地域農業担い手への農用地利用集積を図る土地基盤の整備

フェスタin大谷の開催及び美観整備に係る支援

首都圏在住者の本市来訪の契機とするため，本市の観光資源や名産品等の魅力を伝
える観光セールスを強化

　首都圏における開催イベントへの参加，旅行雑誌への広告掲載

民間と行政が連携した本市独自の「おもてなし運動」の展開
　宮のもの知り達人検定制度の実施

観光交流課

　農道整備事業　　　　29地区　L=8,451ｍ

　農道整備事業　　　　 7地区　L=2,590ｍ

　大谷石奇岩群植栽事業への助成

観光交流課

農村整備課
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　・魅力ある都市景観づくりの推進 4,203 千円 (21,756 千円）

事業内容
（新） 魅力ある都市景観づくり推進活動の促進

　・市街地再開発事業の推進 2,021,594 千円 (951,533 千円）

実施場所
地区面積
用　　途
ｽｹｼﾞｭｰﾙ

実施場所
地区面積
用　　途
ｽｹｼﾞｭｰﾙ

実施場所
地区面積
用　　途
ｽｹｼﾞｭｰﾙ

　・ＪＲ宇都宮駅東口地区整備の推進 517,767 千円 (909,770 千円）

事業内容

事業内容
実施面積
事業年度

　・ＪＲ雀宮駅周辺地区整備の推進 2,325,140 千円 (1,314,455 千円）

事業内容

事業内容

　・ＪＲ宇都宮駅西口周辺地区の整備 6,000 千円 (8,000 千円）

事業内容

　・（新）ＪＲ岡本駅周辺地区の整備 6,000 千円 （－ 千円）

事業内容

雀宮駅東地区

地域政策室

宇都宮駅西口周辺地区の整備方策検討のための調査

雀宮駅西地区
　西口駅前広場周辺整備

H19　　　都市計画決定

H17～21

住居，ホテル，店舗，駐車場

H19～22　調査設計計画，土地整備，共同施設整備

千手・宮島地区

H21　　　都市計画決定

1.0ha

7.3ha

都市計画課

景観形成重点地区の指定のための調査

都市再開発課

H17　　　都市計画決定

0.3ha

東西自由通路ＪＲ宇都宮線交差部工事負担金（H21～22）

H21～25　調査設計計画，土地整備，共同施設整備

駅東口整備推進室

住居，ホテル，商業，駐車場

雀宮駅東口周辺整備室
区画整理計画課

　雀宮駅東口広場整備，周辺道路整備

アドバイザリー業務委託

宇都宮駅東口土地区画整理事業

地域政策室

岡本駅周辺地区整備の基本計画策定のための調査

宇都宮駅西口第四Ｂ地区

住居，店舗，事務所，駐車場

　駅関連施設工事負担金

馬場通り西地区

H18～23　調査設計計画，土地整備，共同施設整備

0.43ha
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　・公共施行土地区画整理事業の推進 6,129,577 千円 (6,950,729 千円）

事業内容

事業内容
実施面積
事業年度

事業内容
実施面積
事業年度

事業内容
実施面積
事業年度

事業内容
実施面積
事業年度

事業内容
実施面積
事業年度

事業内容
実施面積
事業年度

事業内容
実施面積
事業年度

事業内容
実施面積
事業年度

　・テクノポリスセンター地区の整備 410,935 千円 (534,100 千円）

事業内容

事業内容
実施面積
事業年度

　・緑の基本計画の改定 8,457 千円 (10,000 千円）

事業内容
ｽｹｼﾞｭｰﾙ

177.2ha

城東土地区画整理事業

H5～27

鶴田第１土地区画整理事業

　土地区画整理等基礎調査

北部区画整理事務所，駅東口整備推進室　　

86.2ha
H11～28

都市の緑に関する施策を総合的かつ計画的に進めるため，緑の基本計画を改定

宇都宮駅東口土地区画整理事業【再掲】

26.1ha

岡本駅西土地区画整理事業【河内地域】

宇大東南部第２土地区画整理事業

7.3ha

H7～26

宇大東南部第１土地区画整理事業

14.4ha

59.2ha

中里原土地区画整理事業【上河内地域】

H17～21

41.8ha
H19～33

48.2ha
H11～24

H6～30

H20　基礎調査
H21　基本方針の策定，緑の目標の設定

公園緑地課

H9～28

宇都宮テクノポリスセンター土地区画整理事業

H22　地域別計画の策定　緑の基本計画の改定

鶴田第２土地区画整理事業

区画整理計画課，東部・西部区画整理事業課

小幡・清住土地区画整理事業

42.9ha

H18～22

地域政策室，区画整理計画課

公共公益施設用地の活用に関する基礎調査
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　・拠点公園・緑地の整備 430,000 千円 (355,670 千円）

事業内容
実施場所

事業内容
　多目的運動場整備工事

　・街区公園の整備 118,050 千円 (192,070 千円）

事業内容
実施場所

事業内容
実施場所

２　円滑で利便性の高い総合的な交通体系を確立する

　・公共交通の利用促進 18,260 千円 (21,256 千円）

事業内容

　・生活交通確保対策の推進 87,335 千円 (78,358 千円）

事業内容
　生活バス路線維持費補助金
　地域内交通運行費補助金

　・新交通システム（ＬＲＴ）導入の推進 41,047 千円 (55,173 千円）

事業内容

　・都市計画道路の整備 1,480,080 千円 (2,157,053 千円）

事業内容

　・都心部道路景観の整備 155,000 千円 (10,450 千円）

事業内容
実施場所

拠点公園・緑地の整備

  バス停留所上屋（屋根）設置，ベンチ設置，スポット駐輪場整備，バス停統合
　化等に対する助成

　マイカー利用者の意識転換策の実施
公共交通の利便性の向上と利用促進

交通政策課

宇都宮水戸線（大寛）  　〔H 9～21〕

道路建設課

道路建設課

　市民向け説明会の実施

ＬＲＴ導入推進室

交通渋滞の緩和，環境負荷の低減等を図るため，まちづくりを支える基盤として新
交通システム（ＬＲＴ）の導入を推進

産業通り（陽南） 　　　 〔H14～26〕
泉ヶ丘線　　　　　　　　〔H 9～24〕

宇都宮日光線　　　　　　〔H14～29〕

都心部における電線地中化や景観に配慮した道路整備
市道2・34号線

公園緑地課

交通政策課

公園の出入口，水飲み器などのバリアフリー整備事業【再掲】
簗下中央公園など　8公園

宇大東南部第１区画第３号公園，みどり野３号児童公園など　8公園

公園緑地課

　八幡山公園，上河内緑水公園【上河内地域】など４公園

市民に身近な街区公園の整備，健康遊具等の設置

河内総合運動公園の整備【河内地域】

市民生活に必要なバス路線の維持と公共交通不便地域における移動手段の確保
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　・道路新設改良事業 3,632,554 千円 (3,428,801 千円）

事業内容
（新）

【上河内地域】

【河内地域】

　・交通安全施設整備事業の推進 303,374 千円 (298,800 千円）

事業内容

道路バリアフリーの推進【再掲】

（新） ＪＲ宇都宮駅西口広場交通環境の整備

　・自転車利用・活用の促進 47,500 千円 (67,000 千円）

事業内容
ｽｹｼﾞｭｰﾙ

H22　計画策定

事業内容
（新） 路上駐輪場の整備　2箇所

事業内容（拡）

　・橋りょう新設改良事業 214,375 千円 (131,100 千円）

事業内容
実施場所

　・橋りょうの耐震化の推進 93,980 千円 (244,000 千円）

事業内容

３　高度情報化の恩恵を享受できる環境づくりを推進する

　・（新）電子申告の推進 6,983 千円 （－ 千円）

事業内容
ｽｹｼﾞｭｰﾙ

道路建設課・雀宮駅東口周辺整備室

市道5340号線（みずほの通り）など30路線　　L＝2,716.8ｍ

市道20042号線（中岡本町地内）

大谷スマートインターチェンジ設置の検討

老朽化した橋りょうの長寿命化・耐震補強

上河内スマートインターチェンジ接続道路の整備

道路維持課

老朽化した橋りょうの架け替え

H21　システム修正
H22　試験通信，運用開始

大泉橋〔H21～22〕

市道10101号線（中里町地内）など3路線　　L＝500ｍ

交通政策課，道路維持課

道路維持課

自転車道の整備　　カラー舗装など　L=2,880ｍ

道路建設課

若林橋〔H21～22〕

安心して歩くことができる道路環境の整備【再掲】

市営自転車駐車場の無料時間の拡大　≪歳入≫【再掲】

雀宮駅東口広場整備，周辺道路整備【再掲】

　8橋

納税者の利便性向上のため，法人市民税の電子申告を導入

市民税課

H21　基礎調査

　歩道，道路反射鏡，道路照明の整備等の安全施設整備

　歩道整備，交差点段差解消，視覚障がい者誘導用ブロックの整備

　一般車両の乗降場所の増設やタクシープールの入・出庫動線の改善

自転車のまち推進計画の策定
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　・地上デジタル放送受信対策 43,050 千円 (3,150 千円）

事業内容
（新） 共聴施設の新設・改修に対する助成

Ⅵ　持続発展が可能な都市の自治基盤を確立するために（都市経営・自治分野）

１　市民が主役のまちづくりを推進する

　・地域コミュニティセンターの整備 387,343 千円 (164,849 千円）

事業内容

　・まちづくり活動の支援 1,932 千円 (2,000 千円）

事業内容

　・協働の地域づくり支援事業の推進 36,865 千円 (35,668 千円）

事業内容

　・特色ある地域づくりの推進 12,872 千円 (14,308 千円）

【上河内地域】

【河内地域】

　・（新）市政情報コールセンターの設置検討 248 千円 （－ 千円）

事業内容

２　行政経営基盤を強化する

　・宇都宮ブランドの確立 89,665 千円 (26,028 千円）

事業内容

　・自治基本条例の周知・啓発 4,323 千円 (8,392 千円）

事業内容 本市にふさわしい自治を実現するため，自治の基本理念，市民の権利及び責務，市
政運営等の基本的な事項を定める自治基本条例（H21.4.1施行）の周知・啓発事業
を実施

　情報発信機能の整備

行政経営課

　各種メディアを活用した広報活動
　ブランド戦略推進組織の運営

情報政策課

地上デジタル放送の受信状況調査

宝木地域コミュニティセンター建設工事　　　S－2F　400㎡

みんなでまちづくり課

協働事業提案制度による事業の実施

御幸が原地域コミュニティセンター実施設計
御幸地域コミュニティセンター実施設計

みんなでまちづくり課

地域住民組織による地域課題の発見と解決を図るための活動，地域の個性や魅力を
発信するための活動などを支援
　地域づくり，環境活動，文化祭活動，むらづくり活動，地域防犯活動[再掲]の５
分野の事業に交付

緑が丘地域コミュニティセンター建設工事　　S－2F　540㎡

各地区市民センター・各地域自治センター

地域，NPO，企業等の連携の促進

みんなでまちづくり課

政策審議室

梵天祭り，サマーフェスティバル，体育祭などを支援

各地域自治センター

ふるさと産業まつり，高齢者・福祉運動会，体育祭などを支援

広報広聴課

市政情報等を一元的に提供する市政情報コールセンターの設置に向けての検討

宇都宮ブランドの確立に向けた情報収集・発信を戦略的に推進
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　・コンビニエンスストアにおける納付機会の拡大 66,954 千円 （－ 千円）

事業内容

ｽｹｼﾞｭｰﾙ

　・電子入札の推進 12,664 千円 (13,119 千円）

事業内容
ｽｹｼﾞｭｰﾙ

H22　物品購入等の適用範囲の拡大

　・内部管理システムの構築 294,766 千円 (232,000 千円）

事業内容
ｽｹｼﾞｭｰﾙ

　・指定道路閲覧システムの整備 8,000 千円 (130,552 千円）

事業内容
ｽｹｼﾞｭｰﾙ H20　指定道路図作成及びシステム開発

　・（新）下水道施設情報管理システムの整備 142,506 千円 （－ 千円）
 

事業内容

３　市民の相互理解と共生のこころを育む

　・配偶者からの暴力の被害者支援事業の推進 10,112 千円 (7,443 千円）

事業内容
（新）
（新） 全国シェルターシンポジウム開催への助成

　・ワーク・ライフ・バランスの推進 4,137 千円 (3,959 千円）

事業内容
（新）

　・（新）多文化共生事業の推進 1,155 千円 （－ 千円）

事業内容

納税課・市民税課・資産税課

民間シェルターへの助成

ワーク・ライフ・バランス企業啓発セミナーの開催

男女共同参画課

男女共同参画課

契約課

入札の透明性・競争性・公平性を高めるため，電子入札システムを導入
H19　建設工事及び工事関連コンサルタント業務における電子入札の実施

庶務事務システム，文書管理システムなどの内部管理事務システムを構築
H21～22　システム開発（二次）

多文化共生ソーシャルコーディネーターの育成

顧客への正確・迅速な情報提供のため，下水道施設情報管理システムを整備

上下水道局

指定道路の図面・調書を作成し，閲覧システムを整備

H21　指定道路調書作成

通訳ボランティア制度の創設

国際交流プラザ

ファザーリングフェスタの開催

ＤＶ被害者の自立支援のための居場所づくり

H21　対象拡大に向けた税オンラインシステムのプログラム修正
H20　軽自動車税のコンビニ納付を開始

H22　個人市民税，固定資産税，都市計画税，国民健康保険税にコンビニ納付を
　　 拡大

納税者の利便性の向上や納期内納付の推進のため，コンビニエンスストアにおける
市税等の納付機会を拡大

情報政策課

保険年金課・情報政策課

建築指導課

H21　物品購入等における電子入札の一部実施
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