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令和５（2023）年２月９日 

 
令和４（2022）年度重点戦略マネジメントにより検討した 

令和５（2023）年度の取組について 
 

県では、県政の基本指針である栃木県重点戦略「とちぎ未来創造プラン」を着実に推進するため、毎年度、プランに掲げた５つの重点戦略に位置

付けた18のプロジェクトを対象として、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。 

令和４（2022）年度の重点マネジメントの結果は、次のとおりです。（☆の課題は、栃木県版まち・ひと・しごと創生総合戦略「とちぎ創生１５
いちご

戦

略（第２期）」と共通する課題です。） 

 

 
 

○とちぎの未来を担う人材育成プロジェクト  

重点的取組 課題 令和５（2023）年度の取組 

確かな学力と豊かな人間性、ふるさと

を愛する心の育成 

 

一人ひとりの可能性を伸ばす教育の

推進 

 

新たな時代に対応した学びの推進と

学校指導体制の整備 

 

デジタル化に対応した資質・能力の育

成 

☆教育のデジタルトランスフォーメ

ーション（ＤＸ）化の推進による教

育の質の向上 

県立学校におけるＤＸを推進するため、ＤＸ全般への助言等を行う外部人

材を配置するとともに、タブレット端末等の効果的な活用の実践研究や県立

高校専門学科への最新のソフトウェア等の導入、教員の業務負担軽減に向け

た採点支援システム等の検証などを行う。 

 

・教育ＤＸ外部人材活用事業費                8,222千円 

・専門学科ＤＸ事業費                    98,230千円 

・教員業務負担軽減ＤＸ事業費                4,050千円 

 

重点戦略１ 人材育成戦略 
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○笑顔輝く子ども・子育て支援プロジェクト  

重点的取組 課題 令和５（2023）年度の取組 

結婚支援の充実 

 

妊娠・出産、子育て支援の充実 

☆結婚から子育てまで女性に選ばれ

るとちぎ 

結婚から子育てまでの女性の多様なニーズに応えるため、結婚支援婚シェ

ルジュを活用した結婚応援企業の新規開拓等に取り組むとともに、新生児を

対象とした先天性代謝異常等の早期発見に向けた検査や、子育て関連情報を

掲載したポータルサイトの作成などを行う。 

 

・結婚応援企業掘り起こし＆マッチング事業費         3,884千円 

・先天性代謝異常等検査事業費                76,696千円 

・子育てポータルサイト構築事業費             15,000千円 

貧困や虐待などの問題からすべての

子どもを守り、支援する環境づくり 

☆ヤングケアラーの早期発見、不安

感・孤立感の解消及び負担軽減・解

消 

ヤングケアラーの身体的・心理的負担の軽減等を図るため、福祉関係機関

等を対象とした研修を行うとともに、課題を抱える家庭へ支援員を派遣する

市町への助成や、市町を支援するコーディネーターの設置等に取り組むほ

か、機運醸成のためのシンポジウムの開催などを行う。 

 

・関係機関研修事業費                    1,036千円 

・ピアサポート団体支援・育成事業費              1,005千円 

・子育て世帯訪問支援事業費                 8,303千円 

・市町支援窓口設置事業費                  3,235千円 

・普及啓発事業費                      5,263千円 
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○スポーツ推進、歴史・文化芸術振興プロジェクト 

重点的取組 課題 令和５（2023）年度の取組 

子どもの体力向上やスポーツによる

健やかな体づくり 

 

生徒にとって望ましい地域部活動環

境の整備 

休日における部活動の地域の実情に即した移行を推進するため、課題や方

向性の検討のほか、段階的な地域移行に向けた実践研究や移行後の休日のス

ポーツクラブ活動に携わる指導者の養成などを行う。 

 

・地域部活動推進事業費                   69,171千円 

子どもの体力向上やスポーツによる

健やかな体づくり 

 

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会を

通じた人づくり 

☆スポーツの活用による地域活性化 スポーツを活かした地域活性化を推進するため、栃木県スポーツコミッシ

ョン（仮称）を設立し、大規模なスポーツ大会やスポーツ合宿の開催支援等

を行うほか、「とちぎｅスポーツフェスタ（仮称）」の開催などに取り組む。 

 

・スポーツコミッション設立総会開催費             495千円 

・県内スポーツ施設ＰＲデジタルパンフレット作成費      5,000千円 

・スポーツコミッションＨＰ作成費              3,000千円 

・スポーツ大会等開催費補助金               16,500千円 

・スポーツ合宿開催費補助金                20,000千円 

・事務局運営費補助金                    5,174千円 

・テーマ別ツーリズム推進費                   700千円 

・ｅスポーツ地域活性化推進事業費             14,000千円 

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会を

通じた人づくり 

☆いちご一会とちぎ大会のレガシー

を活かした取組 

いちご一会とちぎ大会のレガシーを活かし、障害者スポーツの裾野拡大や

競技力向上を図るため、アドバイザーの配置やとちぎ大会記念大会の開催、

各競技団体等が行う強化練習会等に対する支援に取り組むとともに、栃木県

登録の手話通訳者等の養成などを行う。 

 

・障害者スポーツマネジメント推進事業費           19,620千円 

・障害者スポーツ推進費                         60,930千円 

・手話通訳・要約筆記者養成費               13,859千円 
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○とちぎの明日を創る産業成長プロジェクト 

重点的取組 課題 令和５（2023）年度の取組 

次世代産業の創出・育成 

 

サービス産業等中小企業・小規模事業

者の発展支援 

 

ものづくり産業の戦略的な振興 

 

産業人材の確保・育成 

☆女性等に魅力ある雇用・産業の創

出等に向けた取組 

女性等に魅力ある雇用・産業を創出するため、女性の雇用や働き方のニー

ズ等に関する調査・分析等を行い、事業戦略を策定するほか、女性のデジタ

ルスキル習得や就業の支援、魅力ある雇用を創出するスタートアップ企業の

支援のあり方の検討などを行う。 

 

・女性に魅力ある雇用・産業の創出等に向けた事業戦略策定費 

34,400千円 

・女性デジタル人材育成・活躍支援事業費          18,477千円 

・スタートアップ企業支援等あり方検討事業費         1,393千円 

・潜在スタートアップ企業プッシュ型支援事業費             5,099千円 

 

○活力ある農林業実現プロジェクト 

重点的取組 課題 令和５（2023）年度の取組 

成長産業として持続的に発展する農

業の確立 

☆社会情勢の変化に対応した競争力

の高い農業の展開 

消費者ニーズの変化を捉えた特徴ある米づくりを推進するため、需要動向

の調査や生産・販売に向けた戦略の策定を行う。 

 

・マーケットインの新たな米チャレンジ事業費         4,742千円 

 

 

 

重点戦略２ 産業成長戦略 
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○国際戦略推進プロジェクト 

重点的取組 課題 令和５（2023）年度の取組 

外国人観光客の誘客強化 ☆インバウンドの早期回復 インバウンドのＶ字回復を図るため、プロモーションに向けたデータ収

集・分析を行うとともに、海外観光誘客拠点の設置や本県への旅行商品を造

成する旅行会社への支援に取り組む。 

また、大阪・関西万博に来場する外国人の誘客に向けたマーケティング調

査・戦略の策定などを行う。 

 

・インバウンド観光誘客マネジメント事業費          14,883千円 

・海外観光誘客拠点運営事業費               13,209千円 

・訪日旅行商品造成助成事業費               41,625千円 

・大阪・関西万博来場インバウンド誘客プロモーション事業費 

2,481千円 

 

 

 

 

○多様な人材活躍推進プロジェクト 

重点的取組 課題 令和５（2023）年度の取組 

あらゆる分野における女性の活躍推

進 

☆Ｇ７男女共同参画・女性活躍担当

大臣会合を契機とした男女共同参画

の理解促進 

Ｇ７男女共同参画・女性活躍担当大臣会合の開催を契機とした男女共同参

画の理解促進及び機運醸成を図るため、記念シンポジウムを開催する。 

 

・Ｇ７男女共同参画推進事業費                2,500千円 

重点戦略３ 健康長寿・共生戦略 
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 ☆女性等に魅力ある雇用・産業の創

出等に向けた取組（再掲） 

女性等に魅力ある雇用・産業を創出するため、女性の雇用や働き方のニー

ズ等に関する調査・分析等を行い、事業戦略を策定するほか、女性のデジタ

ルスキル習得や就業の支援、魅力ある雇用を創出するスタートアップ企業の

支援のあり方の検討などを行う。 

 

・女性に魅力ある雇用・産業の創出等に向けた事業戦略策定費 

34,400千円 

・女性デジタル人材育成・活躍支援事業費          18,477千円 

・スタートアップ企業支援等あり方検討事業費         1,393千円 

・潜在スタートアップ企業プッシュ型支援事業費             5,099千円 

 

○誰一人取り残さない地域共生社会づくりプロジェクト 

重点的取組 課題 令和５（2023）年度の取組 

誰もが安心して暮らすことができる

環境づくり 

☆ヤングケアラーの早期発見、不安

感・孤立感の解消及び負担軽減・解

消（再掲） 

ヤングケアラーの身体的・心理的負担の軽減等を図るため、福祉関係機関

等を対象とした研修を行うとともに、課題を抱える家庭へ支援員を派遣する

市町への助成や、市町を支援するコーディネーターの設置等に取り組むほ

か、機運醸成のためのシンポジウムの開催などを行う。 

 

・関係機関研修事業費                    1,036千円 

・ピアサポート団体支援・育成事業費              1,005千円 

・子育て世帯訪問支援事業費                 8,303千円 

・市町支援窓口設置事業費                  3,235千円 

・普及啓発事業費                      5,263千円 
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○危機対応力強化プロジェクト 

重点的取組 課題 令和５（2023）年度の取組 

防災意識の高揚や適切な避難行動の

促進 

地域における総合的な防災力の充実・

強化 

総合防災拠点※に平時からの防災に係る学習・教育機能を備えるための新

防災教育施設の整備に向けた基本計画を策定する。 
※県総合運動公園を大規模災害時の的確な被災地支援機能と平時からの防災に係る学習・

教育機能を担う総合防災拠点に位置付け 

 

・新防災教育施設基本計画策定費              11,500千円 

 

○暮らしの安全・安心向上プロジェクト 

重点的取組 課題 令和５（2023）年度の取組 

交通安全意識の高揚と交通事故抑止

対策の強化 

サイバー空間における客観証拠の収

集、デジタルフォレンジックの高度化 

交通捜査におけるデータ収集・解析を迅速化するため、映像確認・解析端

末を導入する。 

 

・交通捜査ＤＸ推進事業費                  4,685千円 

 

 

  

重点戦略４ 安全・安心戦略 
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○ふるさとの魅力向上プロジェクト 

重点的取組 課題 令和５（2023）年度の取組 

とちぎへの愛着や誇りの醸成と「栃木

ファン」の創出・拡大 

☆県制 150 年を契機とした誇りの醸

成や魅力の発信、若者の活躍促進 

 県民の“ふるさととちぎ”への愛着や誇りの醸成等を図るため、記念イベ

ントやコンサートに加え、若者が将来のとちぎを描き、発表するフォーラム

の開催などを行う。 

 

・栃木県誕生150年記念イベント開催等事業費            38,290千円 

・栃木県誕生150年記念アーティスト元気発信事業費      3,573千円 

・栃木県誕生150年記念国際音楽交歓コンサート開催事業費   3,000千円 

・栃木県誕生150年記念こどもわくわくスポーツイベント開催事業費 

3,328千円 

・栃木県誕生150年記念若者応援ライブイベント開催事業費   20,000千円 

・栃木県誕生150年記念若者未来デザイン事業費        10,181千円 

・栃木県誕生150年記念ベルギー王国大使館別荘特別公開事業費 

9,328千円 

・栃木県誕生150年記念樹木パートナー事業費            2,000千円 

・栃木県誕生150年記念農産物魅力発信事業費         19,250千円 

新たな人の流れの創出や地域資源を

生かした地域振興の促進 

☆若者・女性に選ばれる中山間地域

農業モデルの確立 

 中山間地域における農を起点とした移住・定住を促進するため、関係者に

よる協議会の設置や、都市部の若者・女性のニーズ把握、推進計画の作成な

どを支援する。 

 

・若者・女性に選ばれる中山間地域農業モデル創出事業費      3,670千円 

重点戦略５ 地域・環境戦略 
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 ☆スポーツの活用による地域活性化

（再掲） 

スポーツを生かした地域活性化を推進するため、栃木県スポーツコミッシ

ョン（仮称）を設立し、大規模なスポーツ大会やスポーツ合宿の開催支援等

を行うほか、「とちぎｅスポーツフェスタ（仮称）」の開催などに取り組む。 

 

・スポーツコミッション設立総会開催費             495千円 

・県内スポーツ施設ＰＲデジタルパンフレット作成費      5,000千円 

・スポーツコミッションＨＰ作成費              3,000千円 

・スポーツ大会等開催費補助金               16,500千円 

・スポーツ合宿開催費補助金                20,000千円 

・事務局運営費補助金                    5,174千円 

・テーマ別ツーリズム推進費                   700千円 

・ｅスポーツ地域活性化推進事業費             14,000千円 

 

○環境にやさしい持続可能な地域づくりプロジェクト 

重点的取組 課題 令和５（2023）年度の取組 

地域資源を生かした自立・分散型エネ

ルギー社会の構築 

☆2050年カーボンニュートラル実現

に向けた取組 

住宅のゼロエネルギーハウス（ＺＥＨ）化を促進するため、セミナーの開

催や専門家派遣等を実施するとともに、新築住宅の断熱化や家庭用太陽光発

電設備及び蓄電池導入に対する支援を行う。 

 

・地域工務店向けＺＥＨ促進事業費              2,652千円 

・ＺＥＨ導入支援事業費                  50,000千円 

・個人住宅用太陽光発電設備等導入支援事業費        108,000千円 

 ＥＶ充電インフラ整備を促進するため、急速充電器の空白地域や道の駅へ

の設置を支援する。 

 

・ＥＶ充電インフラ整備促進事業費              10,000千円 
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 電気バス向けエネルギーマネジメントシステム開発実証事業における電

気バス等の導入を支援する。 

 

・公共交通バスＥＶ化促進事業費               25,125千円 

 

○未来技術を活用した新しいとちぎづくりプロジェクト 

重点的取組 課題 令和５（2023）年度の取組 

デジタル人材の確保・育成 ☆教育のＤＸ化の推進による教育の

質の向上（再掲） 

県立学校におけるＤＸを推進するため、ＤＸ全般への助言等を行う外部人

材を配置するとともに、タブレット端末等の効果的な活用の実践研究や県立

高校専門学科への最新のソフトウェア等の導入、教員の業務負担軽減に向け

た採点支援システム等の検証などを行う。 

 

・教育ＤＸ外部人材活用事業費                8,222千円 

・専門学科ＤＸ事業費                    98,230千円 

・教員業務負担軽減ＤＸ事業費                4,050千円 

 

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。 


