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　　本県では、人口減少問題を克服し、将来にわたり地域の活力を維持していくため、栃木県議会次期プラン及

　び地方創生総合戦略検討会からの御提言をはじめ、「産・官・学・金・労・言」などの各分野の有識者から成

　る栃木県次期プラン及び地方創生総合戦略策定懇談会における御意見、さらには市町長との意見交換等を踏ま

　えながら、平成27年10月に、2015 ～2019年度（平成27 ～31年度）までの５年間を計画期間とする「とちぎ

　創生１５戦略」（以下「１５戦略」という。）を策定しました。

　　「１５戦略」の推進に当たっては、４つの基本目標の下、15の戦略の取組ごとに設定した「重要業績評価指

　標（ＫＰＩ）」の達成に向けて、数値目標の達成状況や取組の進捗状況等を適切に把握・検証した上で、取組

　の見直しと改善を図る仕組みとして、ＰＤＣＡサイクルを導入しています。

　　「とちぎ創生１５戦略実施計画」は、こうしたＰＤＣＡサイクルによる取組の評価・検証／見直し・改善を

　より実効性のあるものとするため、各年度のＫＰＩの目安値等や評価方法を整理するとともに、ＫＰＩの達成

　に向けて取り組む具体的な事業を取りまとめたものです。

　　そして、この実施計画は毎年度策定し、まち・ひと・しごと創生に係る国の動向等にも的確に対応しながら

　“とちぎの未来創生”に取り組んでいきます。

実 施 計 画 に つ い て

実 施 計 画 の 記 載 事 項

「１５戦略」の基本目標名と戦略名

＜記載例＞

「１５戦略」におけるＫＰＩの

現状値・目安値・目標値・実績値

「１５戦略」に掲げた具体的取組

「１５戦略」のＫＰＩ達成に向けて

取り組む主な事業の事業名・事業費

※千円未満は四捨五入

（ 凡例 ）

★：地方創生先行型交付金の活用事業

☆：地方創生加速化交付金の活用事業

◆：地方創生推進交付金の活用事業

◇：地方創生拠点整備交付金の活用事業

＊：地方創生応援税制の活用事業

いちご

いちご
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　　・「１５戦略」における15の戦略ごとに、ＫＰＩの進捗状況により評価を行います。

　　・「１５戦略」におけるＫＰＩの現状値を基準値とした上で、目標値の達成に向け、計画期間中の年度ごと

　　　にあらかじめ目安値を設定します。

　　・目安値に対する実績値の割合をＫＰＩの進捗状況とし、毎年度、３段階に区分して評価を行います。

　　・４つの基本目標ごとの成果指標は、年度ごとの目安値は設定せず、最終年度に一括して評価を行います。

　　・外部有識者による評価会議を設置し、現状評価及び課題の解決に向けた意見の聴取を行います。

ＫＰＩの評価の基本的な考え方

＜ＫＰＩの評価イメージ＞

※進捗状況＝（実績値－基準値）／（目安値－基準値）
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戦略 基本目標１

　ものづくり県の更なる発展と新産業の創出

現状値

（H25）

 製造品出荷額等　【単位：億円】 82,616  83,437  84,258  85,079  85,900  

 ＜5％／5年間の増＞ 82,938  

 開業率　【単位：％】 4.8        5.0        5.2        5.4        5.7        

 ＜1.1％／5年間の増＞ 4.4        

▶ ものづくり産業の発展支援

○ 航空機産業を中心とした先端ものづくり産業

への戦略的な支援

　＜主な事業＞

 　・ とちぎ産業振興プロジェクト推進事業費 15,582 11,785 

 　・ ものづくり産業振興事業費 ★ 102,049 

 　・ 先端ものづくり産業振興事業費 ★ 113,225 ◆ 200,515 ◆ 235,054 

 　・ ものづくり技術強化補助金 47,552 30,000 

 　・ 次世代自動車導入加速化事業費 88 516 

 　・ 先端ものづくり産業支援技術力強化事業費 ☆ 84,088 

 　・ 産業技術支援拠点強化事業費 ◇ 756,248 

○ 農業や観光関連産業との連携強化による「フ

ードバレーとちぎ」の推進

　＜主な事業＞

 　・ フードバレーとちぎ推進事業費 ◆ 180,583 ◆ 174,183 

 　・ 輸出促進事業費 ★ 18,969 
（とちぎのいいもの・いいわざ海外展開促進費）

 　・ フードバレーとちぎ６次産業化推進事業費 35,288 105,818 

 　・ ６次産業化支援事業費 ★ 9,000 

▶ 新産業の創出・育成の促進

○ ヘルスケア関連産業やロボット関連産業の創

出・育成の促進

　＜主な事業＞

 　・ ヘルスケア関連産業創出等支援事業費 2,569 4,643 

 　・ ロボット関連産業創出等支援事業費 1,515 12,259 

 　・ ＵＩＪターン雇用対策推進事業費 3,293 

 　・ 地域活性化雇用創造プロジェクト事業費 9,890 

○ 環境エネルギー産業の成長促進

　＜主な事業＞

 　・ 再生可能エネルギー導入促進事業費 1,103,220 1,110,426 

 　・ 低炭素社会づくり促進事業費 20,000 ◆ 30,743 

 　・ 低炭素型設備導入等支援事業費 ◆ 1,700 

H30

4.6         

具体的取組及び事業名
H31

【単位：千円】

とちぎに安定したしごとをつくる

Ｋ　Ｐ　Ｉ
＜目標値設定の考え方＞

目安値・目標値（最終年度）[上段]／進捗状況・実績値[下段]

81,795    

事 業 費

H26 H27 H28 H29 H30

H27 H28 H29

とちぎの未来創生へのチャレンジ

１
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H30
具体的取組及び事業名

H31

事 業 費

H27 H28 H29

▶ 地域の雇用を支える企業支援

○ 異業種間の交流促進等による新製品・新サ

ービス開発や販路開拓

　＜主な事業＞

 　・ 「つむぎの里」活性化事業費 ☆ 22,216 

 　・ 伝統工芸品でおもてなしレストラン事業費 ◇ 31,520 

○ 経営力向上や創業・第二創業、事業承継に

対する切れ目のない支援

　＜主な事業＞

 　・ 創業支援事業費 ★ 6,350 

 　・ 産業振興ネットワーク事業費 9,427 
（起業家育成事業費）

 　・ 創業支援事業費 5,627 
（起業家育成事業費）

 　・ 産業活性化金融対策費 6,843,300 7,429,900 

（創業支援資金　外（新規分））

 　・ とちぎ地域企業応援パッケージ事業費 ◆ 5,069 ◆ 5,907 

 　・ とちぎサービス産業応援プロジェクト事業費 16,174 

○ 地域中核企業の掘り起こしや成長促進

　＜主な事業＞

 　・ 地域中核企業サポート事業費 ◆ 7,791 ◆ 7,710 

○ ジェトロ栃木貿易情報センター等と連携した海外

展開支援の強化や交流促進

　＜主な事業＞

 　・ 中小企業海外展開支援事業費 12,779 12,062 

　　　（（海外ビジネス支援事業費　外）

 　・ 「とちぎの器」ＮＹ販路開拓事業費 ☆ 20,070 

 　・ 北関東三県海外展開プロモーション事業費 ☆ 30,804 

 　・ 米国におけるとちぎの魅力発信事業費 7,979 

▶ 産業人材の確保・育成

○ 企業経営能力の育成研修等による多様な産

業人材づくりの推進

　＜主な事業＞

 　・ 中小企業等若手社員定着支援事業費 ★ 10,184 

 　・ 元気な若手社員等育成支援事業費 ◆ 2,419 ◆ 2,419 

 　・ 高い技術力・指導力をつけるための指導員 1,209 

研修事業費

○ 事業企画・運営等の実績が豊富なプロフェッ

ショナル人材の活用促進

　＜主な事業＞

 　・ ＵＩＪターン促進事業費 ★ 4,627 

 　・ プロフェッショナル人材戦略拠点運営事業費 12,472 ◆ 37,344 

 　・ 地方創生人材確保・支援事業費 ☆ 70,196 

 　・ 地域中核企業サポート事業費（再掲） ◆ (7,791) ◆ (7,710) 

○ 海外展開を目指す中小企業とグローバル人

材とのマッチング支援等

　＜主な事業＞

 　・ 外国人人材就労支援事業費 ★ 3,493 

 　・ 中小企業海外展開支援事業費 ◆ 3,883 ◆ 3,883 

　　　（（グローバル企業人材確保支援事業費）
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戦略 基本目標１

　成長産業へ進化する農業の確立

現状値

（H26）

 園芸産出額　【単位：億円】 970      990      1,010    1,030    1,050    

 ＜10％／5年間の増＞ 956      

 農産物輸出額　【単位：億円】 1.4        1.6        1.9        2.2        2.7        

 ＜約3倍／5年間＞ 1.33      

 青年新規就農者数　【単位：人】 250      260      270      280      290      

 ＜30％／5年間の増＞ 251      

 スカイベリーの認知度　【単位：％】 30.0      35.0      45.0      55.0      65.0      

 ＜40％／5年間の増＞ 36.0      

※ 「園芸産出額」の現状値はＨ25、目安値・目標値・実績値はH26～H30の数値

▶ 園芸生産の戦略的拡大

○ ＩＣＴ等の先端技術を活用した次世代型園芸の

推進

　＜主な事業＞

 　・ とちぎの園芸活力創造総合推進事業費 ◆ 7,881 ◆ 7,769 
（施設園芸イノベーション推進事業費）

○ 周年雇用を活用した集落営農モデルの育成

　＜主な事業＞

 　・ とちぎの園芸活力創造総合推進事業費 ◆ 10,000 ◆ 10,000 
（施設園芸導入型集落営農モデル整備支援

　事業費）

○ 露地野菜の産地育成促進等

　＜主な事業＞

 　・ とちぎの園芸活力創造総合推進事業費 628,678 1,243,092 

（戦略的園芸産地拡大支援事業費 外）

▶ 国際化に対応した農業経営の確立

○ 水田経営の低コスト化や省力化に向けた農地

の集積・集約化の促進

　＜主な事業＞

 　・ 水田農業構造改革推進事業費 ◆ 39,709 ◆ 80,634 
（水田フル活用促進整備事業費　外）

 　・ 農地中間管理機構対策費 143,505 258,224 

 　・ 農地集積推進事業費 304,800 911,730 

○ 集落営農組織の法人化の促進による大規模

経営体の育成

　＜主な事業＞

 　・ 経営体育成支援事業費 133,242 300,000 

【単位：千円】

事 業 費
具体的取組及び事業名

H27 H28 H29 H30 H31

222        

25.8        

0.95        

とちぎに安定したしごとをつくる

Ｋ　Ｐ　Ｉ
＜目標値設定の考え方＞

目安値・目標値（最終年度）[上段]／進捗状況・実績値[下段]

949        

H27 H28 H29 H30 H31

２

とちぎの未来創生へのチャレンジ
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事 業 費
具体的取組及び事業名

H27 H28 H29 H30 H31

○ 耕作放棄地の発生防止・解消に向けた取組

への支援

　＜主な事業＞

 　・ 遊休農地対策事業費 9,770 12,206 

○ 家畜生産基盤の強化による大規模畜産経営

体の育成

　＜主な事業＞

 　・ 畜産競争力強化対策事業費 1,688,115 706,650 

▶ 次代を担う人材の確保・育成

○ 農業施設等の経営資源の円滑な継承による

新規就農者の参入支援

　＜主な事業＞

 　・ 意欲ある新規就農者の確保育成事業費 8,638 13,060 
（経営継承円滑化支援事業費）

○ 就農希望者に対する試行雇用の実施等

　＜主な事業＞

 　・ ＵＩＪターン促進事業費 ★ 15,673 
（雇用就農者緊急確保育成事業費）

 　・ 意欲ある新規就農者の確保育成事業費 ◆ 12,458 ◆ 21,907 
（雇用就農者確保育成事業費　外）

○ 将来を担う農業人材の確保・育成

　＜主な事業＞

 　・ 輝く女性農業者応援事業費 ◆ 7,686 ◆ 7,055 

 　・ 次世代農業人材育成強化事業費 ◇ 581,383 

▶ 農産物のブランド力強化と輸出促進

○ スカイベリーを始めとする県産農産物のブラン

ド力及び発信力の強化

　＜主な事業＞

 　・ とちぎの農産物ブランド力強化推進事業費 ◆ 70,171 ◆ 64,812 
（とちぎ農産物ブランド化推進事業費　外）

 　・ 戦略的品種開発加速化事業費 ◇ 280,525 

○ 地域資源を活用した６次産業化の推進

　＜主な事業＞

 　・ フードバレーとちぎ６次産業化推進事業費 (35,288) (105,818) 

（再掲）

 　・ ６次産業化支援事業費（再掲） ★ (9,000) 

○ 輸出に取り組む産地の育成

　＜主な事業＞

 　・ 輸出促進事業費 ★ 14,121 

 　・ とちぎ農産物等海外販路開拓集中プロモ ★ 25,513 

ーション事業費

 　・ とちぎ農産物海外ブランド力向上事業費 ☆ 118,410 

 　・ とちぎ農産物戦略的輸出拡大事業費 ◆ 44,823 

 　・ グローバルＧＡＰ推進事業費 1,213 ◆ 3,883 
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戦略 基本目標１

　林業・木材産業の成長産業化

現状値

（H25）

 林業産出額　【単位：千万円】 896      917      938      959      980      

 ＜素材生産量4万m3／5年の増　外＞ 908      

 木材・木製品出荷額【単位：百万円】 86,156  86,392  86,628 86,864  87,100  

 ＜製材品出荷量2万m3／5年の増＞ 95,937  

 林業新規就業者数(累計)【単位：人】 40        80        120      160      203      

 ＜素材生産量1万m3当たり5人増＞ 40        

※ 「林業新規就業者数」の現状値はＨ22-26の累計値、目安値・目標値・実績値はH27～H31の累計値

▶ とちぎ材の安定供給体制の構築

○ 森林所有者への木材取引情報の提供等によ

る施業の受託の促進

　＜主な事業＞

 　・ 栃木発もりの未来戦略事業費 ◆ 2,472 ◆ 341 

○ とちぎ材に係る関係業種間の協定取引の締結

　＜主な事業＞

 　・ 次世代の森林創生実証事業費 15,000 15,000 

○ 林業・木材産業への就業希望者に対する支

援等

　＜主な事業＞

 　・ 林業・木材産業等振興事業費 ★ 81,146 
（林業・木材産業地域力創出事業費（一部））

 　・ とちぎの山業・羽ばたく人材フロンティア事 ◆ 32,324 ◆ 29,736 

業費（輝く林業人・夢プロデュース事業費　外）

具体的取組及び事業名

183        

【単位：千円】

事 業 費

H27 H28 H29 H30 H31

85,921    

とちぎに安定したしごとをつくる

Ｋ　Ｐ　Ｉ
＜目標値設定の考え方＞

目安値・目標値（最終年度）[上段]／進捗状況・実績値[下段]

876        

H26 H27 H28 H29 H30

３

とちぎの未来創生へのチャレンジ
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具体的取組及び事業名
事 業 費

H27 H28 H29 H30 H31

▶ とちぎ材の新たな需要の創出

○ とちぎ材のブランド化の推進

　＜主な事業＞

 　・ とちぎの山業・羽ばたく人材フロンティア事 ◆ 6,715 ◆ 5,568 

業費（とちぎ木材産業未来開拓事業費）

 　・ とちぎ材需要創造戦略事業費 ☆ 38,616 
（とちぎ材需要クリエイティブ強化事業費　外）

○ 林業センターオープンラボラトリーへの性能評

価試験機の整備

　＜主な事業＞

 　・ 林業・木材産業等振興事業費　 ★ 48,708 
（林業・木材産業地域力創出事業費（一部））

 　・ とちぎ材需要創造戦略事業費 ☆ 29,970 
（クオリティアップ試験機整備事業費）

○ 木造住宅の建設支援による県産材の利用拡大

　＜主な事業＞

 　・ とちぎ材の家づくり支援事業費 147,932 164,321 

▶ 木質バイオマスの利活用促進

○ 多様化する木材需要に対応するビジネスモデル

の構築

　＜主な事業＞

 　・ 林業・木材産業等振興事業費 ★ 8,348 
（中山間スマートコミュニティ導入支援費）

 　・ 熱エネルギー利用推進費 300 200 

▶ 森林被害対策の推進

○ 技術向上等の捕獲体制の強化

　＜主な事業＞

 　・ 地域ぐるみの総合的な鳥獣対策促進事業 154,844 202,355 

費（シカ・イノシシ捕獲強化事業費　外）

○ 若い世代や認定事業者の参入促進による新た

な捕獲の担い手の確保・育成等

　＜主な事業＞

 　・ 鳥獣害被害防止事業費 ★ 29,587 

 　・ 地域ぐるみの総合的な鳥獣対策促進事業 6,352 5,060 

費（「森の番人」確保育成事業費　外）
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戦略 基本目標１

　国内外からの観光誘客強化

現状値

（H26）

 観光消費額　【単位：億円】 4,777    4,870    4,963    5,056    5,150    

 ＜10％／5年間の増＞ 5,132    

 外国人宿泊数　【単位：万人】 17.2      19.8      22.4      25.0      27.4      

 ＜約2倍／5年間＞ 18.1      

▶ 選ばれる観光地づくりの推進

○ 本県の特色を生かしたＤＭＯの形成など地域

が主体となった観光地づくりの推進

　＜主な事業＞

 　・ とちぎ版ＤＭＯ形成促進事業費 ◆ 5,000 ◆ 17,590 

 　・ 東京オリンピック等を見据えたＤＭＯ形成促 ☆ 141,318 

進事業費

 　・ 世界に通用する魅力ある観光地づくり事業費 ◆ 7,480 ◆ 4,915 

 　・ スポーツを核とした地方創生推進事業費 ☆ 49,000 

 　・ ツール・ド・とちぎを核とした地方創生推進 ◆ 25,000 

事業費

 　・ 地方創生新駅整備支援事業費 100,000 

○ デスティネーションキャンペーン等を生かした

観光地づくりの推進

　＜主な事業＞ ☆
◆ ◆
＊ ＊

 　・ 「山の日」記念全国大会推進事業費 ◆ 30,000 

 　・ とちぎの定番土産創出事業費 ◆ 588 

 　・ とちぎの農産物ブランド力強化推進事業費 ◆ 9,549 
（栃木の農産物ブランド力強化プロモーション
　事業費）

○ 観光関連産業による地域資源を生かした商品

開発等の促進

　＜主な事業＞

 　・ 「とちぎならでは」のおもてなし事業費 ★ 13,983 

 　・ 地域資源活用産業振興事業費 ◆ 15,994 ◆ 14,702 

 　・ デスティネーションキャンペーン推進事業費 ◆ ◆

（ＤＣ周遊パスポート事業費）（再掲） ＊ ＊

 　・ デスティネーションキャンペーン推進事業費 ◆ (30,000) 
（旅行商品化促進事業費）（再掲）

○ 「本物の出会い　栃木」観光キャンペーンの

展開

　＜主な事業＞

 　・ 大型観光誘客プロモーション事業費 79,781 21,550 

 　・ 本物の栃木発信強化事業費 25,611 

(27,501) 

H30 H31

 　・ 84,284 デスティネーションキャンペーン推進事業費 151,063 

(7,594) 

【単位：千円】

事 業 費

とちぎに安定したしごとをつくる

Ｋ　Ｐ　Ｉ
＜目標値設定の考え方＞

目安値・目標値（最終年度）[上段]／進捗状況・実績値[下段]

4,684      

14.6        

具体的取組及び事業名

H27 H28 H29 H30 H31

H27 H28 H29

４

とちぎの未来創生へのチャレンジ
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H30 H31

事 業 費
具体的取組及び事業名

H27 H28 H29

▶ 観光客受入態勢の整備

○ 県民一人ひとりのおもてなし向上に対する機運

醸成

　＜主な事業＞

 　・ とちぎのおもてなし向上事業費 ◆ 17,682 ◆ 17,624 

○ 案内表示の多言語化やＷｉ－Ｆｉ、トイレ洋式

化等の推進

　＜主な事業＞

 　・ 外国人観光誘客促進事業費 ★ 282,892 
（無料公衆無線ＬＡＮ環境整備事業費　外）

 　・ 誘客促進環境整備事業費 56,856 103,025 

 　・ 国立公園満喫プロジェクト推進事業費 310,804 407,289 
（自然公園等施設整備事業費　外）

 　・ 国立公園満喫プロジェクト推進事業費 ◇ 213,257 
（奥日光外国人受入態勢整備事業費　外）

 　・ 自然公園等施設整備事業費 102,468 102,113 

 　・ 自然公園等施設国際化・安全対策事業費 7,275 1,700 

 　・ 自然公園誘客促進事業費 3,900 

○ 主要駅等と観光地を結ぶ二次交通の利便性

向上の促進

　＜主な事業＞

 　・ 外国人観光誘客促進事業費 ★ 19,591 
（各地域魅力アップ事業費）

 　・ とちぎのおもてなし向上事業費（再掲） ◆ (17,682) ◆ (17,624) 

 　・ デスティネーションキャンペーン推進事業費 ◆ (25,000) 
（受入対策事業費）（再掲）

▶ 外国人観光客の誘客強化

○ 海外誘客拠点による外国人観光誘客の推進

　＜主な事業＞

 　・ 海外誘客プロモーション事業費 2,912 2,912 
（台湾観光誘客拠点機能事業費）

○ 海外メディアやインターネット等による情報発信

　＜主な事業＞

 　・ 外国人観光誘客促進事業費 ★ 2,183 
（海外誘客ウェブ発信事業費）

 　・ 観光情報多言語化推進事業費 ◆ 4,118 ◆ 11,352 

 　・ 海外誘客プロモーション事業費 39,390 32,008 
（旅行商品共同広告事業費　外）

 　・ とちぎインバウンド大臣推進事業費 2,356 

 　・ "ウェルカムとちぎ"農村の魅力向上支援 ◆ 1,980 

事業費
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戦略 基本目標１

多様な人材が働きやすい就労環境づくり

現状値

（H26）

58.9      59.1      59.2      59.4      59.5      

 ＜H26の就業者数を維持＞ 58.9      

30.8      31.8      32.8      33.8      34.8      

 ＜5％／5年間の増＞ 29.9      

17.8      18.4      19.0      19.6      20.2      

 ＜3％／5年間の増＞ 16.3      

 障害者の雇用率【単位：％】 1.81      1.86      1.91      1.96      2.00      

 ＜H31で2.0％達成＞ 1.82      

※ 「職業紹介による女性就職率・高齢者就職率」の現状値はＨ25、目安値・目標値・実績値はH26～H30の数値

▶ 就労支援の充実

○ とちぎジョブモールや就職支援サイト「ＷＯＲＫ

ＷＯＲＫとちぎ」による就労支援等

　＜主な事業＞

 　・ 若年者雇用対策事業費 7,017 5,318 

 　・ 離職者等再就職訓練事業費 422,298 553,990 

○ 女性の職業能力開発に向けたセミナー開催等

　＜主な事業＞

 　・ 女性活躍応援事業費 4,692 3,289 
（女性のチャレンジ応援事業費）

○ 障害者の適性や能力に応じた就労機会等の

確保

　＜主な事業＞

 　・ 障害者就労支援事業費 46,594 53,273 

 　・ とちぎユニバーサル農業促進事業費 ◆ 18,027 ◆ 18,138 

 　・ 障害者就労チャレンジ事業費 8,208 

 　・ 雇用安定支援対策費 ◆ 4,300 ◆ 6,883 

○ とちぎ生涯現役シニア応援センター（ぷらっと）

を通じた高齢者の就労等の促進

　＜主な事業＞

 　・ 生涯現役応援事業費 18,968 18,751 

○ 建設業就業希望者等の技術・技能習得に対

する支援等

　＜主な事業＞

 　・ 建設業入職者支援事業費 ★ 5,114 

 　・ 建設業定着率向上支援事業費 4,009 4,026 

H30 H31
具体的取組及び事業名

事 業 費

H27 H28 H29

とちぎに安定したしごとをつくる

Ｋ　Ｐ　Ｉ
＜目標値設定の考え方＞

目安値・目標値（最終年度）[上段]／進捗状況・実績値[下段]

58.7        

29.8        

 職業紹介による女性就職率
【単位：％】

【単位：千円】

 15歳以上人口に占める就業者の割合
 【単位：％】

H27 H28 H29 H30 H31

 職業紹介による高齢者就職率
【単位：％】

17.2        

1.76        

５

とちぎの未来創生へのチャレンジ
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H30 H31
具体的取組及び事業名

事 業 費

H27 H28 H29

▶ 雇用のミスマッチ解消

○ 介護等の人材不足分野での人材育成支援

　＜主な事業＞

 　・ 介護福祉士等修学資金貸付事業助成費 444,600 2,069 

 　・ 介護人材緊急確保対策事業費 65,781 88,475 

 　・ 建設業入職者支援事業費（再掲） ★ (5,114) 

○ 技能継承への支援等による後継者育成

　＜主な事業＞

 　・ 地域産業従事者育成事業費 ★ 29,750 

 　・ 地域産業育成等支援事業費 ◆ 3,000 ◆ 3,000 

▶ 多様な働き方を可能とする環境づくり

○ 働きやすい職場環境をつくる企業の取組の普

及推進

　＜主な事業＞

 　・ 仕事と家庭の両立支援事業費 9,580 9,217 

○ 多様な働き方ができる環境づくりにオールとち

ぎで取り組む機運の醸成

　＜主な事業＞

 　・ 女性活躍応援事業費 12,027 9,768 
（ワーク・ライフ・バランス推進事業費）

12



戦略 基本目標２

　地元とちぎへの若者の定着促進

現状値

（H26）

上　昇

 ＜　　―　　＞ 26.8      

47.0      47.5      48.0      49.0      50.0      

 ＜就職者の半数＞ 46.9      

▶ とちぎへの愛着や誇りの醸成

○

○ 高校生が本県の伝統文化等について学ぶ機

会の充実

　＜主な事業＞

 　・ 栃木の歴史に関する補助教材作成事業費 2,393 

 　・ 体験活動推進事業費 2,040 

 　・ とちぎの高校生「じぶん未来学」推進事業費 ◆ 6,055 ◆ 2,546 

○ 「とちぎの百様」を活用した郷土愛の醸成

　＜主な事業＞

 　・ ふるさと栃木の魅力醸成・発信事業費 3,201 1,658 

▶ 県内の高校・大学等の魅力向上の促進

○ 産学官協働によるグローバル人材の育成

　＜主な事業＞

 　・ 大学コンソーシアムとちぎグローバル人材 21,500 21,500 

育成事業費

 　・ グローバル人材育成事業費 23,795 20,809 

○ 大学等の専門性を生かした高大連携の促進

○ 社会の変化に対応した特色ある高校づくり

　＜主な事業＞

 　・ 高校生学力向上総合支援事業費 ◆ 33,000 ◆ 31,000 

 　・ キャリア教育推進事業費 8,009 9,168 

H28 H29 H30 H31
具体的取組及び事業名

H27

小・中学生へのふるさと学習の推進

【単位：千円】

事 業 費

とちぎへの新しいひとの流れをつくる

Ｋ　Ｐ　Ｉ
＜目標値設定の考え方＞

目安値・目標値（最終年度）[上段]／進捗状況・実績値[下段]

26.0        

46.5        

 県内大学・短大への進学者割合
【単位：％】

 県内大学生・短大生の県内就職率
【単位：％】

H27 H28 H29 H30 H31

６

とちぎの未来創生へのチャレンジ
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H28 H29 H30 H31
具体的取組及び事業名

H27

事 業 費

▶ 地域等との連携による若者の地元定着の

促進

○ 地域課題解決に向けた高校・大学等と地

域・企業等との連携・協働の取組の促進

　＜主な事業＞

 　・ 地域課題解決支援事業費 ★ 8,201 

 　・ 大学・地域連携プロジェクト支援事業費 ◆ 10,000 ◆ 10,000 

○ 宇都宮大学が取り組む「地（知）の拠点大学に

よる地方創生推進事業（ＣＯＣ＋）」との連携
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戦略 基本目標２

　立地環境を生かした企業誘致の推進

現状値

（H22-26）

30        60        90        135      180      

 ＜5％／5年間の増＞ 41        

※ 目安値・目標値・実績値はH27～H31の累計値

▶ 企業誘致の推進

○ 「栃木県企業誘致・県産品販売推進本部」に

よる企業誘致活動の戦略的推進

　＜主な事業＞

 　・ 「とちぎのいいもの」販売推進事業費 13,346 13,455 

（企業誘致）

 　・ 外資系企業誘致事業費 ★ 868 

○ 企業訪問やセミナーによる本県の強みのＰＲ

活動

　＜主な事業＞

 　・ 「とちぎのいいもの」販売推進事業費 (13,346) (13,455) 

（企業誘致）（再掲）

○ 面積要件の緩和など新規立地企業に対する

助成制度の拡充

　＜主な事業＞

 　・ 企業立地推進補助金 600,000 700,000 
（戦略的企業立地促進事業費）

 　・ 産業活性化金融対策費 1,082,500 1,082,500 

（産業立地促進資金（新規分））

 　・ 内陸型国際物流拠点整備事業費補助金 70,000 

○ 本県へ本社機能や研究所を移転する企業へ

の支援

　＜主な事業＞

 　・ 企業立地推進補助金 10,000 10,000 
（本社機能等立地支援事業費）

 　・ 産業活性化金融対策費（再掲） (1,082,500) (1,082,500) 

（産業立地促進資金（新規分））

○ 企業ニーズを踏まえた産業団地の整備

　＜主な事業＞

 　・ 産業団地開発事業費 863,467 560,000 
（あがた駅南産業団地（足利市））

【単位：千円】

事 業 費
具体的取組及び事業名

H27 H28 H29 H30 H31

とちぎへの新しいひとの流れをつくる

Ｋ　Ｐ　Ｉ
＜目標値設定の考え方＞

目安値・目標値（最終年度）[上段]／進捗状況・実績値[下段]

170        
 企業立地件数（累計）【単位：件】

H27 H28 H29 H30 H31

７

とちぎの未来創生へのチャレンジ
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事 業 費
具体的取組及び事業名

H27 H28 H29 H30 H31

▶ 企業の定着促進

○ 既立地企業の定着に向けた行政と企業との

意見交換等の推進

○ 企業ニーズを踏まえた助成制度の充実

　＜主な事業＞

 　・ 企業立地推進補助金 600,000 550,000 
（産業定着集積促進支援事業費）

 　・ 産業活性化金融対策費（再掲） (1,082,500) (1,082,500) 

（産業立地促進資金（新規分））
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戦略 基本目標２

　とちぎへのひとの還流の推進

現状値

（H26）

250      400      550      700      850      

 ＜H28：400人からH32：1000人達成＞ 728      

662      687      699      720      740      

773      

▶ 東京圏の移住希望者への発信力の強化

○ 就職活動支援アプリケーションによる県内企業

情報など就職関係情報の提供

　＜主な事業＞

 　・ ＵＩＪターン就職加速化事業費 ☆ 33,258 

 　・ ＵＩＪターン雇用対策事業費 ◆ 16,416 
(就職支援体制強化事業費 外）

 　・ UIJターン雇用対策推進事業費（再掲） (3,293) 

○ とちぎの暮らしの魅力発信や市町と連携した一元

的な空き家情報など移住に関する情報の提供

　＜主な事業＞

 　・ ＵＩＪターン促進事業費 ★ 26,306 
（とちぎ暮らし事業費（一部））

 　・ とちぎＵＩＪターン促進事業費 ◆ 1,400 ◆ 1,400 
（ウェブサイト管理運営費）

▶ とちぎのブランド力の向上

○ とちぎブランド取組方針（アクションプラン）

の策定

　＜主な事業＞

 　・ とちぎブランド・デザイン事業費 ◆ 5,850 
（とちぎブランド推進事業費）

○ オール栃木体制での各種ＰＲやプロモーション

の強化

　＜主な事業＞

 　・ とちぎブランド・デザイン事業費 24,500 ◆ 34,400 
（“とちぎ力”プロモーション事業費 外）

【単位：千円】

事 業 費
具体的取組及び事業名

H27 H28 H29 H30 H31

637        

とちぎへの新しいひとの流れをつくる

Ｋ　Ｐ　Ｉ
＜目標値設定の考え方＞

目安値・目標値（最終年度）[上段]／進捗状況・実績値[下段]

-            
 本県への年間移住者数【単位：人】

 とちぎＵＩターン就職促進協定締結
校
における本県への年間就職者数

 ＜協定締結校及び協定締結校でのUIタ
 　ーン就職者を増加＞

H27 H28 H29 H30 H31

８

とちぎの未来創生へのチャレンジ

17



事 業 費
具体的取組及び事業名

H27 H28 H29 H30 H31

▶ とちぎへの人材還流、移住・定住の促進

○ 暮らしや仕事に関する東京都内のワンストップ

相談体制の充実

　＜主な事業＞

 　・ ＵＩＪターン促進事業費 ★ 8,713 
（とちぎ暮らし事業費（一部））

 　・ とちぎＵＩＪターン促進事業費 29,677 27,896 
（とちぎ暮らし･しごと支援センター事業費）

○ 移住や就職に関するセミナーや相談会、とちぎ

での暮らしの体験機会等の充実

　＜主な事業＞

 　・ ＵＩＪターン促進事業費 ★ 7,891 
（とちぎ暮らし事業費（一部） 外）

 　・ とちぎＵＩＪターン促進事業費 ◆ 7,443 ◆ 10,776 
（UIJターン支援事業費）

 　・ UIJターン雇用対策推進事業費（再掲） (3,293) 

 　・ 魅力発信スキルアップセミナー開催事業費 2,285 

○ 県外大学との就職促進協定の締結等による県

内就職の促進

　＜主な事業＞

 　・ ＵＩＪターン促進事業費 ★ 49,224 
（とちぎ就職促進事業費）

 　・ ＵＩＪターン就職加速化事業費（再掲） ☆ (33,258) 

 　・ ＵＩＪターン雇用対策事業費 ◆ (16,416) 

(就職支援体制強化事業費 外）（再掲）

○ 産業界と連携した奨学金を活用した大学生等

の県内就職の促進

　＜主な事業＞

 　・ とちぎ未来人材応援事業費 50,000 55,340 55,367 

○ 生涯活躍のまち（日本版ＣＣＲＣ）など高齢者

移住を検討する市町との連携

▶ 東京圏との交流・連携の促進

○ 農業体験など地域資源を活用した都市農村

交流の促進

　＜主な事業＞

 　・ 交流人口拡大事業費 ★ 29,276 

 　・ 中山間地域元気創出事業費 14,953 15,346 

 　・ 農村地域交流拡大推進事業費 ◆ 8,900 ◆ 8,700 

 　・ 生物多様性とちぎ戦略推進事業費 ◆ 904 ◆ 904 
（里地・里山保全再生事業費）
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戦略 基本目標３

　結婚支援の充実

現状値

（H26）

 婚姻件数【単位：組】 10,000  10,150  10,350  10,670  11,000  

9,452    

▶ 結婚を前向きにとらえる意識の醸成

○ 高校生が家族の意義等を主体的に学び考える

「じぶん未来学」の推進

　＜主な事業＞

 　・ とちぎの高校生「じぶん未来学」推進事業費 ◆ (6,055) ◆ (2,546) 

（再掲）

○ 若い世代が将来のライフデザインを考える機会

の提供

　＜主な事業＞

 　・ 地域少子化対策強化事業費 3,033 12,024 
（結婚啓発事業費）

▶ 若い世代への出会いの機会の提供

○ 結婚を希望する方への会員制の縁結びマッチ

ングの実施等

　＜主な事業＞

 　・ 少子化対策強化事業費 ★ 1,997 
（出会いの場創出・子育て支援啓発事業費）

 　・ とちぎ結婚サポート事業費 ◆ 45,639 ◆ 30,025 

 　・ とちぎ結婚応援カード事業費 6,000 

○ 企業内結婚サポーター間の情報交換サイトの

構築等による企業間交流等の促進

　＜主な事業＞

 　・ とちぎ結婚サポート事業費（再掲） ◆ (45,639) ◆ (30,025) 

H29 H30 H31

H27 H28 H29 H30 H31

とちぎで結婚、妊娠・出産、子育ての希望をかなえる

【単位：千円】

Ｋ　Ｐ　Ｉ
＜目標値設定の考え方＞

9,770      

事 業 費

目安値・目標値（最終年度）[上段]／進捗状況・実績値[下段]

具体的取組及び事業名

 ＜本県の合計特殊出生率1.6の際の婚
　 姻率準用＞

H27 H28

９

とちぎの未来創生へのチャレンジ

19



戦略 基本目標３

　妊娠・出産支援の充実

現状値

（H25）

71.0      72.0      73.0      74.0      75.0      

 ＜国の目標値に5％上乗せ＞ 86.8      

▶ 妊娠・出産に関する医学的に正しい知識の普及

啓発

○ 健やかな妊娠・出産等に関する高校での適切

な保健指導の推進

　＜主な事業＞

 　・ 健康教育推進費 1,520 1,294 

○ 大学生等への妊娠・出産等の健康セミナーの

開催等

　＜主な事業＞

 　・ 地域少子化対策強化事業費 6,074 
（不妊対策啓発事業費）

 　・ 不妊対策推進費 3,669 4,177 
（すこやか妊娠サポート事業費　外）

　
▶ 妊娠に係る経済的支援の充実

○ 高度不妊治療における男性不妊治療への

支援

　＜主な事業＞

 　・ 不妊対策推進費 32,100 270,896 268,645 
（不妊に悩む方への特定治療支援事業費）

事 業 費
具体的取組及び事業名

【単位：千円】

H27 H28 H29 H30 H31

とちぎで結婚、妊娠・出産、子育ての希望をかなえる

Ｋ　Ｐ　Ｉ
＜目標値設定の考え方＞

目安値・目標値（最終年度）[上段]／進捗状況・実績値[下段]

69.8        

 妊娠・出産について満足している者
の割合【単位：％】

H27 H28 H29 H30 H31

とちぎの未来創生へのチャレンジ

10
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事 業 費
具体的取組及び事業名

H27 H28 H29 H30 H31

▶ 妊娠期から子育て期までの切れ目のない

支援体制等の整備推進

○ 市町が設置する「子育て世代包括支援セン

ター」への支援等

　＜主な事業＞

 　・ 子ども・子育て支援事業費 233,800 294,625 
（利用者支援事業費　外）

○ 市町が実施する妊産婦に対する医療費の助

成への支援等

　＜主な事業＞

 　・ こども・妊産婦医療対策費 2,638,608 2,639,674 

○ 産科医師の確保等

　＜主な事業＞

 　・ とちぎ地域医療支援センター事業費
（医師確保支援事業費） 377,483 331,894 

21



戦略 基本目標３

 子ども・子育て支援の充実

現状値

（H26）

125      7          2          0 0

 ＜待機児童数ゼロ＞ 155      

 - 51        33        15        0

 ＜待機児童数ゼロ＞ 69        

16.6      17.1      17.6      18.1      18.7      

16.2      

 男性の育児休業取得率【単位：％】 2.0        3.2        4.4        5.6        7.0        

4.3        

※ 「保育所等待機児童数」の現状値はＨ27、目安値・目標値・実績値はH28～H32の数値

▶ 保育サービスの充実

○ 保育所や認定こども園、放課後児童クラブの

整備等による受入数の増加

　＜主な事業＞

 　・ 安心こども特別対策事業費 2,149,497 3,895,018 1,894,782 

 　・ 児童福祉施設整備助成費 186,403 335,422 

○ 潜在保育士の就労支援等による保育士の

確保

　＜主な事業＞

 　・ 少子化対策強化事業費 ★ 7,625 
（保育士確保対策事業費）

 　・ 特別保育事業等推進費 6,020 6,300 
（保育士・保育所支援センター運営事業費）

 　・ 保育人材確保推進事業費 1,154,479 

○ 病児・病後児保育などの多様な保育サービス

の充実促進

　＜主な事業＞

 　・ 子ども・子育て支援事業費 423,979 555,240 
（病児保育事業費　外）

 　・ 特別保育事業等推進費 205,394 306,195 
（保育対策総合支援事業費　外）

とちぎで結婚、妊娠・出産、子育ての希望をかなえる

Ｋ　Ｐ　Ｉ
＜目標値設定の考え方＞

目安値・目標値（最終年度）[上段]／進捗状況・実績値[下段]

250        

66          

 保育所等待機児童数
 （各年４月１日時点）【単位：人】

 放課後児童クラブ待機児童数
 （各年５月１日時点）【単位：人】

H27 H28 H29 H30 H31

 出生数に占める第３子以降の割合
【単位：％】

具体的取組及び事業名
事 業 費

16.1        

0.8         

【単位：千円】

H27 H28 H29 H30 H31

 ＜本県の合計特殊出生率1.6の際の
 　出生割合準用＞

 ＜とちぎ子育て支援プラン（H22.3）
　 H26目標値を継続＞

とちぎの未来創生へのチャレンジ

11
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具体的取組及び事業名
事 業 費

H27 H28 H29 H30 H31

▶ 多子世帯への支援の充実

○ 幼稚園、保育所、認定こども園等の第３子以降

保育料無償化の対象の拡大

　＜主な事業＞

 　・ 第３子以降保育料免除事業費 778,707 818,842 

▶ ワーク・ライフ・バランスの推進

○ 仕事と子育ての両立支援等に取り組む事業所

の顕彰

　＜主な事業＞

 　・ 女性活躍応援事業費（再掲） (12,027) (9,768) 
（ワーク・ライフ・バランス推進事業費）

 　・ 仕事と家庭の両立支援事業費（再掲） (9,580) (9,217) 

○ 仕事と子育ての両立等に関する企業トップの意

識啓発等

　＜主な事業＞

 　・ 地域少子化対策強化事業費 8,120 
（イクメン・イクボス推進事業費　外）

23



戦略 基本目標４

 暮らしやすいとちぎの「まち」づくり

現状値

（H26）

-          5          10        15        20        

 ＜H32までに全市町相当達成＞ -

4          7          8          9          10        

 ＜H31までに全市町の4割達成＞ 4          

▶ コンパクトな拠点の形成

○ 中心市街地の活性化やコンパクトな「まち」づ

くりの促進

○ 集落機能等を維持する「小さな拠点」形成に取

り組む市町への支援

　＜主な事業＞

 　・ 「小さな拠点」づくり支援事業費 13,676 50,000 

○ 農産物直売所等への新たな機能付加による

地域ニーズへの対応

　＜主な事業＞

 　・ 都市農村交流施設機能強化支援事業費 ◆ 9,228 ◆ 16,911 

○ 地域住民が主体となったコミュニティ活動に対

する支援

　＜主な事業＞

 　・ わがまち未来創造事業費（単独事業） 60,800 80,000 

 　・ 地域づくり担い手育成費 ◆ 4,651 ◆ 4,471 

○ 地域活力の維持・向上のための検討と仕組み

の構築

 　・ とちぎ創生アイデア会議（仮称）運営費 346 

 　・ 栃木ふるさと支援センター（仮称）検討費 2,199 

 　・ 農の地域人材ネットワーク事業費 880 

▶ 公共交通の維持・確保

○ 生活交通の改善・見直しに取り組む民間バス

事業者や市町への支援

　＜主な事業＞

 　・ 生活交通対策費 152,530 152,528 

○ 市町の地域共助型生活交通システム導入の

促進

　＜主な事業＞

 　・ 地域共助型生活交通導入検討調査費 ◆ 7,200 ◆ 8,000 

【単位：千円】

事 業 費
具体的取組及び事業名

H27 H28 H29 H30 H31

-            

時代に合った地域をつくり、とちぎの安心な暮らしを守る

Ｋ　Ｐ　Ｉ
＜目標値設定の考え方＞

目安値・目標値（最終年度）[上段]／進捗状況・実績値[下段]

-            
 小さな拠点等取組件数【単位：件】

 地域公共交通網形成計画策定市町数
【単位：市町】

H27 H28 H29 H30 H31

とちぎの未来創生へのチャレンジ

12
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戦略 基本目標４

 地域をつなぐ広域連携の強化

現状値

（H26）

4          4          5          6          7          

 ＜H32までに全対象圏域達成＞ 4          

▶ 市町間の広域連携の促進

○ 「定住自立圏」や「連携中枢都市圏」形成に取

り組む市町に対する助言等

○ 複数の市町が連携して地域活性化に取り組む

事業への支援

　＜主な事業＞

 　・ わがまち未来創造事業費（連携事業） 15,200 20,000 

○ 広域的な公共交通ネットワークの改善の促進

　＜主な事業＞

 　・ 総合交通政策事業費 5,000 5,000 

○ 大型イベント等を通じた市町連携の促進

　＜主な事業＞

 　・ デスティネーションキャンペーン推進事業費 ◆ (84,288) ◆ (151,063) 

（再掲）

 　・ ツール・ド・とちぎを核とした地方創生推進 ◆ (25,000) 

事業費（再掲）

 　・ 「山の日」記念全国大会推進事業費（再掲） ◆ (30,000) 

【単位：千円】

事 業 費
具体的取組及び事業名

H27 H28 H29 H30 H31

時代に合った地域をつくり、とちぎの安心な暮らしを守る

Ｋ　Ｐ　Ｉ
＜目標値設定の考え方＞

目安値・目標値（最終年度）[上段]／進捗状況・実績値[下段]

3            

 定住自立圏形成協定締結等圏域数
【単位：圏域】

H27 H28 H29 H30 H31

とちぎの未来創生へのチャレンジ

13
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戦略 基本目標４

　健康長寿とちぎづくりの推進

現状値

（H22）

 ＜　　―　　＞

 　　男性
　　71.17
　　女性

　　74.83

▶ 健康づくりに資する社会環境づくり

○ 県民の健康状況等の「見える化」による健康づ

くりの推進等

　＜主な事業＞

 　・ 健康長寿とちぎづくり推進事業費 80,498 37,173 
（健康長寿とちぎづくり県民運動推進事業費 外）

 　・ 健康づくりＩＣＴ活用検討事業費 1,130 

○ 健康づくりロードの活用等による身体活動量増

加の推進

　＜主な事業＞

 　・ 健康長寿とちぎづくり推進事業費 11,241 11,241 
（健康づくりロード事業費）

○ 禁煙・分煙推進店制度の活用等による受動

喫煙防止対策の推進

　＜主な事業＞

 　・ 健康長寿とちぎづくり推進事業費 2,433 1,673 
（喫煙対策事業費）

▶ 疾病の早期発見・早期治療

○ 市町や医療保険者等と連携した検（健）診受

診率の向上等に係る普及啓発の実施

　＜主な事業＞

 　・ 健康長寿とちぎづくり推進事業費 125,451 123,608 
（生活習慣病検診等対策事業費）

○ 市町等に対する科学的根拠に基づく有効な

がん検診や、効果的な受診勧奨方法等の情

報提供等

　＜主な事業＞

 　・ がん総合対策費 88,381 110,617 
（がん検診精度管理支援事業費　外）

時代に合った地域をつくり、とちぎの安心な暮らしを守る

Ｋ　Ｐ　Ｉ
＜目標値設定の考え方＞

目安値・目標値（最終年度）[上段]／進捗状況・実績値[下段]

男性70.73
女性74.86

【単位：千円】

事 業 費
具体的取組及び事業名

 健康寿命【単位：年】

H25 H26 H27 H28 H29

延　伸

H27 H28 H29 H30 H31

とちぎの未来創生へのチャレンジ

14
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戦略 基本目標４

 地域包括ケアシステム構築の推進

現状値

（H26）

17.9      19.2      20.6      22.0      23.4      

21.1      

▶ 在宅医療・介護連携の推進

○ 在宅療養支援診療所や訪問看護ステーション

の整備促進

　＜主な事業＞

 　・ 在宅医療推進事業費 37,894 24,630 
（訪問看護ステーション設備整備支援事業費 外）

 　・ 地域医療介護総合確保基金事業費 113,885 109,671 
（在宅療養支援診療所設備整備支援事業費 外）

○ 認知症の早期発見、早期対応のための体制

整備

　＜主な事業＞

 　・ 認知症総合対策推進事業費 45,470 49,466 
（認知症対策推進事業費　外）

▶ 介護サービスの充実や介護予防の推進

○ 介護を支える人材の養成・確保

　＜主な事業＞

 　・ 福祉マンパワー確保対策事業費 47,166 48,598 
（介護福祉士等養成施設運営費補助金等　外）

 　・ 介護人材緊急確保対策事業費（再掲） (65,781) (88,475) 

○ ロコモティブシンドロームの予防の推進

　＜主な事業＞

 　・ 健康長寿とちぎづくり推進事業費 835 635 
（ロコモティブシンドローム予防事業費）

○ 在宅介護サービスや施設サービスの基盤整備

の促進

　＜主な事業＞

 　・ 地域医療介護総合確保基金積立金 1,982,028 

 　・ 地域医療介護総合確保基金事業費 1,712,200 2,846,600 

（介護基盤整備等事業費）

 　・ 老人保健福祉施設整備助成費 486,000 1,117,800 

H31

H27 H28 H29 H30 H31

時代に合った地域をつくり、とちぎの安心な暮らしを守る

Ｋ　Ｐ　Ｉ
＜目標値設定の考え方＞

目安値・目標値（最終年度）[上段]／進捗状況・実績値[下段]

        17.4

【単位：千円】

事 業 費
具体的取組及び事業名

 訪問看護事業所の訪問看護師数
 （人口10万人当たり）【単位：人】

H27 H28 H29

　＜訪問診療件数の伸び率を踏まえ
     推計＞

H30

とちぎの未来創生へのチャレンジ

15

27



H27 H28 H29 H30 H31

事 業 費
具体的取組及び事業名

▶ 多様な住まい・住まい方の確保

○ サービス付き高齢者向け住宅の普及促進

　＜主な事業＞

 　・ 高齢者向け賃貸住宅普及促進事業費 100 608 

▶ 生活支援の充実

○ 地域における見守り体制づくりの促進

　＜主な事業＞

 　・ 地域福祉総合推進事業費 24,680 24,616 

 　・ 認知症総合対策推進事業費 (3,505) (3,733) 
（認知症サポーター養成等事業費 外）

○ 市町の地域共助型生活交通システム導入の

促進（再掲）

　＜主な事業＞

 　・ 地域共助型生活交通導入検討調査費 ◆ (7,200) ◆ (8,000) 

（再掲）
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