
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 146,114 千円 (139,967 千円）

事業内容

　（新）

858,459 千円 (795,999 千円）

事業内容

（拡）

23,902 千円 (41,510 千円）

健康増進課

事業内容

子ども家庭課

事業内容

保育課

事業内容

観光交流課・農業振興課

事業内容

学校健康課

事業内容

（拡）

（拡）

　・新型インフルエンザへの対応 4,679 千円 (7,376 千円）

保健予防課・危機管理課

事業内容

（　）内は前年度予算額

   （新）は新規事業，（拡）は拡充事業

保健所総務課

二次救急医療における輪番制病院と協力病院等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

　協力病院等設備整備費補助金　2病院

　・健康診査の充実

健康増進課

疾病の早期発見を図るための各種健康診査の実施

女性特有のがん検診の受診を促進するため，無料クーポン券を配布

　乳がん　　40歳，45歳，50歳，55歳，60歳
　子宮がん　20歳，25歳，30歳，35歳，40歳

　・食育の推進

食育に関する啓発事業

　朝食メニューコンクールなど

食育フェアの開催

３歳児健康診査における栄養指導

親子の食生活相談

保育園・子育てサロンにおける食育の推進

　食物栽培体験など

農とのふれあい，地元農産物を使った食育の推進

　食農体験学習事業への助成，給食向け農産物用パイプハウス導入への助成など

学校における食育の推進

　学校栄養職員（栄養士）を全校に配置

　米飯給食自校炊飯の推進　陽西中学校など9校

新型インフルエンザ対策に係る医療機関との連携強化，市民への情報提供及び検査
等の実施

　米飯給食週4回の試行　自校炊飯校4校

主　要　事　業　一　覧
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２　高齢期の生活を充実する

　・地域支援事業の実施 734,952 千円 (737,740 千円）

高齢福祉課

事業内容

　・高齢者外出支援事業の実施 46,874 千円 (57,677 千円）

高齢福祉課

事業内容

　・みやシニア活動センターの運営 5,321 千円 (5,494 千円）

高齢福祉課

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 10,466 千円 (9,832 千円）

障がい福祉課

事業内容

　・障がい者アート作品コンクールの開催 3,176 千円 (419 千円）

障がい福祉課

事業内容

（新）

（新）

　・日中一時支援事業の充実 145,114 千円 (125,549 千円）

障がい福祉課

事業内容

対 象 者

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

介護予防事業（介護予防教室，訪問指導など）

包括的地域支援事業（地域包括支援センター）

任意事業（家族介護教室，食の自立支援事業など）

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

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

　授産品（新商品）の販路拡大

　市庁舎授産品販売コーナーの運営など

障がい者の社会参加を促進し，障がい者の文化活動への理解を深めるため，うつの
みやふれあい文化祭の開催やアート作品コンクールなどを実施

　アート作品コンクールの開催

　アート作品巡回展示

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，放課後や夏休み等
の期間中，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】

特別支援学校に通う児童・生徒

12施設　⇒　14施設（中学生の知的障がい児を対象とする施設の拡大）

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　39施設

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】

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

医療機関　3施設，福祉施設　3施設
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　・重症心身障がい児プール活動支援事業の実施 1,203 千円 (1,215 千円）

子ども発達センター

事業内容

実施施設

　・療育支援事業の実施 38,565 千円 (29,848 千円）

子ども発達センター

事業内容

（新）

　・障がい者福祉施設の整備促進 189,952 千円 (222,566 千円）

保健福祉総務課

事業内容

４　愛情豊かに子どもたちを育む

　・子育て情報提供事業の充実 2,108 千円 (2,733 千円）

子ども未来課

事業内容

事業内容（新）

　・こんにちは赤ちゃん事業の充実 28,268 千円 (25,491 千円）

子ども家庭課

事業内容

事業内容（新）

　・（新）子ども手当の創設 10,018,137 千円 (3,774,290 千円）

子ども家庭課

事業内容

対 象 者

手 当 額

所得制限

　・妊産婦医療費の助成 159,868 千円 (148,463 千円）

子ども家庭課

事業内容

助成期間

重症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

子ども発達センター

知的障がい及び肢体不自由のある通園施設を利用する児童に対し，専門職（作業療
法士，言語聴覚士，心理相談員）によるチーム療育を実施

　療育支援プログラム，ペアレントトレーニングの実施

障がい者の入所・通所施設整備への助成

　障がい福祉サービス事業所　新設2施設（定員65名），改修2施設

ホームページによる総合的な子育て情報の提供

「赤ちゃんの駅」事業の実施

授乳やおむつ替えができる施設を「赤ちゃんの駅」として登録・周知し，安心し
て子育てできる環境を整備

こんにちは赤ちゃん事業

育児の不安解消，孤立化防止を図るため，生後４か月までの乳児がいる全家庭を
訪問し，母子の心身状況や養育環境の把握，子育てに関する相談や情報提供を実
施

養育支援訪問事業

乳児期等において，特に育児・養育に不安等がある家庭に対し，具体的な相談や
家事・育児などの支援を実施

次世代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援する観点から，中学
校修了までの児童を対象に手当を支給

0歳～中学校修了まで

一人あたり月額13,000円

なし

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

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々月

18



　・妊婦健康診査の実施 436,940 千円 (336,643 千円）

子ども家庭課

事業内容

助成回数

助 成 額（拡）

　・不妊治療費助成の実施 102,553 千円 (75,298 千円）

子ども家庭課

事業内容

助 成 額（拡）

　・家庭的保育事業（保育ママ制度）の推進 28,808 千円 (31,476 千円）

保育課

事業内容

　・事業所内保育施設の設置促進 5,000 千円 (10,000 千円）

保育課

事業内容

助成対象

　・私立保育園の整備促進 592,270 千円 (166,997 千円）

保健福祉総務課

事業内容

　・児童養護施設整備への助成 15,000 千円 (15,000 千円）

保健福祉総務課

事業内容

　・宮っ子ステーション事業の推進 426,314 千円 (402,559 千円）

生涯学習課・みんなでまちづくり課

事業内容

（拡）

事業内容

（拡）

事業内容

　・幼稚園就園の負担軽減 662,593 千円 (672,213 千円）

事業内容

事業所内保育施設設置への助成

定員5人以上10人未満の事業所内保育施設

私立保育園の増改築への助成

　5施設（定員70名増）

　1回あたり上限額　20万円⇒25万円　※平成21年度補正予算により実施済

人工授精費の助成

　年間上限額　32,000円（助成期間　2年）

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

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

公費負担上限額　73,000円⇒91,000円

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

特定不妊治療費の助成

14回

　御幸小学校（地域コミュニティセンターとの合築）

児童養護施設の改築への助成

　1施設

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

　9校　⇒　22校

地域における留守家庭児童の放課後の生活の場を提供する「留守家庭児童会」及び
放課後の生活の場と乳幼児・親子の交流の場を提供する「子どもの家」の運営

　土曜日の午後の開設を通年化

　子どもの家　53校　留守家庭児童会　12校

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

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
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５　都市の福祉力を高める

　・地域福祉コーディネットワーク事業の推進 630 千円 (1,890 千円）

保健福祉総務課

事業内容

　・高齢者の入所・通所施設の整備促進 1,299,614 千円 (97,500 千円）

保健福祉総務課

事業内容

　・ちとせ寮・松原荘の再整備 936,695 千円 (410,513 千円）

保健福祉総務課

事業内容

ｽｹｼﾞｭｰﾙ

　・道路・公園バリアフリーの推進 87,025 千円 (193,000 千円）

道路維持課

事業内容

公園緑地課

事業内容

６　日常生活の安心感を高める

　・（新）災害時通信システムの整備 2,810 千円 （－ 千円）

危機管理課

事業内容

　・地域防犯活動の推進 17,527 千円 (15,352 千円）

生活安心課・みんなでまちづくり課・

各地区市民センター・各地域自治センター

事業内容

（新）

（拡）

　・防犯灯設置等への助成 156,035 千円 (162,591 千円）

生活安心課

事業内容

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

H21～22　施設整備

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

高齢者の入所・通所施設整備への助成

　特別養護老人ホーム　　新設3施設（定員150名）

　介護老人保健施設　　　新設1施設（定員100名）

　地域密着型介護施設　　新設4施設（定員 65名）

H23　　　供用開始

交差点段差解消，視覚障がい者誘導用ブロックの整備

公園の出入口，水飲み器などのバリアフリー整備事業

　平出工業団地公園など　4公園

災害時の応急活動のための通信システムの整備

　清原地区市民センターなどに移動系無線機を配備

　アナログ無線をデジタル無線に順次切り換え

地域防犯活動への助成

全市一斉防犯活動の実施

防犯講習会の開催及び防犯に関する広報・啓発の実施

自治会等が管理する防犯灯の設置費や維持管理費を助成
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　・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 16,416 千円 (16,564 千円）

生活安心課・廃棄物対策課

事業内容

　・救急医療体制の確保【再掲】 146,114 千円 (139,967 千円）

保健所総務課

事業内容

　（新）

　・新型インフルエンザへの対応【再掲】 4,679 千円 (7,376 千円）

保健予防課・危機管理課

事業内容

　・霊園の整備 46,065 千円 (110,136 千円）

生活安心課

事業内容

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

道路維持課

事業内容

　

　・住宅・建築物の安全・安心の確保 16,100 千円 (15,800 千円）

建築指導課

事業内容

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・地域の教育力向上事業の推進 2,975 千円 (3,969 千円）

生涯学習課

事業内容

　・地域に貢献できる人材の育成 7,278 千円 （－ 千円）

生涯学習課

事業内容（新）

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

東の杜公園の整備

　墓域整備工事

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

　禁止区域における路上喫煙等の禁止

　重点地区におけるごみの持ち帰りなど美化推進

二次救急医療における輪番制病院と協力病院等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

　協力病院等設備整備費補助金　2病院

新型インフルエンザ対策に係る医療機関との連携強化，市民への情報提供及び検査
等の実施

　歩道，道路反射鏡，道路照明の整備等

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

　木造住宅耐震診断補助金

　木造住宅耐震改修補助金

　アスベスト対策費補助金

家庭・地域教育講座の実施

親学出前講座の実施

地域教育推進センター機能の充実

人材育成講座の実施

地域教育活動支援者研修会の実施
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　・宮っ子ステーション事業の推進【再掲】 426,314 千円 (402,559 千円）

生涯学習課・みんなでまちづくり課

事業内容

（拡）

事業内容

（拡）

事業内容

　・第３図書館の建設 2,824,280 千円 (1,125,253 千円）

生涯学習課

事業内容

ｽｹｼﾞｭｰﾙ

２　信頼される学校教育を推進する

　・人づくりの推進 18,534 千円 (10,553 千円）

教育企画課・学校教育課

事業内容

（新）

　・学校マネジメントシステムの実施 8,588 千円 (9,113 千円）

学校教育課

事業内容

29,800 千円 (29,600 千円）

学校教育課・学校管理課

事業内容

　・小中一貫教育の推進 68,141 千円 (1,932 千円）

教育企画課・学校管理課・教育センター

事業内容

ｽｹｼﾞｭｰﾙ

（新）

（新）

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

　9校　⇒　22校

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

地域における留守家庭児童の放課後の生活の場を提供する「留守家庭児童会」及び
放課後の生活の場と乳幼児・親子の交流の場を提供する「子どもの家」の運営

　子どもの家　53校　留守家庭児童会　12校

　土曜日の午後の開設を通年化

　御幸小学校（地域コミュニティセンターとの合築）

雀宮駅東地区に図書館を建設

H21～22　建設工事，図書購入，備品購入

H23　　　開館予定

心豊かでたくましい宮っ子の育成を推進

　｢宮っ子の誓い｣周知・啓発リーフレットの配布

　人間力向上フォーラムの開催

　スタンダードダイアリーの配布（小1～中3の全児童生徒）

　家庭教育の手引きの発行

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

　・地域と連携した魅力ある学校づくりの推進

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

　魅力ある学校づくり地域協議会交付金　　93協議会

　頑張る学校プロジェクト交付金　　　　　93校

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

H22　モデル地域学校園における小中一貫教育カリキュラムの実施

　小中一貫教育推進のための指導助手等の配置　13人

　児童生徒学習情報システムの導入

H24　全市で小中一貫教育を開始
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　・「確かな学力」の育成推進 139,012 千円 (143,458 千円）

学校教育課

事業内容

調査対象

実施教科

事業内容

調査対象

事業内容

　・外国語学習の充実 81,609 千円 (91,391 千円）

学校教育課

事業内容

　・「うつのみや元気っ子プロジェクト」の推進 7,948 千円 (8,889 千円）

学校健康課

事業内容

　・学校栄養職員（栄養士）の配置【再掲】 95,234 千円 (95,377 千円）

学校健康課

事業内容

　・特別支援教育の充実 186,526 千円 (173,776 千円）

学校管理課・教育センター

事業内容

（拡）

　・外国人児童生徒への日本語指導の充実 18,563 千円 (19,130 千円）

学校教育課

事業内容

（新）

　・心の健康づくりへの支援 1,000 千円 (1,000 千円）

事業内容

　・いじめ問題への対応 25,320 千円 (29,629 千円）

学校教育課・教育センター

事業内容

学習内容定着度調査の実施

小学校3年生～中学校3年生の全児童生徒

小学校（国語・算数），中学校（国語・数学・英語）

学習と生活についてのアンケートの実施

小・中学校全児童生徒

　小学校5・6年生：20時間/年，1～4年生：2時間/年

各学校における児童生徒の体力向上を促進

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

習熟度別学習のための指導助手の配置

　小学校5・6年生（国語・算数）：13人，中学校1～3年生（数学・英語）：43人

外国語指導助手（ＡＬＴ）による授業の実施

　中学校1～3年生：20時間/年

　94人（県費職員を含む）

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

　指導助手の配置　　　70人　⇒　76人

  支援員の配置　      20人

　特別支援教室の整備　31校

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

　初期日本語指導教室の設置　　2ヶ月間通級

　母語による日本語指導者の学校派遣

　日本語による日本語指導者の学校派遣

学校教育課

教職員を対象としたカウンセリングの実施

　30歳，40歳，50歳の教職員

いじめゼロ運動の推進

スクールカウンセラーの派遣
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　・小中学校の整備 2,808,430 千円 (4,581,553 千円）

学校管理課

事業内容

対象施設

事業内容

事業内容

ｽｹｼﾞｭｰﾙ

　・奨学金制度の推進 259,839 千円 (301,160 千円）

教育企画課

事業内容

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 13,595 千円 (15,409 千円）

文化課

事業内容

　・ふるさと宇都宮の伝統文化継承 6,222 千円 (9,322 千円）

文化課

事業内容

　・文化財の保護・活用 3,405 千円 (3,084 千円）

文化課

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 10,146 千円 (10,846 千円）

スポーツ振興課

事業内容

　・体育施設の再整備 80,406 千円 (209,536 千円）

スポーツ振興課

対象施設

校舎・体育館の耐震化

校　舎　宮の原小学校校舎の大規模改造工事（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）

体育館　平石中央小学校，瑞穂野北小学校

　ＩＳ値0.3未満の校舎・体育館等の耐震化（平成22年度に完了）

体育館の改築

　簗瀬小学校体育館の実施設計

夏季の学習環境を良好に保つため，普通教室等へ設置した空調設備の賃借

H20　中学校への空調設備の設置

H21　小学校への空調設備の設置

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

　大学（自宅通学）　　月額35,000円

　大学（自宅外通学）　月額45,000円　など

妖精資料の展示・公開の実施

ワークショップ，企画展の開催

宇都宮伝統文化フェスティバルの開催

岡本城跡の環境整備

クロコムラサキ生息地の保存活動支援

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

市体育館　　空調設備導入のための設計委託，オストメイトトイレの整備

清原中学校　学校校庭夜間開放用照明設備の改修

清原球場　　観客席バリアフリー化など
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　・ジャパンカップサイクルロードレースの充実 89,000 千円 (67,856 千円）

スポーツ振興課

事業内容（新）

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 11,086 千円 (11,351 千円）

子ども未来課

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

　・もったいない運動の推進 6,806 千円 (10,381 千円）

環境政策課

事業内容

　・環境配慮型行動の推進 1,358 千円 (1,613 千円）

環境政策課

事業内容

事業内容

事業内容

（拡）

　・新エネルギー・省エネルギー機器の普及促進 145,200 千円 (40,000 千円）

　　　 環境政策課

事業内容

助 成 額

事業内容（新）

助 成 額

　・エコショップ，エコレストラン認定制度の推進 89 千円 (525 千円）

ごみ減量課

事業内容

中心市街地におけるレースの追加実施

　大通り周回コースにおけるレースの開催

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

ひとやものを大切にする「もったいない」精神の普及啓発等の実施

　市民活動組織への支援

　もったいないフェアの開催

　もったいない川柳・ポスターコンクールの開催

家庭版環境ＩＳОの普及

　みやエコファミリー認定制度の推進

　みやエコ宣言（もったいない宣言）の推進

　みやエコ園認定制度の推進

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

住宅用太陽光発電システムの設置への助成

学校版環境ＩＳОの普及

　学校版環境ＩＳОハンドブック，壁新聞の作成など

幼児環境学習の推進

　幼児環境学習教材の開発

1kwあたり4万円　上限4kw

住宅用高効率給湯器の設置への助成　　※平成21年度補正予算により実施済

定額補助　2万円
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　・廃食用油の資源化事業の推進 4,578 千円 (5,101 千円）

ごみ減量課

事業内容

（拡）

　・（新）一般廃棄物処理基本計画の策定 9,605 千円 （－ 千円）

廃棄物対策課・ごみ減量課

事業内容

ｽｹｼﾞｭｰﾙ

事業内容

　・（新）プラスチック製容器包装資源化施設（エコプラセンター下荒針）の稼動

191,242 千円 （－ 千円）

廃棄物施設課

事業内容

（拡）

　・菜の花プロジェクトの推進 1,990 千円 (2,160 千円）

農業振興課

事業内容

　・バイオマスタウンの推進 2,495 千円 (2,226 千円）

農業振興課

事業内容

　・（新）電気自動車の導入 381 千円 （－ 千円）

管財課

事業内容

実施時期

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 123,030 千円 (228,095 千円）

河川課

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 415,153 千円 (615,495 千円）

河川課

事業内容

家庭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

　回収拠点の拡大　31か所 ⇒ 36か所

ごみ組成分析の調査

ごみの減量化や資源化施策，新分別収集の効果を検証するため，ごみ組成分析調
査を実施

一般廃棄物処理基本計画の策定

H22　基礎調査

H23　基本計画の策定

プラスチック製容器包装資源化施設の運転・維持管理業務

　ごみの分別区分の拡大　5種10分別　⇒　5種13分別

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

堆肥施用効果に関する大学との共同研究を実施

電気自動車の普及に向けて啓発を実施

H22.10～　公用車に電気自動車を導入　1台（リース）

御用川の本川改修　　　整備延長　L＝4,100ｍ

H3～33

奈坪川の本川改修　　　整備延長　L＝9,299ｍ

H20～39

準用河川：21河川

　補助事業　越戸川など　3河川　　単独事業　大久保谷地川など4河川

普通河川：58河川

　単独事業　刈沼川
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　・緑地保全活動の推進 685 千円 (847 千円）

公園緑地課

事業内容

３　上下水道サービスの質を高める

　・水源の確保 953,652 千円 (905,710 千円）

上下水道局

事業内容

　・老朽配水管の布設替 699,768 千円 (487,804 千円）

上下水道局

事業内容

　・水道施設の整備 1,534,942 千円 (1,619,445 千円）

上下水道局

事業内容

　・公共下水道汚水管渠の整備 1,268,614 千円 (1,566,837 千円）

 上下水道局

事業内容

　・合流式下水道の緊急改善 980,258 千円 (1,077,030 千円）

 上下水道局

事業内容

　・老朽下水道管の改築更新 110,800 千円 (71,600 千円）

上下水道局

事業内容

　・公共下水道雨水管渠の整備 322,078 千円 (334,500 千円）

 上下水道局

事業内容

　・下水道施設の整備 1,876,000 千円 (1,405,000 千円）

 上下水道局

事業内容

　・上下水道施設の耐震化 87,130 千円 (36,200 千円）

上下水道局

事業内容（新）

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）

不用木伐採や下草刈りによる里山林の保全（とちぎの元気な森づくり事業）

　戸祭山緑地，鶴田沼緑地

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

　湯西川ダム建設事業への参画　（日量　24,000立方㍍）

「老朽配水管布設替計画」に基づく更新工事

　整備延長　Ｌ＝5,010ｍ

松田新田浄水場ろ過池改造工事及び薬品注入設備設置工事など

単独・流域関連及び特定環境保全公共下水道事業

　整備面積　55.0ha　　　整備延長　Ｌ＝15,609ｍ

合流式下水道の放流水の水質改善を図るため，汚水貯留施設を設置　5か所

「老朽管渠改築更新（長寿命化）計画」に基づく改築更新工事

　整備延長　Ｌ＝115ｍ

鶴田川5-1号幹線，奈坪川第1などの整備　5か所

　整備延長　Ｌ＝466ｍ

川田水再生センター水処理施設などの改築

河内水再生センター水処理施設の増設

「耐震化基本計画」の策定

　松田新田浄水場，高間木取水場，川田水再生センターの耐震診断
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　・浄化槽設置整備の促進 329,790 千円 (334,175 千円）

環境保全課

事業内容 浄化槽の設置への補助

補助基数

補助限度額

事業内容

補助基数

補助限度額

　・平出工業団地排水処理施設の整備 115,800 千円 (114,900 千円）

廃棄物施設課

事業内容

　・さつき団地下水管渠の整備 94,351 千円 (11,150 千円）

廃棄物施設課

事業内容

ｽｹｼﾞｭｰﾙ

４　快適な住環境を創出する

　・若年夫婦世帯への家賃補助 68,594 千円 (68,108 千円）

住宅課

事業内容

　・地域優良賃貸住宅供給事業の促進 93,810 千円 (64,945 千円）

住宅課

事業内容

補助対象

（新）

　・住宅・建築物の安全・安心の確保【再掲】 16,100 千円 (15,800 千円）

建築指導課

事業内容

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

　・（新）産業振興機能の強化 3,123 千円 （－ 千円）

産業政策課

事業内容

470基

新設　　　5人槽：52.5万円　7人槽：60.5万円　10人槽：76.5万円

設置替え　5人槽：64.5万円　7人槽：72.5万円　10人槽：88.5万円

浄化槽放流水の敷地内処理装置の設置への補助

136基

5人槽：9.8万円　7人槽：12.5万円　10人槽：15万円

施設改修工事

管渠改築・修繕工事

H21～　管渠改築・修繕工事

H23　　流域下水道への接続

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

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

家賃減額補助：271戸予定

建設費補助：新規分25戸予定

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

　木造住宅耐震診断補助金

　木造住宅耐震改修補助金

　アスベスト対策費補助金

地域資源を活用した産業の活性化や産業横断的な新たな施策・事業の創出を推進

　経済産業懇談会の設置・運営

　産業振興プランの策定
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　・次世代モビリティ産業集積の促進 10,610 千円 (11,400 千円）

産業政策課

事業内容

　・チャレンジャーのまちうつのみや推進事業 11,172 千円 (16,404 千円）

産業政策課

事業内容

　・大谷石販路拡大事業の推進 3,000 千円 (500 千円）

産業政策課

事業内容

（新）

　・企業誘致の推進 1,048,700 千円 (100,000 千円）

商工振興課

事業内容

　・雇用対策の推進 380,307 千円 (173,567 千円）

商工振興課

事業内容

（拡）

（拡）

事業内容

　・アグリネットワークの推進 13,780 千円 (14,303 千円）

農業振興課

事業内容

　・地産地消の推進 5,389 千円 (7,134 千円）

農業振興課

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 300 千円 (9,000 千円）

事業内容

ｽｹｼﾞｭｰﾙ

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

宇都宮市内で起業しようとする人を支援

農産物の地産地消の推進

緊急雇用創出事業交付金（県）などを活用した雇用対策の実施

　給食向け農産物用パイプハウス導入への助成【再掲】

　ＵＪＩターン起業者への助成

大谷石販路拡大事業に対する補助

大谷石を使用した一般住宅等の新増築・改築等に要する費用の支援

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

　米粉利用促進事業の支援

　地産地消推進店のＰＲ事業

企業の立地・拡大再投資に対する支援

　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（対象：増設に伴う土地，建物，設備の投下固定資産総額の3％）

「雇用支援対策基金」（市単独）を活用した事業主・離職者等への支援

　雇用助成金の支給

　トライアル雇用助成金の支給

　資格取得支援講座の実施

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

地域政策室

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

H20　市民意向調査

H21　基本計画の策定

H22　基本計画計上事業の実施・協議会運営支援
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　・中心市街地活性化の推進 96,000 千円 (58,000 千円）

地域政策室・商工振興課

事業内容

（新）

（拡）

（新）

　・中小企業融資制度の活用促進 14,744,437 千円 (9,241,957 千円）

商工振興課

事業内容

　・「宇都宮版ＣＳＲ」の推進 6,061 千円 (6,229 千円）

商工振興課

事業内容

３　農林業の付加価値を高める

　・大型直売所等の整備促進 2,500 千円 (5,000 千円）

農業振興課

事業内容

　・農産物ブランド化の推進 11,918 千円 (12,608 千円）

農業振興課

事業内容

　・地域営農組織の育成 16,200 千円 (15,900 千円）

農業振興課

事業内容

　・地域農業担い手の育成 5,475 千円 (2,437 千円）

農業振興課

事業内容

（新）

　・水田農業構造改革事業 66,719 千円 (96,000 千円）

農業振興課

事業内容

中小企業事業資金貸付金の活用促進　【新規融資枠　約163億円⇒約180億円】

　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，

　まちづくり貢献企業支援資金など

魅力ある中心商業地の整備促進

　大型映像装置活用の検討

　中心商業地出店等促進事業補助金の補助対象の拡大

　中心商店街共同施設整備補助金（オリオン通り商店街アーケード改修の助成）

　信用保証料補助金

ＣＳＲ（企業の社会的責任）活動の推進

　認証制度の実施

　ホームページ等による普及啓発活動の実施

ＪＡうつのみやが行う大型直売所整備基本計画策定への支援

農産物の高品質化，ブランド化を推進

　うつのみや農産物ブランド推進事業への助成

　宇都宮牛復興プロジェクトへの助成

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

農業支援ネットワーク事業

農村女性起業支援事業

新規就農生活資金貸付事業

新規就農の促進を図るため，農業公社が行う新規就農者研修期・就農初期の生活
資金の貸付制度の原資を助成

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

　保有合理化促進事業への支援

　麦・大豆・飼料作物の団地化・集積化に対する助成
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　・菜の花プロジェクトの推進【再掲】 1,990 千円 (2,160 千円）

事業内容

　・農地・水・環境保全向上対策の推進 29,407 千円 (28,982 千円）

農業振興課・農村整備課

事業内容

【上河内地域】

【河内地域】

　・園芸作物生産施設整備の推進 22,642 千円 (52,841 千円）

農業振興課

事業内容

　・とちぎの元気な森づくり事業の推進【一部再掲】 10,550 千円 (9,649 千円）

農村整備課・公園緑地課・

学校管理課・文化課・スポーツ振興課

事業内容 ハード事業

　・土地改良事業の推進 432,652 千円 (525,676 千円）

農村整備課

事業内容

【上河内地域】

【河内地域】

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

農地・農業用水など，資源の保全活動への助成

　共同活動　15地区　　838.2ha

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

　営農活動　 1組織

農地・農業用水など，資源の保全活動への助成

　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

　営農活動　 1組織

農地・農業用水など，資源の保全活動への助成

　共同活動　13地区　1,066.7ha

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

　営農活動　 4組織

園芸用パイプハウス導入への助成

いちご自動換気装置導入への助成

施設園芸用省エネ設備導入への助成

　将来まで守り育てる里山林整備（森林公園周辺ほか）

　野生獣被害軽減のための緩衝帯としての里山林整備（冬室地区）

　通学路等の安全のための里山林整備（石那田地区）

ソフト事業

　みんなの元気な森づくり支援

　森林環境学習支援

　木の香る環境づくり支援

　特色ある緑豊かな地域推進事業

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

　農道整備事業　　　　16地区　整備延長　Ｌ＝4,955ｍ

　圃場整備事業　　　　 3地区

　かんがい排水事業　  10地区

　農道整備事業　　　　 3地区　整備延長　Ｌ＝930ｍ

　かんがい排水事業　   3地区

　農道整備事業　　　　 1地区　整備延長　Ｌ＝280ｍ

　かんがい排水事業　   3地区
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４　魅力ある観光と交流を創出する

　・（新）おもてなし情報の発信 1,375 千円 （－ 千円）

産業政策課

事業内容

　・「おもてなし運動」の推進 268 千円 (1,070 千円）

観光交流課

事業内容

　・観光セールスの強化 2,056 千円 (2,476 千円）

観光交流課

事業内容

　・大谷観光の推進 5,500 千円 (5,500 千円）

観光交流課

事業内容

　フェスタin大谷実行委員会交付金の交付

　・（新）北東部地域観光の推進 3,956 千円 （－ 千円）

観光交流課

事業内容

　進入路等整備工事

　・農業・農村ふれあい交流事業の推進 1,296 千円 (1,330 千円）

観光交流課

事業内容

（新）

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

　・魅力ある都市景観づくりの推進 1,269 千円 (4,203 千円）

都市計画課

事業内容

　・市街地再開発事業の推進 1,748,994 千円 (1,865,594 千円）

都市再開発課

実施場所

地区面積

用　　途

ｽｹｼﾞｭｰﾙ

ＩＣＴを活用した観光情報の発信　　※平成21年度補正予算により実施済

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の実施

　観光ボランティアの育成

　おもてなしモニター制度の実施

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

　首都圏キャンペーンやイベントへの参画，旅行雑誌への広告掲載

フェスタin大谷の開催及び美観整備に係る支援

　大谷・多気地区美観事業への助成

　大谷石奇岩群植栽事業への助成

氏家大橋下イベント広場整備

「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

　ふるさと里家（さといえ）事業の検討

魅力ある都市景観づくり推進活動の促進

馬場通り西地区

0.43ha

住居，店舗，事務所，駐車場

H18～23　調査設計計画，土地整備，共同施設整備など
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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 181,529 千円 (485,353 千円）

駅東口整備推進室

事業内容

　・ＪＲ雀宮駅周辺地区整備の推進 2,917,053 千円 (2,325,140 千円）

雀宮駅東口周辺整備室・市街地整備課

事業内容

事業内容

　・ＪＲ宇都宮駅西口周辺地区の整備 2,073 千円 (6,000 千円）

地域政策室

事業内容

　・ＪＲ岡本駅周辺地区の整備 75 千円 (6,000 千円）

地域政策室

事業内容

　・公共施行土地区画整理事業の推進 5,104,207 千円 (5,814,255 千円）

市街地整備課・東部区画整理事業課・

西部区画整理事業課・北部区画整理事務所

事業内容

施行面積

事業年度

事業内容

施行面積

事業年度

事業内容

施行面積

事業年度

事業内容

施行面積

事業年度

事業内容

施行面積

事業年度

宇都宮駅西口第四Ｂ地区

0.3ha

住居，ホテル，店舗，駐車場

H19～22　調査設計計画，土地整備，共同施設整備など

東西自由通路ＪＲ宇都宮線交差部工事負担金（H21～22）

駐輪場屋根整備工事

事業手法導入検討業務委託

雀宮駅東地区

　駅関連施設工事負担金

　雀宮駅東口広場整備，周辺道路整備，駐車場整備など

雀宮駅西地区

　雀宮駅西口広場整備など

宇都宮駅西口周辺地区のまちづくり促進のための調査

岡本駅周辺地区整備の具体化に向けた関係機関との協議

鶴田第１土地区画整理事業

42.9ha

H5～27

鶴田第２土地区画整理事業

86.2ha

H11～28

宇大東南部第１土地区画整理事業

48.2ha

H11～24

宇大東南部第２土地区画整理事業

41.8ha

H19～33

岡本駅西土地区画整理事業【河内地域】

59.2ha

H6～30

33



事業内容

施行面積

事業年度

事業内容

事業内容

　・テクノポリスセンター地区の整備 40,474 千円 (407,935 千円）

地域政策室・市街地整備課

事業内容

施行面積

事業年度

　・緑の基本計画の改定 8,426 千円 (8,457 千円）

公園緑地課

事業内容

ｽｹｼﾞｭｰﾙ

　・拠点公園・緑地の整備 261,578 千円 (430,000 千円）

公園緑地課

事業内容

　・街区公園の整備 122,905 千円 (118,050 千円）

公園緑地課

事業内容

事業内容

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 16,035 千円 (18,260 千円）

交通政策課

事業内容

　・生活交通確保対策の推進 69,728 千円 (87,335 千円）

交通政策課

事業内容

中里原土地区画整理事業【上河内地域】

14.4ha

H18～22

小幡・清住土地区画整理事業

　事業計画書作成

平松本町第三土地区画整理事業

　路線測量など

宇都宮テクノポリスセンター土地区画整理事業

177.2ha

H9～28

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

H20　基礎調査

H21　基本方針の策定，緑の目標の設定

H22　地域別計画の策定　緑の基本計画の改定

拠点公園・緑地の整備

　テクノポリスセンター区画第１号・第２号公園，鬼怒川緑地運動公園など

市民に身近な街区公園の整備

　中里原区画第１号・第２号公園など

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】

　平出工業団地公園など　4公園

公共交通の利便性の向上と利用促進

　マイカー利用者の意識転換策の実施

  バス停留所上屋（屋根）設置，ベンチ設置等に対する助成

市民生活に必要なバス路線の維持と公共交通不便地域等における移動手段の確保

　生活バス路線維持費補助金

　地域内交通運行費補助金
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　・新交通システム導入の推進 22,862 千円 (41,047 千円）

ＬＲＴ導入推進室

事業内容

　・自転車利用・活用の促進 45,360 千円 (41,500 千円）

交通政策課・道路維持課

事業内容（新）

実施時期

事業内容（新）

実施時期

事業内容

ｽｹｼﾞｭｰﾙ

事業内容

　・都市計画道路の整備 556,986 千円 (1,480,080 千円）

道路建設課

事業内容

　・道路新設改良事業 2,696,953 千円 (3,632,554 千円）

道路建設課・雀宮駅東口周辺整備室

事業内容

【上河内地域】

【河内地域】

　・交通安全施設整備事業の推進 178,000 千円 (303,374 千円）

道路維持課

事業内容

　・橋りょう新設改良事業 462,466 千円 (214,375 千円）

道路建設課

事業内容

　・橋りょうの耐震化の推進 86,000 千円 (93,980 千円）

道路維持課

事業内容

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
交通システムの導入を推進

　市民向け説明会の実施

宇都宮日光線（一条）　　〔H14～31〕

H21　基礎調査

H22　計画策定

自転車道の整備

　カラー舗装工事　整備延長 Ｌ＝1,030ｍ

産業通り（陽南） 　　　 〔H14～29〕

泉ヶ丘線　　　　　　　　〔H 9～24〕

市道5340号線（みずほの通り）など27路線　　整備延長 Ｌ＝2,602ｍ

雀宮駅東口広場整備，周辺道路整備【再掲】

市道13125号線（金田町地内）など3路線　整備延長 Ｌ＝440ｍ

市道20042号線（中岡本町地内）など2路線　整備延長 Ｌ＝90ｍ

安心して歩くことができる道路環境の整備【再掲】

　歩道，道路反射鏡，道路照明の整備等の安全施設整備

道路バリアフリーの推進【再掲】

　交差点段差解消，視覚障がい者誘導用ブロックの整備

観光用レンタサイクルの導入に向けたモデル事業を実施

　中心市街地の宿泊施設における貸出

H22.10～　モデル事業の実施（1年間）

自転車利用者の利便性向上のためのモデル事業を実施

H22. 9～　モデル事業の実施（1年7ヶ月間）

自転車のまち推進計画の策定

老朽化した橋りょうの架け替え

　大泉橋〔H21～22〕，若林橋〔H21～22〕

老朽化した橋りょうの耐震補強　2橋
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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

　・電子申告の推進 76,378 千円 (6,983 千円）

市民税課

事業内容

ｽｹｼﾞｭｰﾙ

　・地上デジタル放送受信対策 22,908 千円 (43,050 千円）

情報政策課

事業内容

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 235,413 千円 (387,343 千円）

みんなでまちづくり課

事業内容

　・まちづくり活動の支援 2,932 千円 (2,932 千円）

みんなでまちづくり課

事業内容

　・協働の地域づくり支援事業の推進 37,316 千円 (36,865 千円）

みんなでまちづくり課・

各地区市民センター・各地域自治センター

事業内容

　・特色ある地域づくりの推進 11,995 千円 (12,872 千円）

各地域自治センター

【上河内地域】

【河内地域】

２　行政経営基盤を強化する

　・都市ブランド戦略の推進 46,354 千円 (89,665 千円）

政策審議室

事業内容

納税者の利便性向上のため，法人市民税等の電子申告を導入

H22　　　 システム修正，試験通信

H22.12～　法人市民税，固定資産税（償却資産），事業所税における電子申告の
　　　　　受領及び給与支払報告書の電子データ授受の開始

難視地区の共聴施設の新設・改修に対する助成

御幸地域コミュニティセンター建設工事　　S－2F　540㎡

御幸が原地域コミュニティセンター実施設計

地域，ＮＰＯ，企業等の連携の促進

市民活動助成事業の実施

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

梵天祭り，サマーフェスティバル，体育祭などを支援

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

宇都宮ブランドの確立に向けた市内外への情報発信を戦略的に推進

　認知度・信頼度向上に向けたＰＲイベント等の実施

　ブランド・メッセージ「住めば愉快だ宇都宮」を活用した情報発信

　情報発信拠点の運営に必要な経費の助成
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　・（新）新たな行政改革大綱に基づく事業の見直し 803 千円 （－ 千円）

行政改革課

事業内容

　
　・自治基本条例の周知・啓発 1,238 千円 (4,323 千円）

行政改革課

事業内容

　
　・コンビニエンス・ストアにおける納付機会の拡大 18,981 千円 (66,954 千円）

納税課・保険年金課

事業内容

ｽｹｼﾞｭｰﾙ

　・内部管理システムの開発 271,000 千円 (294,766 千円）

情報政策課

事業内容

ｽｹｼﾞｭｰﾙ

　・（新）パスポートセンターの設置 14,407 千円 （－ 千円）

市民課・宇都宮市民プラザ

事業内容

開設場所

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 4,298 千円 (5,247 千円）

男女共同参画課

事業内容（拡）

　　　　（拡）

　・ワーク・ライフ・バランスの推進 3,203 千円 (4,137 千円）

男女共同参画課

事業内容

　・多文化共生事業の推進 1,224 千円 (1,155 千円）

国際交流プラザ

事業内容

事業の原点からの点検・見直し

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
を継続して実施

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開発

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による在住外国人支援

旅券申請の受理・交付窓口の開設（H22.10～）

宇都宮市民プラザ

民間団体のＤＶ被害者支援事業への助成

ＤＶ被害者の自立支援

ファザーリングフェスタの開催

ワーク・ライフ・バランス企業啓発セミナーの開催

通訳ボランティア制度の運用

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

H22　個人市民税・県民税，固定資産税，都市計画税，国民健康保険税の納付開始

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

H20　軽自動車税の納付開始
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（単位　千円）

主　な　内　容

行政経営部 △ 14,855
・発送件数の精査などによる郵便料等の減
・公文書廃棄処理業務における廃棄対象文書の見直し等による委託料の減

総合政策部 △ 18,274
・広報紙作製業務の内容精査による委託料の減
・ホストコンピューターの機器構成の見直し等による賃借料の減

理 財 部 △ 24,456
・本庁舎維持管理に係る委託内容の見直しによる委託料の減
・借地の購入等に伴う土地賃借料の減

自治振興部 △ 6,240
・上河内地区の体育祭交付金とスポーツ大会予算の統合による減
・宇都宮市自治会連合会補助金の事務局職員費の見直しによる減
・市民の日実行委員会交付金の会場設営等の経費の見直しによる減

市民生活部 △ 7,380
・新生児命名用参考冊子の配布の廃止による減
・宮っこフェスタにおけるファザーリング事業の実施内容の見直しによる減

保健福祉部 △ 46,853
・社会福祉法人への老人福祉施設整備費借入金利子補給制度の一部廃止による減
・グループホーム・ケアホーム設置費補助金の補助対象経費の見直しによる減
・食育フェアの実施内容の見直しによる減

子 ど も 部 △ 12,814
・財団法人宇都宮市母子寡婦福祉連合会補助金の廃止
・みなみ保育園民営化に伴う公立保育園運営費等の減
・心身障がい児地域交流事業の見直しによる減

環 境 部 △ 153,964
・生ごみ処理機共同利用モデル事業補助金の廃止
・ごみ収集運搬業務委託の全面実施に伴うごみ収集センター管理事務費等の減
・ごみ処理施設及びし尿処理施設の運転管理業務等の内容精査による委託料の減

経 済 部 △ 154,059
・地域交流館の指定管理者導入による管理経費，嘱託員雇用経費等の減
・トマト黄化葉巻病対策事業補助金の廃止
・農業用廃ビニール処理に対する補助率の見直しによる減

建 設 部 △ 4,329
・上河内道路愛護事業補助金の廃止
・放置自転車撤去運搬調査業務等の単価の見直しによる委託料の減
・河川情報システムの廃止

都市開発部 △ 42,550
・公園管理事業の維持管理経費の見直し及び縮減による光熱水費等の減
・鬼怒ふれあいビーチの事業廃止による減

消 防 本 部 △ 8,710
・火災予防事業の消耗品費等の精査による減
・画像伝送システム保守委託の見直しによる減

教育委員会 △ 240,156
・小中学校における管理運営経費の見直しによる光熱水費等の減
・図書館における閲覧用図書資料の購入の見直しによる減
・図書館における清掃回数など管理運営経費の見直し及び縮減による減

そ の 他 △ 1,992
・交際費及び食糧費の見直しによる減（議会事務局）
・明るい選挙推進費における啓発物品配布の一部廃止（選挙管理委員会）
・農地流動化業務における委託内容の見直しによる減（農業委員会事務局）

△ 736,632

削 減 額部　　名

合　　計

主なスクラップ事業一覧
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