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平成３０年度総合計画進行管理対象主要事業の選定について 

 

Ⅰ 「子育て・教育の未来都市」の実現に向けて（子育て・教育・学習 分野） 

№ 項   目 平成３０年度 進行管理対象内容及び課題 主管課 

1 

結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支

援 

●結婚，妊娠・出産の希望をかなえる支援 

●教育・保育施設等の供給体制の確保 

●子どもの貧困対策 

 

 

 

 

 

●結婚，妊娠・出産の希望をかなえる支援 

◆結婚観・家族観のより効果的な意識啓発 

◆産婦健康診査受診率の向上 

◆県や関係機関と連携した，産後ケア事業等の利用しやすい環境づくり 

●教育・保育施設等の供給体制の確保 

◆教育・保育施設等の着実な整備 

◆保育士等の確保・育成 

●子どもの貧困対策 

◆貧困等の更なる把握のための実態調査の実施 

◆調査結果を踏まえた効果的な施策等の検討 

 

子ども未来課 

保育課 

2 

教育環境の充実 

 ●英語教育の強化 

 ●宇都宮学の推進 

 ●ＩＣＴ活用授業の推進 

 ●学校施設の計画的な整備・更新 

 

 

●英語教育の強化 

◆教員の指導力の向上に向けた研修の充実 

◆ＡＬＴを活用した授業外の取組による児童生徒の英語力強化 

●宇都宮学の推進 

◆平成３２年度の「宇都宮学」の創設・実施に向けた効果的な指導計画等の検討 

◆郷土資料集の内容・全体構成等の検討 

●ＩＣＴ活用授業の推進 

◆教職員及び児童のプログラミング教育への理解促進 

◆平成３２年度のプログラミング教育の円滑な導入に向けた指導計画等の検討 

◆教職員のＩＣＴ活用指導力の向上 

◆ＩＣＴ機器（タブレット型パソコン）の多様な活用の促進 

●学校施設の計画的な整備・更新 

◆適切な進捗管理による新設小学校の整備 

◆小中学校トイレの洋式化の推進 

◆学校施設の老朽化対策の推進 

学校教育課 

教育センター 

学校管理課 

教育企画課 

 

平成３０年 ４月２６日 
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3 

宮っ子ステーション事業の充実 

 

◆子どもの家の施設整備や指導員の確保 

◆子どもの家等事業の運営体制等の見直し・検討 

 

生涯学習課 

4 

スポーツ施設の整備充実 

●北西部地域への体育施設整備推進 

 

●北西部地域への体育施設整備推進 

◆スポーツニーズを捉えた施設の導入機能の検討 

◆客観的な評価による建設候補地の選定に向けた検討 

スポーツ振興課 
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Ⅱ 「健康・福祉の未来都市」の実現に向けて（健康・福祉・医療 分野） 

№ 項   目 平成３０年度 進行管理対象内容及び課題 主管課 

5 

健康づくりの推進 

●健康ポイント事業の実施 

●地域・職域連携による健康づくりの推進 

 

●健康ポイント事業の実施 

◆市民の積極的な参加促進 

◆効果的な事業実施のための企業等と連携した事業周知や協賛企業の確保 

●地域・職域連携による健康づくりの推進 

◆健康づくりに取り組む事業者の拡大 

 

健康増進課 

6 

地域包括ケアシステムの深化・推進 

●地域療養支援体制の推進 

●高齢者の日常生活支援の充実 

●社会福祉施設等の整備促進 

 

●地域療養支援体制の推進 

◆医療・介護連携の強化等に向けた地域包括ケア推進会議の設置及び円滑な運営 

◆医療・介護連携支援ステーション等の設置・稼働 

◆在宅医療・介護に携わる従事者の確保 

●高齢者の日常生活支援の充実 

◆介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）のサービス提供体制の確保（サービスＢ実施主体の開拓） 

◆生活支援体制整備事業の推進（第２層協議体の設置促進，生活支援コーディネーターの配置） 

◆認知症初期集中支援チームの設置・稼働 

◆基幹相談支援センターの設置・稼働 

●社会福祉施設等の整備促進 

◆高齢者施設の着実な整備（ネットワーク型コンパクトシティの考え方を踏まえた施設整備等） 

 

高齢福祉課 

保健福祉総務課 
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Ⅲ 「安全・安心の未来都市」の実現に向けて（安心・協働・共生 分野） 

№ 項   目 平成３０年度 進行管理対象内容及び課題 主管課 

7 

総合的な治水・雨水対策の推進 

●田川・姿川ハザードマップの改訂・周知 

●溢水等対策事業の推進 

●道路排水施設整備事業の推進 

●公共下水道（雨水幹線）の整備 

 

 

●田川・姿川ハザードマップの改訂・周知 

◆洪水浸水想定区域内の市民等への周知徹底 

◆洪水浸水想定区域内の要配慮者が利用する施設への周知徹底 

●溢水等対策事業の推進（河川） 

◆奈坪川整備の着実な推進 

◆新川江曽島調節池整備の推進 

●道路排水施設整備事業（道路） 

◆周辺住民や関係機関への理解促進による円滑な工事の推進 

●公共下水道（雨水幹線）の整備（下水道） 

◆河川・道路事業関係機関との連携や周辺住民の理解促進 

◆最新の浸水被害状況の把握，分析・検証に基づく効果的な対策の検討 

 

河川課 

道路保全課 

下水道建設課 

8 

市民協働の推進 

 ●まちづくり活動応援事業の構築 

 

 

●まちづくり活動応援事業の構築 

◆平成３１年度の本格運用に向けた分かりやすく参加しやすい事業の構築 

◆地域活動団体等に対するまちづくり活動応援事業の理解促進 

 

みんなでまちづくり

課 

 

9 

女性活躍の推進 

●女性の就労・居住の促進 

●企業等との連携による働きやすい職場

環境づくりの推進 

 

●女性の就労・居住の促進 

◆女性雇用の受け皿となるオフィス企業の立地支援補助金の利用促進に向けた周知 

◆女性をターゲットとした家賃補助の上乗せ制度の活用促進に向けた様々な広報媒体による積極的な周

知 

●企業等との連携による働きやすい職場環境づくりの推進 

 ◆企業等の実態把握や課題抽出による効果的な取組の検討 

 

産業政策課 

住宅課 

男女共同参画課 
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Ⅳ 「魅力創造・交流の未来都市」の実現に向けて（魅力・交流・文化 分野） 

№ 項   目 平成３０年度 進行管理対象内容及び課題 主管課 

10 

大谷地域の振興と大谷石の魅力発信 

●地域資源を活かした持続可能な地域振

興の推進 

●観光地域づくりを支える機能の充実  

●『大谷石文化』の魅力発信の推進 

 

●地域資源を活かした持続可能な地域振興の推進 

◆大谷夏いちごの生産量の拡大に向けた企業参入の促進 

◆地域資源を活用した観光関連事業の充実（宿泊・屋外アクティビティの商品化等） 

●観光地域づくりを支える機能の充実 

◆大谷地域の観光拠点性の向上（周遊拠点のあり方や整備手法の整理・検討等） 

●『大谷石文化』の魅力発信の推進 

◆「（仮称）宇都宮市大谷石文化推進協議会」を核とする，官民連携の促進 

◆『大谷石文化』についての市民理解の促進と認知度の向上 

 

都市魅力創造課 

都市計画課 

文化課 

11 

戦略的な観光事業の推進 

●本市ならではの魅力を活かした国内外

からの誘客促進 

●デスティネーションキャンペーンの推

進 

 

 

●本市ならではの魅力を活かした国内外からの誘客促進 

◆餃子やスポーツなどの観光資源の更なる磨き上げと活用 

◆各種イベント等を活用した効果的な情報発信 

◆海外プロモーションによる国外からの誘客促進  

●デスティネーションキャンペーンの推進 

◆誘客促進に向けた様々な主体による魅力的な事業の展開 

◆アフターデスティネーションキャンペーンでの取組に向けた検討 

 

観光交流課 
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Ⅴ 「産業・環境の未来都市」の実現に向けて（産業・環境 分野） 

№ 項   目 平成３０年度 進行管理対象内容及び課題 主管課 

12 

持続的な産業振興の推進 

●雇用就労の促進 

●新規開業・新事業創出の促進 

●産業集積・立地の促進 

●中小企業振興の推進 

 

 

●雇用就労の促進 

◆若年者・女性の効果的な就職・再就職支援の充実 

◆雇用情勢を捉えた事業者向けセミナーの実施による若者の雇用・定着の促進 

●新規開業・新事業創出の促進 

 ◆産学・産産連携などによる新事業・新製品開発の促進 

◆ベンチャー企業等への持続的な成長支援策の構築 

●産業集積・立地の促進 

◆新たな産業集積・立地促進策の検討 

◆オフィス企業立地支援補助金の利用促進に向けた周知（再掲） 

●中小企業振興の推進 

◆中小企業のＩＣＴ利活用の促進 

◆関係機関と連携した事業承継の促進 

 

商工振興課 

産業政策課 

 

13 

「農業王国うつのみや」の推進 

●地域農業担い手の確保・育成 

●農業の生産力の向上 

●農業の販売力の向上 

 

●地域農業担い手の確保・育成 

◆実情に応じた地域営農の仕組みづくりの促進 

◆経営移譲希望者の掘り起こし及び作目等に応じた適切な経営継承支援の実施 

◆夏秋いちご生産に参入する企業の確保 

●農業の生産力の向上 

◆露地野菜の生産拡大に取り組む生産者の確保 

◆ゆうだい２１の生産技術の普及と生産者の確保  

◆新里ねぎの生産振興 

●農業の販売力の向上 

 ◆ブランドマークの創設と活用促進 

◆新たなブランド品目等の流通拡大に向けた体制の検討 

◆宇都宮市産農産物の沖縄，海外販路における生産，流通，販売対策 

 

農林生産流通課 

農業企画課 

 

14 

廃棄物処理施設の整備推進 

●新中間処理施設（仮称）新北清掃センタ

ーの整備推進 

●新最終処分場（仮称）第２エコパークの

整備推進 

 

 

●新中間処理施設（仮称）新北清掃センターの整備推進 

◆計画的かつ円滑な施設整備の推進 

●新最終処分場（仮称）第２エコパークの整備推進 
◆計画的かつ円滑な施設整備の推進 

  

廃棄物処理施設整備

室 
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Ⅵ 「交通の未来都市」の実現に向けて（都市空間・交通 分野） 

№ 項   目 平成３０年度 進行管理対象内容及び課題 主管課 

15 

立地適正化計画の推進 

●市街化区域における土地利用の適正化

の推進 

●市街化調整区域における土地利用の適

正化の推進 

 

 

 

●市街化区域における土地利用の適正化の推進 

◆市民理解の促進 

◆居住誘導策等を含めた計画の策定 

◆都市機能誘導策の展開 

●市街化調整区域における土地利用の適正化の推進 

◆地域コミュニティの維持に向けた市民等理解の促進 

 ◆地区計画制度の活用促進 

◆都市機能誘導策の展開 

 

市街地整備課 

都市計画課 

16 

中心市街地活性化の推進 ◆官民一体となった中心市街地活性化に資する効果的な施策事業の推進 

 ◆民間主体による低・未利用地の利活用促進に繋がるモデル事業の検討 

 

地域政策室 

17 

ＪＲ宇都宮駅西口周辺地区の整備推進 

●駅前広場計画の検討 

●周辺まちづくりの推進 

 

●駅前広場計画の検討 

◆誰もが使いやすい駅前広場計画の検討及び，整備計画策定に向けた関係者との協議・調整 

●周辺まちづくりの推進 

◆北地区において，民間活力を活かした，駅前広場と一体的な整備の推進 

◆ＪＲ宇都宮駅駅前地区の再開発事業の推進 

 

市街地整備課 

18 

ＪＲ宇都宮駅東口地区整備事業 

 

 

◆優先交渉権者の決定・基本協定等の締結 

◆交流広場など地区計画等の都市計画の変更に向けた協議・調整 

 

駅東口整備室 

19 

快適な住環境の創出 

 ●住宅セーフティネット機能の充実 

 

●住宅セーフティネット機能の充実 

 ◆市営住宅整備事業の着実な推進（宝木市営住宅団地再生事業） 

◆民間賃貸借り上げ等の検討 

 

住宅課 

 

20 

公共交通ネットワークの充実 

 ●バス路線の再編 

 ●交通ＩＣカードの導入 

●バス路線の再編 

 ◆バス利用における運賃負担軽減策の検討 

◆バス事業者などの関係機関等との協議・調整 

 ◆公共交通間の乗り継ぎ利便性の向上 

●交通ＩＣカードの導入 

◆地域独自サービスの実現に向けた交通事業者等との協議・調整 

◆乗降環境の整備に向けた関係機関との調整 

 

 

交通政策課 
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21 

ＬＲＴ整備の推進 

 

 

◆ＪＲ宇都宮駅東側のＬＲＴ整備の着実な実施 

◆ＬＲＴ沿線の土地利用促進に向けた検討 

◆ＪＲ宇都宮駅西側ＬＲＴ事業化の検討 

◆ＬＲＴ事業の進捗に合わせた効果的な情報発信と市民協働の取組の推進 

 

ＬＲＴ企画課 

ＬＲＴ整備課 

建設用地室 

都市計画課 

22 

（仮称）大谷スマートＩＣの整備 

●スマートＩＣの整備 

 

 

●スマートＩＣの整備 

◆関係機関と連携した整備の推進 

 

道路建設課 

  


