
2012 年 3 月 29 日 

 

 

 

 

 

 

２０１１～２０１２年度 
 

宇都宮市施策に関する「政策・制度要求と提言」 

回答書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１２年３月 

 

連合栃木宇河地域協議会 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ⅰ．持続可能で健全な経済の発展 
 
（経済政策） 
１．自治体財政の自立と地域間連携の強化及び市財政の健全化と市民サービスの確保 
  住民や地域の労働組合、ＮＰＯ等、関係団体の参加のもとで、自治体が行うべき業務の仕分け、 

不要・不急事業の廃止や民間への委託等を行い、自治体財政の自立に向けた見直しを進めること。 
また、地域独自の政策立案力を高め、地域の異なる資源を互いに活用し合う地域間の相互連携を 
一層強化すること。財政の健全化については、一律的な歳出削減による財政赤字削減を先行させる 
のではなく、市民が将来にわたり安全で安心して暮らせる施策に重点配分し、その財源確保をは 
かるなど、中長期的な財政再建に向け財政構造の抜本改革を実施すること。 

 
2012年度３月【回答】（行政改革課，財政課，みんなでまちづくり課） 
 
本市におきましては，「第４次行政改革大綱」に基づき，必要性や効果の高い事業を優先的・重点的に実施で

きるよう，予算編成や行政評価などの本市が築き上げてきた行政経営システムを活用し，本市を取り巻く社会
経済環境の変化や民間との役割分担などの視点を踏まえた上で，徹底した事業の見直しに取り組んでいるとこ
ろであり，これらの見直しに当たりましては，学識経験者や労働組合関係者，地域団体・ＮＰＯ関係者，公募
委員などからなる「行政改革推進懇談会」などからも御意見をいただいているところであります。 
次に，「地域の政策立案能力」につきましては，各地域の持続可能なまちづくりに向けて，住民が相互に連携

しながら地域の課題を自ら発見・解決していくとともに，住民自らが地域の将来像を描く「地域ビジョン策定」
の取組などの支援により，地域の特性を生かした住民主体のまちづくりを進めてまいります。 
次に，「地域間の相互連携」につきましては，各地域におけるまちづくり活動に関する情報交換などを通して，

地域間の交流や相互連携を図ることにより，各地域の発展に取り組んでまいります。 また，「財政の健全化」
につきましては，将来５年間の中期的な財政見通しを示した「中期財政計画」を毎年度策定し，市債残高１，
０００億円以内や財政調整基金の１００億円程度の確保などの目標を掲げながら，財政運営の安定性確保に努
めているところであり，今後とも，「選択と集中」の考え方に基づき，施策・事業の優先化・重点化を図り，計
画的・効率的な行財政運営に努めてまいります。 

 
２．経済対策の強化・拡充 
  東日本大震災による放射能事故による風評被害も含めた生産・経済活動の著しい低下により、事業
放棄や事業所閉鎖、企業倒産も発生することが懸念されることから、要件の緩和など柔軟な対応も含
め、特に中小企業、農林業に対する風評被害対策や財政支援対策を一層強化・拡充すること。 
 
2012年度３月【回答】（商工振興課，農業振興課） 
 
被災した企業の支援策といたしましては，平成２３年４月から，制度融資に「緊急景気対策特別資金（災害 

関連）」を創設し，また，８月からは「節電対策特別資金」を創設し，企業のニーズに即した支援策を実施して
きたところであります。さらに，事業所等の耐震，免震，制震対策に対する新たな支援についても検討してま
いります。また，農業者支援につきましては，震災に伴う原発事故により，出荷制限や風評被害など，市内農
家の経営に大きな損失が発生したことから，東京電力に対する損害賠償に関する請求書類の作成などの支援と，
賠償金の早期支払いを働きかけてまいりました。また，風評被害を払拭し，消費拡大につながるよう，市内外
におけるキャンペーンなどを通し，本市農畜産物の安心・安全をアピールしてきたところであります。 
平成２４年度も，風評被害による影響の大きい農家の支援を充実するため，園芸農業や畜産業への支援の強化
を検討してまいります。 

 
（資源・エネルギー政策） 
３．太陽光発電などの再生可能・代替エネルギーの利活用の推進 
 (1) 東日本大震災により電力供給の安定供給が懸念されることから、一般住宅などへの太陽光発電シ

ステムの一層の導入促進と併せて、給湯器など使用・利用する機器の導入促進をはかるため、発電
と機器がセットになった補助の一層の拡充をはかること。併せて、高効率装置の普及拡大のモデル
事業として、市有施設に業務用ヒートポンプの導入を推進すること。なお、高効率ヒートポンプは
農業分野にも利用可能なことから、これらの分野への導入促進についても対応をはかること。 

   また、事業所・家庭における節電対策について周知・広報を含め一層強化すること。 
 
2012年度３月【回答】（環境政策課，農業振興課，建築課，建築保全課） 
 
本市におきましては，エネルギーの有効利用による温室効果ガス排出量の削減を目指し，平成１５年度から

住宅用太陽光発電システム設置費補助を，平成２１年度から住宅用高効率給湯器設置費補助を行っており，今
後とも再生可能エネルギー・省エネルギー機器の普及促進に向け，補助制度を始めとする施策を推進してまい
ります。  また，市有施設におきましては，エネルギー使用量の削減に向け，機器を更新する際に効率性が高
いヒートポンプ方式の機器を採用しており，今後も引き続き，低環境負荷型機器の率先導入に努めてまいりま
す。 また，農業分野におけるヒートポンプにつきましては，既に平成２０年度から設備の設置費補助を開始
しております。今後も引き続き，省エネ設備の導入を促進してまいります。 
また，節電対策につきましては，これまでも，広報紙や市ホームページ，自治会回覧などを活用し，市民や事



業者へ節電を広く呼びかけたところであり，今後も，節電行動が一過性のものとならないよう，節電意識の啓
発を強化してまいります。 

 
 (2) 各種のバイオマス、小水力などの再生可能エネルギーの導入・利活用の推進をはかること。また、

エタノール、風力、地熱など環境負荷の少ない代替エネルギーについても研究を進めること。 
 
2012年度３月【回答】（環境政策課） 
 
本市におきましては，「第２次宇都宮市環境基本計画」や「宇都宮市バイオマスタウン構想」に，小水力やバ

イオマスなどによるエネルギーの利活用を位置付けており，今後も，再生可能エネルギー・代替エネルギーに
関する技術革新や国のエネルギー政策に関する動向などについても見極めながら，利活用策について研究して
まいります。 

 
 
 
Ⅱ．雇用の安定と公正労働条件の確保 
（雇用・労働政策） 
１．公正な取引関係の実現 

各自治体において「公契約条例」（公共調達条例）を制定すること。また、自治体の工事や業務 
委託の入札・契約にかかわる条例や要綱等に、労働基準法等の労働法制や社会保障関連法規に違反 
した企業を、発注対象から除外する項目を設けるとともに、発注者の責任も明確にすること。 
 
2012年度３月【回答】（契約課） 
 
本市におきましては，適正な労働条件の確保などが図られるよう，契約書や建設工事共通仕様書において，

受注業者に対して労働関係諸法令の遵守を義務付けているところであります。契約締結後は，契約書や仕様書
に基づき適正に履行されるよう，発注者として監督・指導を徹底しているところであり，万一，法令違反があ
った場合は，入札参加停止措置を講じるなど，厳正に対処しているところであります。適正な労働条件の確保
などを目的とした，いわゆる公契約条例の制定につきましては，労働条件は，労働関係諸法令に基づき労使間
の協議で決められるものでありますことから，引き続き，国の動向を見守ってまいります。 

 
２．ワーク・ライフ・バランス社会の実現のための推進体制の強化 
 「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」を推進し、「仕事と生活の調和推進のための
行動指針」の数値目標（週労働時間 60時間以上の雇用者の割合、年次有給休暇取得など）の着実な実
現をはかるため、市はもちろんのこと、関係団体にも周知徹底をはかり関係する施策を推進すること。
また、「ワーク・ライフ・バランスの街づくり条例（仮称）」を早期に制定すること。 
 
2012年度３月【回答】（男女共同参画課，商工振興課） 
 
本市におきましては，国や県，経済団体，労働団体等で構成する「ワーク・ライフ・バランス推進のための

意見交換会」を実施し，関係団体との情報交換や理解促進に努めているところであります。また，事業者の理
解促進を図るため，企業啓発セミナーの開催や事業者用実践ガイドブックを配布するなど，ワーク・ライフ・
バランスの周知啓発に取り組んでいるところであります。 
「ワーク・ライフ・バランスの街づくり条例（仮称）」の制定につきましては，平成 15年 6月に制定した「宇

都宮市男女共同参画推進条例」の基本理念の 1 つにワーク・ライフ・バランスを掲げ，その実現に向けて，家
庭や職場における取組についても明記しておりますことから，今後とも，同条例に基づく「第 2 次男女共同参
画行動計画」に沿って，ワーク・ライフ・バランス事業を推進してまいります。 

 
 
 
Ⅲ．安心できる社会保障制度の確立 
（福祉・社会保障政策） 
１．良質な医療サービスの確立 

健康寿命の延伸をめざし、地域ぐるみ、街ぐるみの健康ネットワークを構築し、予防・健康づ 
くりを進めるとともに、一層の公衆衛生の向上をはかること。  

(1) 市民に対する健康増進の取り組みを重視し、個人の行動の変化に結び付けていくため、行政や保険
者だけでなく、産業界、マスコミ、教育機関、ＮＰＯ、労働組合など社会全体で生活習慣病の予
防など健康社会づくりに取り組むこと。 

    また、メンタルヘルスを含めた様々な疾病への理解と予防や対処法、医薬品等の適切な使用方
法等について、企業、自治体、学校等、あらゆる場での健康教育の徹底をはかること。 

 
 
 



 
2012年度３月【回答】（健康増進課，保健予防課，保健所総務課）  
 
本市におきましては，市民の方々に主体的に健康づくりに取り組んでいただけるよう，健康づくりのボラン

ティアである健康づくり推進員の養成などを通じ，市内全３９地区への健康づくり推進組織の設立支援や健康
づくり推進組織の活動支援に取り組むとともに，学校へのたばこの出前講座の実施や，市内工業団地立地事業
所等への健康情報の提供などを通じ，市民への普及啓発に取り組むなど，様々な主体とともに市民の健康づく
りを推進しているところであります。今後とも，地域，企業などとの連携を図りながら，より一層市民の健康
づくりを支援してまいります。また，メンタルヘルスを含めた様々な疾病につきましては，地域，学校，各種
団体などにおいて出前講座を実施するとともに，医薬品等の適切な使用方法等につきましては，地域，各種団
体などにおける出前講座を実施するほか，薬物乱用防止対策を実施している関係団体で構成する宇都宮市薬物
乱用防止連絡会議が学校への出張教室を実施するなど，正しい知識の普及啓発に取り組んでいるところであり，
引き続き市民への健康教育の徹底に努めてまいります。 

 
(2) だれもが健康相談や指導等が受けられるよう、保健所や市保健センターをはじめ、大規模スーパー

や駅ビル等に健康相談所を配置すること。また、インターネットを活用した健康相談の仕組みに
ついても個人情報、プライバシー保護の前提として検討を進めること。 

 
2012年度３月【回答】（健康増進課） 
 
本市におきましては，保健所や市保健センターのほか，「保健と福祉の総合相談」を市役所１階，上河内地域

自治センター，河内地域自治センター，平石地区市民センター，富屋地区市民センター，姿川地区市民センタ
ーに設置し，市内各地域において健康相談や指導等を実施しているところであります。今後とも，市内各地域
において，市民の方々の健康状態等に応じた適切な健康相談や指導等を実施してまいります。また，健康相談
につきましては，市民からの相談に適切に対応するためには，相談者との会話によるやりとりの中で，健康に
関する悩み等を的確に把握する必要がありますことから，保健所，市保健センター，保健と福祉の総合相談に
おいて，保健師が個別に電話または面接により，きめ細かな対応を実施しているほか，健康に関するメールで
の問い合わせにつきまして，丁寧な回答を行い適切な対応を実施しているところであります。今後とも，市民
の方が身近な場所で気軽に健康相談を受けていただけるよう，相談窓口の周知に努めてまいります。 

 
２．介護の労働環境改善と医療との連携強化 

サービスを担う介護労働者の劣悪な雇用・労働条件を改善するため、モチベーションを高める 
キャリアアップの仕組み、魅力と働きがいのある職場づくりを推進すること。併せて、介護・福 
祉サービスに携わる労働者の「処遇改善に関する事業」における市の上乗せ助成措置を講じるこ 
と。 

 
2012年度３月【回答】（高齢福祉課，保健福祉総務課） 
 
高齢化の進展により，今後も介護サービスのニーズは高まることが見込まれることから，介護職員や看護職

員，生活相談員などを含めた介護従事者の確保やサービス事業者への支援により，働きがいのある職場づくり
を進めることは重要であると考えております。このため，現在策定中の「第６次宇都宮市高齢者保健福祉計画・
第５期宇都宮市介護保険事業計画」において，多様化する高齢者の介護・福祉ニーズに対応できる介護人材の
育成支援や各種の研修に関する情報提供など，必要となる事業を盛り込むこととしたところであります。 
また，国の処遇改善に係る助成につきましては，平成２３年度をもって終了することとなりましたが，国にお
きましては，平成２４年度の介護報酬改定のなかで介護職員の処遇改善のため，介護報酬に介護職員処遇改善
加算を創設したところであります。本市におきましては，引き続き，介護保険法を遵守し，介護報酬改定に基
づき介護職員処遇改善を含め必要となる介護報酬の額を，平成２４年度の予算に盛り込んでまいります。 

 
３．障がい者自立支援への体制拡充 

災害が発生した場合には発生場所、規模、内容、今後の動向など必要な情報を障がい者に提供 
する体制を整備すること。また、災害時に障がい者と連絡を取り、必要な支援を提供できるよう、 
災害情報の提供に当たっては、障がい者の特性に配慮した伝達手段やコミュニティネットワーク 
の整備などが提供されるよう必要な施策を講ずること。 

 
2012年度３月【回答】（障がい福祉課，保健福祉総務課） 
 
災害発生時における市民への情報提供につきましては，平成２３年７月から，テレビのデータ放送による情

報提供を開始するとともに，１２月から，携帯端末を活用した｢エリアメール｣や｢メール配信サービス｣の運用
を開始いたしました。これらのメールの配信により，聴覚障がい者は文字情報として，視覚障がい者は携帯端
末の音声読み上げ機能による音声情報として，迅速に情報を得られるものであります。また，障がい者をはじ
めとした要援護者に対し，迅速かつ的確に安否確認や避難誘導等が行えるよう，地域の方々により構成される
「地区支援班」が，平成２３年１２月現在，市内２９地区にされているところであります。 
「地区支援班」においては，円滑な援護活動を図るため，「地区支援班マニュアル」を配布し，障がい特性に応



じた接した方や，「筆談」など具体的な情報伝達方法について周知しているところであります。 
今後とも，地域の方々のご協力をいただきながら，市内全３９地区において「地区支援班」が早期に設置され
るよう取り組むとともに，様々な情報通信手段の活用による，障がい特性に応じた情報伝達体制の充実に努め
てまいります。 

 
４．次世代育成支援 

子を持つすべての保護者が、ゆとりと責任を持って子育てができるよう、社会的な支援を強化 
すること。 

  (1) 乳児保育、延長保育（幼稚園における預かり保育を含む）、病児・病後児保育、夜間保育、休日
保育等の拡充のため、［＊さらには大規模な節電対策のための土・日出勤などの勤務シフトの変更
に対応するための］財政支援の強化と保育体制を整備すること。また、家庭的保育事業（「保育マ
マ」）、ファミリー・サポート・センターの整備も促進すること。さらに、過疎地の保育について、
安定的にサービス提供ができるよう施策を拡充するなど、多様な保育ニーズに応えるため、保育
制度の改善・拡充をはかること。 

 
2012年度３月【回答】（保育課，子ども未来課） 
乳児保育，延長保育，病児・病後児保育などにつきましては，これまでも国庫補助等を活用して実施園の拡

大を図ってきたところであります。今後とも，社会経済状況の変化や国で検討中の「子ども･子育て新システム」
の動向を見極めながら，多様化する保育ニーズに的確に応えてまいります。 
家庭的保育事業につきましては，家庭的な雰囲気の中で保育を行うことを目的として，待機児童の解消に向

けて効果的な施策の一つであり，今後とも，広報紙等により，広く募集を行い，家庭的保育者（保育ママ）の
登録拡大を推進してまいります。 
ファミリー・サポートセンターにつきましては，育児の援助を行うことを希望する協力会員と，育児の援助

を受けることを希望する依頼会員が相互に援助しあう活動を支援するもので，平成 14年 1月に設置して以来，
年々会員数も増加しております。今後とも，さらなる会員確保のためのＰＲ強化や会員間の活動が円滑に展開
できるよう支援に努めてまいります。 
過疎地の保育につきましては，市域全体に安定的に保育サービスが提供できるよう努めてまいります。 

 
 
(2) 乳幼児の食物アレルギー対策、子どもの心身の健康を守る施策、発達障害児の支援策等も含めた、

保護者の育児不安、地域での孤立を解消するために、身近な場所での子育て支援相談や子育てを
支える地域ネットワークづくりを推進するとともに、保護者が適切なサービスを利用できるよう
「子育て支援総合コーディネート事業」を推進すること。 

 
2012年度３月【回答】（子ども未来課，子ども家庭課，保育課，子ども発達センター） 
 
身近な場所での子育て支援相談や子育てを支える地域ネットワークづくりにつきましては，地域全体で子育

てを支援し，育児不安や地域での孤立を解消するため，公立・民間あわせて   １２の子育てサロンを設置し，
交流の場の提供や育児講座，相談支援，などを実施するなど，地域における身近な子育て支援の拠点づくりに
取り組んでおります。また，｢子育て支援総合コーディネート事業｣につきましては，個々の相談に応じて様々
な子育てサービスをコーディネートするなど，子育て家庭に対するきめ細かで継続した支援ができるよう，子
育てサロンの相談支援機能を強化してまいります。 

 
 
Ⅳ．社会インフラの整備・促進 
（まちづくり・住宅政策） 
１．ひとに優しいまちづくりの推進 

都市計画・まちづくりにおいては、地球温暖化防止・ヒートアイランド現象対策の観点も含め、 
都市・建築の緑化および都市近郊の緑地・農地の保全を重視し、かつ住民参加型を基本とし、地 
域住民の理解と合意のもとに推進すること。 

 
2012年度３月【回答】（緑のまちづくり課，環境政策課，農村整備課） 
 
本市におきましては，平成２３年３月に策定した，「第 2次宇都宮市緑の基本計画」に基づき，緑の持つ機能

の一つである地球温暖化問題の改善や，ヒートアイランド現象の緩和などの環境保全機能を効果的に発揮させ
るため，中心市街地における緑化，都市近郊の緑地・農地の保全などを重点的に進めております。 
今後とも，緑の持つ様々な機能や，効果，取組の事例を積極的にＰＲすることで，市民，企業などの緑化意識
の醸成を図り，市民と力を合わせ，潤いや安らぎを感じられる，緑豊かなまちづくりの実現に向け取り組んで
まいります。 

 
 
 
 



２．自然災害に強い宇都宮市の推進 
災害時の流通も含めた食料・生活物資の確保策も含め、現在までの本市における地震等自然災 

害の歴史的状況を精査・検証し、それらに基づいた防災計画の至急の見直しとハザードマップの 
作成・公表、きめ細かな気象予報と地域住民への緊急情報システムを早急に確立すること。併せ 
て、小中学校での教育や地域住民を対象とした防災訓練や勉強会を実施し、地域住民の防災意識 
の向上と危険地域の周知徹底をはかること。 

 
2012年度３月【回答】（危機管理課，河川課，学校健康課） 
 
地域防災計画におきましては，本市の災害の歴史的背景を反映させながら，災害誘因(地震，台風，豪雨等)，

災害素因(急傾斜地，軟弱地盤，危険物施設の集中地域等)，災害履歴，土地利用の変遷などを考慮して総合的
かつ科学的に地域の災害危険性を把握する防災アセスメント調査により，予測した被害や避難者数を基に災害
対応について策定しております。これに基づき本市では，必要な数量の非常用食料等を備蓄するとともに，複
数の企業・団体と物資の供給に関する協定を締結するなど，災害時における食料や生活必需品等の供給体制を
整えております。また，このたびの震災を踏まえ，国の対策や県の防災計画との整合性を確保した上で，地域
防災計画を見直してまいります。 
ハザードマップにつきましては，洪水や土砂災害から市民の生命・身体を守るため，避難場所や災害への備

えなどの情報をまとめた「洪水ハザードマップ」及び「土砂災害ハザードマップ」を作成し，地域住民に配布
しており，震災時におきましては，これらに基づき，直ちに危険箇所のパトロールを実施し，現地を確認する
など迅速に対応したところです。 
災害時における情報伝達につきましては，平成２３年７月から「テレビのデータ放送」による情報提供を開

始するとともに，１２月から携帯端末を活用した｢エリアメール｣や｢メール配信サービス｣の運用を開始したと
ころであります。今後とも，様々な情報伝達手段の検討を進め，本市に最も適した情報伝達体制を構築してま
いります。 
市民の防災意識の向上につきましては，小中学校における避難訓練等の機会を活用しながら，安全教育の充

実に努めているところであり，また，地域におきましては，自主防災会を中心とした防災訓練や出前講座など
を実施しているところであります。引き続き，こうした活動を通して，市民の防災に対する理解と防災意識の
向上に努めてまいります。 

 
 
３．安心な住宅政策の推進 

個人住宅の石綿（アスベスト）使用検査に対する補助制度を早急に条例制定するとともに、 
そのための予算を確保すること。また、個人住宅の石綿（アスベスト）除去工事に対する現行 
の地域住宅交付金等を用いた補助制度を拡充すること。加えて、その広報・周知を徹底すること。 

 
2012年度３月【回答】（建築指導課，住宅課） 
 
個人宅をはじめとする民間建築物における石綿（アスベスト）対策につきましては，吹付け石綿（アスベス

ト）の含有調査に要する費用の全額及び，除去工事に要する費用の 3分の 2を補助する制度を平成 21年度に創
設し，これまで活用いただいており，市ホームページや広報紙，パンフレットなどで周知も行っているところ
であります。今後とも，吹付け石綿（アスベスト）対策の必要性や補助制度について，更なる周知徹底に努め
て参ります。 

 
（交通政策） 
４．環境負荷の少ない円滑な交通・運輸体系の構築 

ＬＲＴ導入に代わって、既存の地域公共交通を有効活用しつつ、環境対応車の普及、交通渋滞 
の解消、事故防止に充分配慮しながら自転車を共有して使う「コミュニティサイクル」の推進、 
公共交通機関や自転車、徒歩によるエコ通勤の推進など、環境負荷の小さい交通・運輸体系を整 
備・構築すること。 
 

2012年度３月【回答】（交通政策課，環境政策課） 
 
環境負荷の少ない円滑な交通・運輸体系の構築にあたりましては，過度に自動車に依存した生活を見直し，

自動車と公共交通，自転車などさまざまな交通手段が連携・共存した社会とするため，誰もが利用できる環境
にやさしい交通ネットワークの要となる東西基幹公共交通の導入をはじめ，バスをはじめとする公共交通の利
用促進，自転車を安全で快適に利用できる走行空間の整備やレンタサイクルの拡充などを推進するとともに，
環境にやさしいＥＶ・ＰＨＶの普及促進や企業のエコ通勤実施の働きかけなどにも取り組んでいるところであ
ります。今後とも，環境にやさしい持続可能な都市づくりに資するこれらの取組を推進してまいります。 

 
 
 
 
 
 



Ⅴ．くらしの安心・安全の構築 
（環境政策） 
１．廃棄物対策等の強化 
(1) 月１回の「ノーレジ袋デー」の設定や、各自治体（広域も含め）におけるレジ袋削減推進協議会 
（構成は商工団体、行政、事業者、消費者団体（地協含む）等で構成）の設置促進、条例化等、レ 
ジ袋削減のための取り組みを強化すること。 
 
2012年度３月【回答】（ごみ減量課） 
 
レジ袋削減の取組につきましては，平成２２年度に，県の呼びかけにより，本市内の事業者，各種団体，行

政で構成する「とちぎレジ袋削減推進協議会宇都宮部会」を設置し，より効果的にレジ袋を削減する取組とし
て，県と連携を図りながら「レジ袋無料配布中止」の推進を行っております。 
平成２３年度につきましては，県と連携のもと部会参加事業者やドラッグストアを訪問し，「レジ袋無料配布

中止」の拡大に向けて働きかけを行ってきたところであります。 
今後の取組につきましては，市民や事業者が自発的に削減に取り組めるよう意識醸成を図ることが重要であ

ると考えておりますことから，部会での意見交換や，更なるマイバッグ運動の推進など，あらゆる機会を通じ
て意識啓発に努めてまいります。 

 
(2) 放射性物質及び環境に悪影響を与える化学物質などの生態系への影響に着目した管理・審査体制 

を強化するとともに、これらに関連する情報公開を促進すること。また、これら物質に起因する 
被害が発生した際の事業者からの救済の迅速化等、対策を強化すること。 

 
2012年度３月【回答】（環境保全課）                                       
 
放射性物質及び化学物質の管理・審査につきましては，国の事務でありますことから，国がホームページ等

において周知しているところであります。なお，放射性物質に係る測定結果や工場・事業場において取り扱わ
れている主な化学物質につきましては，市ホームページでも情報を公開しております。また，被害の救済につ
きましては，国が事業者に対し損害を賠償するための援助を行うなど必要な措置を講じることとなっておりま
す。 

（食料・農林水産政策） 
 
２．食料自給率向上と地域振興対策の強化 
 
(1) 農地の有効利用および新規雇用の創出をはかるため、多様な農業生産組織（担い手農家・農業 
生産法人・農業サービス事業体等）を育成するとともに、規模拡大等で経営体質の強化をはかり、 
併せて、市の明確な農政戦略の推進で地域ブランドを確立し、地域農業を活性化すること 

 
2012年度３月【回答】（農業振興課）                                       
 
多様な農業生産組織の育成につきましては，将来にわたり地域農業を担う新規就農者や，中核的な担い手で

ある認定農業者，効率的かつ継続的な経営が可能な集落営農組織などの確保・育成に努めるとともに，地域農
業との調和を前提とした雇用創出が期待できる企業参入や，地元農産物を活用した加工・販売を行う農村女性
の活動への支援を行っているところであります。また，これら多様な担い手の経営体質強化につきましては，
機械・施設の導入に対する助成や，市農業公社による農地の利用集積，宇都宮農業協同組合や栃木県河内農業
振興事務所などで構成する「宇都宮市担い手育成総合支援協議会」による経営改善や，集落営農の組織化，運
営等に関する支援を行っております。 
地域ブランドの確立につきましては，本市を代表する農産物であるトマト，梨，宇都宮牛などを中心として，

品質の向上に向けた生産体制の強化と併せて,地元の量販店や首都圏の飲食店を対象とした販促活動に取り組
んでおります。今後も，食料自給率の向上が図られるよう，これらの取組を推進するとともに，食を中心とし
た観光行政などとも連携し，地域農業の活性化に努めてまいります。 

 
 (2) 中山間部における鳥獣被害対策については、①耕作地に近づきやすくなる周囲のやぶ刈りなどの里

山整備・保全、②広葉樹植林などの鳥獣が住みやすい森づくり、③対策のための集落リーダーの養
成など地域一体で対応し、そのために農政、環境森林、警察等必要な部局・組織の連携・協力体制
を確立すること。 

 
2012年度３月【回答】（農村整備課）                                      
 
鳥獣被害対策につきましては，鳥獣の餌となるゴミや食物残渣などを出さない地域づくり，防護柵の設置及

びやぶ刈りや間伐等の適正な里山林の整備を進めているところであり，今後とも，これらの対策を推進してま
いります。また，森林には生物多様性の保全機能もあり，針葉樹から広葉樹への樹種転換を図るなど，適時適
切な森林整備を促進してまいります。対策のためのリーダー養成につきましては，現在，県と宇都宮大学が共
同で，被害対策の指導的役割を担う「鳥獣管理士」を養成しているところであり，今後とも，鳥獣管理士を含



め県や警察，猟友会などの関係機関との連携を強化し，被害防止対策に努めてまいります。 
 

 
（消費者政策） 
３．消費者保護・被害者救済の体制強化 
     消費者相談センターの態勢・機能を強化すること。また、相談員の確保や相談への対応力強化 

をはかるため、相談員の雇用形態・処遇を改善するとともに、能力開発を充実させること。 
 
2012年度３月【回答】（生活安心課）                                       
 
消費生活センターの態勢・機能の強化につきましては，年末年始を除き開所し，消費者からの相談に迅速に

対応する適切な人員を配置しております。相談員の雇用形態・処遇につきましては，専門的知識が要求される
相談に対応することから，非常勤嘱託員として能力に応じた処遇をしておりますが，現在，国において相談員
の雇用形態について検討しているところであり，国の動向を見ながら必要に応じて見直しを検討してまいりま
す。相談員の能力開発につきましては，国民生活センターや栃木県の研修への派遣などにより，今後とも相談
員の能力開発に努めてまいります。 

 
 
Ⅵ．民主主義の基盤強化と市民の権利保障 
（行政改革） 
１．「新しい公共」の推進と公正ルールの確立 

公共サービスを行政だけでなく、広域連携も視野に入れて、市民やＮＰＯ、民間団体、民間事 
業者などがそれぞれの特性を生かし一緒に担うソーシャルビジネス（地域活性化、環境、子育て、 
介護、貧困など社会的課題の解決に向けた取り組みの一形態）と連携する社会システムとしての 
「新しい公共」を推進すること。 

 
2012年度３月【回答】（みんなでまちづくり課）                                       
 
少子高齢化など，本市を取り巻く社会環境が大きく変化している中で，持続的に発展可能な都市を確立する

ためには，行政はもとより，地域団体やＮＰＯ，企業など各まちづくり活動主体が協働でまちづくりを推進す
ること，いわゆる「新しい公共」の実現が重要であると考え，各まちづくり活動主体がそれぞれの特性を活か
し相乗効果が発揮される連携の促進や，公共の担い手として自律した存在となるための更なる組織基盤強化を
基本方針とした「第２次市民協働推進計画」の策定に現在取り組んでいるところであります。 
この計画を推進することにより，各まちづくり活動主体の特性の発揮と主体間の連携促進を図り，ソーシャル
ビジネスなどへの取り組みも含め多様な主体が公共を担う仕組みづくりに努めてまいります。 

  
（人権・平等政策） 
２．人権尊重の社会づくりの推進 
     女性に対するあらゆる暴力を根絶するため、義務教育段階での予防教育導入など、周知・啓発 

をさらに進めること。 
 
2012年度３月【回答】（男女共同参画課，学校教育課）                                       
 
女性に対する暴力根絶につきましては，女性の人権を考える啓発講座の開催や，「うつのみや DV 根絶強化月

間」における街頭キャンペーンの実施やラジオ放送を活用した広報など，各種周知・啓発事業に取り組んでい
るところであります。女性に対する暴力を未然に防止するためには，若年層からの意識啓発が必要であります
ことから，今後も，教職員への理解促進を図りながら，中学校に対し，デート DV防止に関する出前講座や啓発
資料の配布を行うなど，人権教育を推進する中で取り組んでまいります。 

 
３．男女平等社会実現に向けた施策の推進 

「男女共同参画社会基本法」をあらゆる機会・媒体等を通じ、市民各層に広く周知すること。 
また、基本法（基本計画）の趣旨に沿い、条例制定を促進すること。 

 
2012年度３月【回答】（男女共同参画課）                                      
 
本市におきましては，国の基本法や基本計画の趣旨に沿って，平成 15年に「宇都宮市男女共同参画推進条例」

を制定するとともに，平成 20年には同条例に基づく「第 2次男女共同参画行動計画」を策定し，各種施策・事
業を展開しております。今後とも，「第 2次男女共同参画行動計画」を着実に推進し，男女共同参画社会の実現
に努めてまいります。 
 

 
 
 



（教育政策） 
４．教育の機会均等と格差是正 
     家庭の経済状況の格差が教育の格差を生まないよう、教育費に関する公的支援の拡充などを通 

じて環境を整備すること。 
  (1) 保護者の失業や大幅な収入減などにより、就学が困難となった学生に対して、授業料の一部 
   を補填するなど就学援助金制度を維持・拡充すること。 

 
2012年度３月【回答】（教育企画課）                                      
 
就学支援につきましては，日本学生支援機構や栃木県育英会において実施してい るほか，本市におきまし

ては，保護者の失業や収入減など経済的な理由により修学が困難な方に対し学資を貸付する「奨学金貸付制度」
及び，保護者の経済的負担を軽減するための「入学一時金貸付制度」を実施しております。 
奨学金貸付制度においては，社会経済情勢の変化等を踏まえ，平成２１年度から貸付額の増額を行うとともに，
平成２２年度からは募集期間を通年に拡大するなどの見直しを随時実施し，制度の充実を図ってまいりました。 
また，入学一時金貸付制度につきましても，平成２１年度から選考回数を増やし，早期の貸付を可能としたと
ころであります。今後も社会情勢の変化を見極めながら制度の見直しを行うとともに，制度周知を図りながら，
奨学金制度等の利用促進に努めてまいります。 

 
(2) いわゆるワーキングプア世帯などに対し、小・中・高校における教育費に関して保護者負 

担の重いものへの経済的就学援助を拡充すること。 
 
2012年度３月【回答】（学校管理課・教育企画課）                                       
 
義務教育課程においては，保護者の所得格差が子どもの教育格差につながることのないよう，教育の機会均

等を支えるため，学校経費の一部を負担するものとして，「就学援助制度」があります。 本市の就学援助制度
は，給与費目・支給金額とも国の要保護認定基準に準拠して設定しており，医療援助費，学用品通学用品費 ，
新入学学用品費，校外活動費，修学旅行費，通学費，学校給食費の支給に加え，新たに PTA 会費，児童会費，
クラブ活動費など給与費目を拡充しております。特に給食費や校外活動費，修学旅行費など，保護者負担の大
きいものにつきましては，実費相当額で支給しております。今後とも制度の周知に努めながら，真に援助を必
要としている世帯に対し必要な援助を行ってまいります。なお，高校生につきましては，「奨学金貸付制度」及
び「入学一時金貸付制度」で対応しております。 

 
(3) 小学校就学前の子どもの育つ環境が、保護者の就労や経済状況などによって異なることが 

ない保育・教育環境を確保すること。 
 
2012年度３月【回答】（保育課，子ども家庭課）                                      
 
保育・教育環境の確保につきましては，すべての子どもたちが尊重され，その育ちが等しく保障されるよう，

保護者等の就労の有無や形態等に応じ，保育園・幼稚園への入所や一時預かり事業など様々な保育サービスを
提供しているところであります。また，これらのサービスを利用する際の保育料につきましては，各家庭の経
済状況により，利用が制限されることのないよう，国の応能負担の基準を基本とし，市単独の助成制度を設け，
更に細分化するなど世帯の所得に応じた利用料金を設定しているところであります。今後とも，全ての子ども
への良質な生育環境を確保し,子ども・子育て家庭を社会全体で支援できる子育て環境の充実に努めてまいりま
す。 

 
 
５．社会教育・労働教育の推進 
   多様な人材が労働の場で活躍するための、社会教育・労働教育の充実と社会的な環境整備を 

推進すること 
 
2012年度３月【回答】（商工振興課，学校教育課）                                       
 
本市におきましては，すべての中学校２年生が事業所等で社会体験学習を行う「宮っ子チャレンジウィーク」

を，宇都宮商工会議所や自治会連合会等との連携・協力のもと実施するなど，児童生徒に勤労観や職業観など
を育むキャリア教育を推進しております。また，労働教育につきましては，「働くあなたのサポートガイド」を
労働者に配布して，働く上での基礎知識等を周知するとともに，労働相談を開催して労働に関する諸問題の相
談に応じております。 

 
 
 
 
 
 



６．子育て・教育の推進 
地域子育て支援拠点事業を拡充し、保護者からの相談と子どもの「心のケア」の双方に対応する 

ための環境・設備を、専門機関・専門家と連携して整備すること。 
 
2012年度３月【回答】（保育課，子ども未来課，子ども家庭課）                                     
地域子育て支援拠点事業につきましては，交流の場の提供や育児講座，相談支援，情報提供など，公立・民

間あわせて１２の施設において子育てサロンとして実施しているところであります。 
今後は個々の相談に応じ，きめ細かで継続した支援ができるよう，子育てサービスのコーディネートなど，子
育てサロンの相談支援機能を強化することにより，子育てをしている家庭が，これまで以上に安心して子育て
ができるよう取組んでまいります。 

 
７．教育の質的向上の推進 
   教員が子どもと向き合う時間の確保、きめ細かい教育を実施するために、少人数学級制（学級編

成基準 30人程度）や複数担任制を推進すること。また、小学校高学年における教科担任枠を拡大し、
教員の専門性を活かした指導体制の整備を促進すること。 

 
2012年度３月【回答】（学校教育課）                                       
 
少人数学級につきましては，学力向上や教育的配慮を要する児童生徒への支援を行う上で極めて有効である

と認識しており，継続して小学校全学年 35人学級の実現を県に要望しているところであります。また，本市と
いたしましても独自に指導助手を配置し，学校の支援に努めているところであります。 
小学校高学年における教科担任制につきましては，平成２４年度から小中一貫教育と地域学校園が全市実施さ
れる中で，中１ギャップの解消に向けた取組の一つとして推奨してまいります。  
既に実施している学校もありますが，導入にあたりましては，学校規模や児童の実態，教員の専門性などを十
分見極めた上で，各学校が判断し取り組んでいるところであります。 

 
 
Ⅶ．公正なグローバル社会の実現 
（国際政策） 
１．外国人への対応 
 (1) 生活分野、労働分野に関する公的支援制度について、外国語文による案内を配布するなど、外国

人も利用しやすい環境を整備すること。 
 
2012年度３月【回答】（国際交流プラザ）                                       
 
本市におきましては，「暮らしの便利帳 外国語版」の発行や，外国人向けニュースレター「おーい！」を毎

月発行し，生活に役立つ情報を提供しておりますほか，国際交流プラザおよび市役所におきまして，５か国語
による生活相談窓口を設け，本市で生活する外国人の利便性向上に努めております。また，ハローワークにお
きましては，日本で働こうとする外国人のために，日本国内での就労のしかたや労働についての基本的な知識
を紹介する，５か国語の冊子を作成して希望者に配布し，事業主にもリーフレットを配布しております。今後
も，行政情報の多言語化を推進し，わかりやすい情報提供を行い，在住外国人の方が様々な制度を利用しやす
い環境を整備してまいります。 

 
(2) 通訳の国際交流協会を含めた広域連携や、通訳ボランティアへの財政的支援も含めた支援体制など、

通訳の持続的派遣システムの検討を進めること。 
 
2012年度３月【回答】（国際交流プラザ）                                      
 
本市におきましては，宇都宮市国際交流協会に委託し，通訳ボランティア派遣事業を実施しておりますほか，

希少言語の通訳を希望される方に対しては，栃木県国際交流協会の通訳バンクをご紹介するなど，県や市の国
際交流協会との連携を図りながら対応しているところであります。今後とも，関係団体と協力しながら，通訳
ボランティアへの支援に努めてまいります。 
 

 
以 上 


