平成31（2019）年２月８日

平成30（2018）年度重点戦略マネジメントにより検討した
平成31（2019）年度の取組について
県では、平成28（2016）年度からスタートした栃木県重点戦略「とちぎ元気発信プラン」を着実に
推進するため、毎年度、プランの18のプロジェクトを対象に、現状評価・課題抽出を行った上で、翌
年度の予算編成等に向けて取組の見直し・立案を行う「重点戦略マネジメント」を実施しています。
平成30（2018）年度重点戦略マネジメントの結果は、次のとおりです。（☆の課題は、栃木県版ま
いちご
ち・ひと・しごと創生総合戦略「とちぎ創生１５戦略」と共通する課題です。）

重点戦略１

次代を拓く人づくり戦略
じん

○未来を創る「とちぎ人」育成プロジェクト
重点的取組

課

題

平成31（2019）年度の取組

確かな学力の育 教員の働き方改革による教育 【部活動指導員の配置】
成と教育環境の 環境の充実
中学校へ部活動指導員を配置する市町に対し
整備
て助成する。
部活動指導員配置事業費

21,974千円

グローバル人材 高等学校における英語教育の 【新たな大学入試に対応できる英語力の強化】
の育成
充実
英語教員とＡＬＴ（外国語指導助手）による実
践的な授業等を行うため、ＡＬＴを増員する。
高等学校ＡＬＴ活用事業費

129,291千円

○夢をつむぐ子ども・子育て支援プロジェクト
重点的取組

課

題

平成31（2019）年度の取組

結婚、妊娠・出 ☆婚姻件数の増加に向けた対 【結婚支援の充実強化】
産、子育て支援 策の推進
とちぎ結婚支援センターや結婚応援カードな
の充実
ど、とちぎ未来クラブが行う結婚支援事業の充
実、強化を図る。
とちぎ結婚サポート事業費
とちぎ結婚応援カード事業費
とちぎ子育て家族応援事業費
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31,114千円
3,173千円
742千円

○輝く女性活躍推進プロジェクト
重点的取組

課

題

平成31（2019）年度の取組

あらゆる場面に ☆女性・高齢者の新規就業者 【多様な人材活躍・働き方の応援】
おける女性の活 数の向上
就職支援サイト「新ＷＯＲＫＷＯＲＫとちぎ」
躍と参画の促進
を開設し、マッチングを支援するとともに、現在
職に就いていない女性・高齢者等の新規就業を支
援する。また、東京圏から本県へ移住し、就業又
は起業した者へ移住支援金を交付する。
とちぎＷＯＲＫＷＯＲＫ就職促進プロジェクト
事業費
116,261千円

○感動共有スポーツ推進プロジェクト
重点的取組

課

題

スポーツを通じ 健やかな人づくりの推進
た人づくり

平成31（2019）年度の取組
【スポーツ活動を楽しむことができる環境づく
り】
年齢や障害の有無にかかわらず、全ての県民が
スポーツに気軽に参加できる機会を提供する。
とちぎスポーツフェスタ開催費

2,424千円

国体等を見据え 国体等を見据えた競技力の向 【スポーツ医・科学体制の充実】
た競技力向上
上
スポーツ医・科学センター（仮称）を平成32
（2020）年度の開業に向けて整備する。
スポーツ医・科学センター（仮称）開業準備事業
費
157,721千円
【競技力向上基本計画に基づく取組の充実】
スポーツ専門員の配置やアドバイザリーコー
チの招へい等を行い、選手の発掘・育成・強化や
指導者の養成・資質の向上を図る。
競技力向上費
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438,750千円

重点戦略２

強みを生かす成長戦略

○とちぎを支える企業応援プロジェクト
重点的取組

課

題

中小・小規模企 ☆創業しやすい環境の整備
業の持続的発展
の促進

平成31（2019）年度の取組
【新たな企業が次々と生まれる創業環境の整備】
県内大学等の技術シーズを活用したベンチャ
ー企業の創出・育成を支援するとともに、地域課
題の解決に取り組む創業者の創出や創業者の受
入環境づくりを行う。
次世代産業創出・育成Ｔ‐Ｓｔａｒｔｕｐ事業費
14,000千円
とちぎまるごと創業プロデュース事業費
79,937千円

就労支援の充実 ☆女性・高齢者の新規就業者 【多様な人材活躍・働き方の応援】
強化
数の向上（再掲）
就職支援サイト「新ＷＯＲＫＷＯＲＫとちぎ」
を開設し、マッチングを支援するとともに、現在
職に就いていない女性・高齢者等の新規就業を支
援する。また、東京圏から本県へ移住し、就業又
は起業した者へ移住支援金を交付する。
とちぎＷＯＲＫＷＯＲＫ就職促進プロジェクト
事業費
116,261千円
多様な産業人材 ☆県内企業の外国人材の活用 【グローバル化への総合的な対応】
の確保・育成
促進
「とちぎ外国人材活用促進協議会（仮称）」を
設置し、技能実習生等に対応した受入体制の整
備、グローバル人材の確保等を行う。
外国人材活用強化・多文化共生事業費
40,240千円
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○とちぎの農林業成長プロジェクト
重点的取組

課

題

平成31（2019）年度の取組

成長産業へ進化 ☆先端技術の導入による労働 【スマート農業の導入促進】
する農業の確立 力補完と競争力強化
ロボット技術などの先端技術を活用した機器
の開発や実証試験を行い本県農業の生産性の向
上を図る。
スマート農業機器開発・実証推進費 22,279千円
☆関西圏における県産農産物 【県産農産物関西プロモーションの推進】
の認知度向上
関西圏における県産農産物の認知度向上に向
けたネットワークづくりに取り組むとともに、食
材展示会等を開催し実需者との関係性を構築す
る。
県産農産物関西プロモーション推進事業費
10,877千円
林業・木材産業 ☆素材生産力の強化
の成長産業化の
推進

【とちぎ材の新たな需要の創出】
栃木県の豊富な森林資源を生かすため、県産木
材の販路拡大を図るとともに、林業・木材産業を
担う人材を育成する。
とちぎ材東京圏利用拡大官民連携事業費
4,076千円
とちぎ材の家づくり支援事業費
（木造住宅等補助）
160,950千円
輝く林業人・夢プロデュース事業費
10,936千円

○観光立県とちぎプロジェクト
重点的取組

課

題

海外観光誘客の ☆外国人宿泊数の増加
強化

平成31（2019）年度の取組
【インバウンドプロモーション等の強化】
外国人観光客向けの観光周遊ルート開発や本
県ＰＲ動画を制作・発信、海外ＷＥＢサイトへの
特集記事掲載等に取り組むとともに、外国人観光
客に対する多言語化の環境整備を行う。
外国人誘客促進事業費
76,521千円
とちぎの周遊・滞在環境向上事業費 17,513千円
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重点戦略３

暮らし安心健康戦略

○健康長寿とちぎづくりプロジェクト
重点的取組

課

題

平成31（2019）年度の取組

県民の健康づく ☆県民の健康づくりの更なる 【ＩＣＴを活用した健康づくり事業の推進】
りの推進
推進
FUN+WALKアプリを活用した健康ポイント事業
を実施するとともに、保険者等が行う特定保健指
導へのＩＣＴ導入を支援する。
とちまる健康ポイント事業費
9,556千円
ＩＣＴ活用特定保健指導推進事業費 1,762千円
高齢者が活躍で ☆女性・高齢者の新規就業者 【多様な人材活躍・働き方の応援】
きる地域づくり 数の向上（再掲）
就職支援サイト「新ＷＯＲＫＷＯＲＫとちぎ」
を開設し、マッチングを支援するとともに、現在
職に就いていない女性・高齢者等の新規就業を支
援する。また、東京圏から本県へ移住し、就業又
は起業した者へ移住支援金を交付する。
とちぎＷＯＲＫＷＯＲＫ就職促進プロジェクト
事業費
116,261千円

○暮らしの安心実現プロジェクト
重点的取組

課

題

平成31（2019）年度の取組

交通事故抑止対 高齢者の交通安全意識の高揚 【高齢者への交通安全教育の強化】
策の推進
高齢者にも分かりやすい「スケアード・ストレ
イト方式」による交通安全教室を開催する。
高齢者交通安全教育推進事業費
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7,777千円

重点戦略４

快適実感安全戦略

○災害に強いとちぎの基盤づくりプロジェクト
重点的取組

課

題

平成31（2019）年度の取組

災害から県民を 地域防災力の強化
守る強靱な地域
づくり

【地域防災力の強化推進】
自主防災組織における地区防災計画の策定を
支援するほか、地域でリーダーの役割などを担う
防災士を養成する。あわせて、大学と連携し学生
の消防防災サークルの活動を支援する。
自主防災組織強化推進事業費
消防団強化推進事業費

3,517千円
967千円

○持続可能なエネルギー社会実現プロジェクト
重点的取組

課

題

環境にやさしい 次世代自動車の普及促進
低炭素社会の構
築

平成31（2019）年度の取組
【ＦＣＶの普及促進】
県内における商用水素ステーション整備の助
成制度を創設するとともに、県公用車としてＦＣ
Ｖを率先導入する。
商用水素ステーション整備支援事業費
100,000千円
ＦＣＶ率先導入事業費
9,868千円

重点戦略５

誇れる地域づくり戦略

○魅力あるとちぎの地域づくりプロジェクト
重点的取組

課

題

平成31（2019）年度の取組

住みたい、住み ☆県内大学生等に対する地域 【地域課題解決の取組への支援】
続けたい地域づ 理解の促進
県内大学等の学生が地域と連携して地域課題
くり
解決に取り組む活動に対し、助成等を行う。
大学地域連携活動支援事業費

10,000千円

このほか、「ふるさと とちぎ学」講座へ
の講師派遣や県内大学の活動と県事業との
連携などに取り組む。
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重点的取組

課

題

平成31（2019）年度の取組

住みたい、住み ☆女性・高齢者の新規就業者 【多様な人材活躍・働き方の応援】
続けたい地域づ 数の向上（再掲）
就職支援サイト「新ＷＯＲＫＷＯＲＫとちぎ」
くり
を開設し、マッチングを支援するとともに、現在
職に就いていない女性・高齢者等の新規就業を支
援する。また、東京圏から本県へ移住し、就業又
は起業した者へ移住支援金を交付する。
とちぎＷＯＲＫＷＯＲＫ就職促進プロジェクト
事業費
116,261千円

○とちぎの誇りプロジェクト
重点的取組

課

題

平成31（2019）年度の取組

とちぎへの愛着 県民のとちぎへの愛着や誇り 【ふるさととちぎへの興味・関心の喚起】
や誇りの醸成
の醸成
県内イベントやメディア等を活用した本県の
魅力・実力の情報発信やシンポジウム開催等によ
りブランド力向上の気運醸成を図る。
「オールとちぎ」によるブランド推進事業費
6,971千円
発信力の強化と 栃木県に関する情報接触機会 【関西圏等における情報発信の強化】
とちぎのブラン の創出
首都圏での取組に加え、関西圏においてイベン
ド力の向上
ト開催やメディアへの働きかけを行い、栃木県に
関する情報接触の機会を創出する。
「とちぎ力」発信事業費
とちぎの豊かな 鳥獣被害への対応
自然の継承

20,277千円

【野生鳥獣による被害対策】
奥山等におけるシカの効率的な捕獲、地域ごと
の課題解決に向けた被害対策の研修、イノシシ対
策としての河川敷への大規模緩衝帯の整備支援、
サル被害対策の強化を行う。
効果的捕獲促進事業費
10,000千円
地域課題解決研修費
525千円
有害鳥獣河川敷緩衝帯整備事業費（支援事業）
10,000千円
ハナレザル市街地出没対策費等
6,399千円

注：重点戦略マネジメントに関する部分を抜き出しているため、事業名や予算額が予算関係資料と
一致しないことがあります。
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