
具体的な事業 具体的な事業

（ア）商工業による躍進するまちづくり （ア）商工業による躍進するまちづくり

①商工業の基盤強化・活性化

1 制度融資新規活用件数 1 制度融資新規活用件数

2 空き店舗奨励金等活用件数 2 空き店舗奨励金等活用件数

3 企業交流会・講習会の開催回数 3 雇用奨励金活用件数

②新たな産業の誘致・育成 4 創業資金利用件数

4 雇用奨励金活用件数 ★具体的な事業の項目

5 創業資金利用件数 ①商工業の基盤強化・活性化

6 事業所数 ②新たな産業の誘致・育成

③雇用・就業機会の拡充 ③雇用・就業機会の拡充

7 ICT講座参加者数

8 技能検定合格者数

9 近隣市町等との共催による合同説明会の開催

（イ）地域の特性を活かした農業・農村づくり （イ）地域の特性を活かした農業・農村づくり

①都市近郊型農業の推進

10 新メニューの提供数 5 市内農産物直売所の販売額

11 生産技術向上等講習会の開催数 6 地域の担い手となる認定農業者数

12 下野市地産地消応援団認定数 7 新規就農者数

13 市内農産物直売所の販売額 8 担い手への農地集積率

②農業経営の改善 ★具体的な事業の項目

14 地域の担い手となる認定農業者数 ①都市近郊型農業の推進

15 新規就農者数 ②農業経営の改善

16 担い手への農地集積率 ③農業生産基盤の整備

③農業生産基盤の整備

17 ほ場整備新規採択地区数

18 農業水利施設の機能診断・保全計画策定数

基本目標①　「魅力的で安定した雇用を創出する」

施策項目及びKPI

数値目標

①商工業の基盤強化・活性化
　○共通商品券発行事業　○商工業振興事業　○産業祭の実施
　○商工会支援事業　○空き店舗奨励金交付事業　○花いっぱい事業
　○中小企業制度融資事業　◯企業交流会・講習会の開催

②新たな産業の誘致・育成
　○医療・福祉系産業の誘致・育成　○農業資源を利用した産業の育成・支援
　○コミュニティビジネス等の支援　○企業誘致支援制度の創設
◯新たな産業団地整備の推進
　○工業団地管理施設修繕事業　○中小企業制度融資事業（再掲）

③雇用・就業機会の拡充
　○就業活動の支援　○高齢者の雇用、就業機会の確保　○若者の就労支援
　○事業承継の支援　○職業能力の開発支援　○技術者のスキルアップ支援
　○起業による就業支援

①都市近郊型農業の推進
　○地域ブランド支援事業　○地産地消推進事業　○農畜産物普及事業
　○６次産業化推進事業　○都市農村交流施設整備事業
　○畜産振興促進事業
○直売・６次産業化に関するセミナーへの参加　○経営診断（相談）事業

②農業経営の改善
　○担い手支援事業　○新規就農者支援事業
　○経営所得安定対策事業　○農業制度資金利子補給事業
○経営改善に向けた研修会の開催　○経営改善相談事業
　○新規就農相談事業　○農業次世代人材投資事業（準備型）
　○新規就農セミナーへの参加
　○人・農地プランの実質化（アンケート・現況把握・集積方針・話し合い・検討会）
　○農地バンク事業

③農業生産基盤の整備
　○農業基盤整備促進事業　○県営ほ場整備事業
　○農業水利施設保全対策事業　○土地改良施設維持管理適正化事業
　○多面的機能支払事業　○遊休農地等の再生利用の推進

施策項目及びKPI

数値目標

現行総合戦略

○共通商品券発行事業　○商工業振興事業　○産業祭の実施
○商工会支援事業　○空き店舗奨励金交付事業　○花いっぱい事業
○中小企業制度融資事業

○医療・福祉系産業の誘致・育成　○農業資源を利用した産業の育成・支援
○コミュニティビジネス等の支援　○企業誘致支援制度の創設
○工場適地指定事業　○工業団地管理施設修繕事業
○中小企業制度融資事業（再掲）

第2期総合戦略（案）

○就業活動の支援　○高齢者の雇用、就業機会の確保　○若者の就労支援
○事業承継の支援　○職業能力の開発支援　○技術者のスキルアップ支援
○起業による就業支援　○事業引き継ぎの支援

○地域ブランド支援事業　○地産地消推進事業　○農畜産物普及事業
○６次産業化推進事業　○都市農村交流施設整備事業
○畜産振興促進事業

○担い手支援事業　○新規就農者支援事業　○農地集積確保事業
○経営所得安定対策事業　○農業制度資金利子補給事業

○農業基盤整備促進事業　○県営ほ場整備事業
○農業水利施設保全対策事業　○土地改良施設維持管理適正化事業
○多面的機能支払事業　○遊休農地等の再生利用の推進

生産年齢人口の割合 生産年齢人口の割合

（新規）　市内事業所における従業者数

現行総合戦略と第2期総合戦略における「KPI」及び「具体的な事業」対照表 資料１ 参考資料
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具体的な事業 具体的な事業

（ア）快適に住み続けられる住環境・緑環境・交通環境・水環境づくり （ア）「住んでみたい」（移住）「住み続けたい」（定住）を促す取組の推進

①土地利用の推進

19 立地適正化計画策定 新規 9 移住相談件数

20 土地区画整理事業整備面積 10 土地区画整理事業整備面積

21 地籍調査完了面積 11
新規住宅取得者家庭菜園整備及び定住促進住
宅新築等補助件数

②住環境の整備 新規 12 永住促進保留地等購入補助件数

22 新規住宅取得者家庭菜園整備及び定住促進
住宅新築等補助件数

新規 13 空き家バンク登録件数

23 生垣奨励金補助件数 14 住民1人当たり都市公園面積

24 木造住宅耐震診断及び耐震改修・建替補助
件数

★具体的な事業の項目

③公園・緑地・交通環境の整備、上下水道事業の推進 ①土地利用の推進

25 住民1人当たり都市公園面積 ②住環境の整備

26 新規公園整備・供用開始 ③公園・緑地・交通環境の整備、上下水道事業の推進

27 公園施設長寿命化計画策定 ④移住希望者への積極的な情報発信と移住相談の充実

28 道路改良率

29 道路舗装率

30 上水道普及率

31 下水道普及率

（イ）魅力あふれる『観光まちづくり』 （イ）魅力あふれる『観光まちづくり』

32 下野市観光協会ホームページアクセス数 15 下野市観光協会ホームページアクセス数

33 道の駅しもつけ利用者数 16 道の駅しもつけ利用者数

34 地産地消イベント開催回数

35 観光自転車利用者数

36 オアシスポッポ館利用者数

37 下野ブランド認定件数

38 本場結城紬展示会開催回数

（ウ）交流の促進とシティプロモーションの推進 （ウ）シティプロモーションの推進と関係人口の創出・拡大

39 パーソナルロボットイベント参加回数 新規 17 関係人口関連事業へのイベント参加者数

40 都市農村交流施設整備数 新規 18 シティプロモーションサイトのアクセス数

41 体験農園の設置数

42 農産物加工体験施設の設置数

43 体験農園のイベント開催回数

○しもつけ・未来・プロモーション事業　○都市農村交流施設整備事業（再掲）
○地産地消推進事業（再掲）　○農畜産物普及事業（再掲）
○観光プロモーション推進事業（再掲）

数値目標

基本目標②　「東京圏からの新しいひとの流れをつくる」

現行総合戦略 第2期総合戦略（案）

数値目標

①土地利用の推進
○都市計画マスタープランの推進
○立地適正化計画の推進　○仁良川地区土地区画整理事業
　○石橋駅周辺土地区画整理事業　○都市再生整備計画事業
　○地籍調査事業

②住環境の整備
　○定住希望者住宅取得支援事業　○生垣奨励補助事業
○木造住宅耐震診断・改修・建替補助
　○空き家バンクリフォーム補助事業　○空き家バンク家財処分補助事業
　○空き家バンク既存住宅現況調査補助事業（インスペクション）

③公園・緑地・交通環境の整備、上下水道事業の推進
　○公園施設長寿命化計画の推進
○公園等の維持管理事業　○スマートインターチェンジ整備事業
　○主要幹線道路整備事業　○生活道路等整備事業
　○道路・橋梁維持管理事業　○生活道路等維持管理事業
○自治医大駅周辺整備事業　○重要給水施設配水管更新事業
○水道施設の適正管理
　○公共下水道・特環下水道整備事業　　○水洗化の促進
　○農業集落排水維持管理事業

④移住希望者への積極的な情報発信と移住相談の充実
　○移住・定住促進事業　○移住セミナー等の開催　○移住支援事業
　○シティプロモーションによる積極的な情報発信

○観光プロモーション推進事業　○観光振興団体助成事業
○下野ブランド推進事業　○天平の丘公園管理事業
○インフォメーションセンター管理事業　○観光自転車運営事業
○地産地消推進事業（再掲）　○農畜産物普及事業（再掲）
○道の駅しもつけを核とした観光の創出　○観光協会の充実・強化
○観光施設の環境整備・充実　○新たな観光資源の開拓
○広域観光の連携・推進

○（仮称）三王山公園整備事業　○公園施設長寿命化計画策定・推進事業
○河川公園等の保全管理事業　○スマートインターチェンジ設置の検討
○主要幹線道路整備事業　○生活道路等整備事業
○道路・橋梁維持管理事業　○生活道路等維持管理事業
○自治医大駅周辺バリアフリー整備事業
○重要給水施設配水管更新事業の推進　○水道施設維持管理の充実
○公共下水道・特環下水道整備事業　○水洗化の促進
○農業集落排水維持管理事業

○観光プロモーション推進事業　○観光振興団体助成事業
○下野ブランド推進事業　○天平の丘公園管理事業
○インフォメーションセンター管理事業　○観光自転車運営事業
○地産地消推進事業（再掲）　○農畜産物普及事業（再掲）
○道の駅しもつけを核とした観光の創出　○観光協会の充実・強化
○観光施設の環境整備・充実　○新たな観光資源の開拓
○広域観光の連携・推進

○都市計画マスタープラン改訂・推進事業
○立地適正化計画策定・推進事業　○仁良川地区土地区画整理事業
○石橋駅周辺土地区画整理事業　○都市再生整備計画事業
○地籍調査事業

○定住希望者住宅取得支援事業　○生垣奨励補助事業
○木造住宅耐震診断・改修事業

転入者数

東京圏からの転入者数

観光入込客数

転入者数

東京圏からの転入者数

観光入込客数

施策項目及びKPI 施策項目及びKPI

○しもつけ・未来・プロモーション事業　○観光プロモーション推進事業（再掲）
○地域おこし協力隊推進事業 ○移住・定住促進事業（再掲）
○下野ブランド推進事業（再掲）　○アグリツーリズム（農泊）事業の推進
○ふるさと納税事業　○関係人口創出事業
○地域の将来を支える人材育成の推進
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具体的な事業 具体的な事業

（ア）子どもを健やかに産み育てる環境整備 （ア）心身ともに子どもを健やかに産み育てる環境整備

①妊娠・出産への支援

44 両親学級参加率 19 両親学級参加率

45 不妊治療助成件数 20 不妊治療助成件数

②子どもや母親の健康の確保 新規 21 産後ケアサービス提供施設数

46 乳幼児健康診査対象児の状況把握の割合 ★具体的な事業の項目

47 任意予防接種助成制度新規事業数 ①妊娠・出産への支援

48 保育園・幼稚園等での食育教室実施回数 ②子どもや母親の健康の確保

③育児不安の軽減と虐待防止への支援 ③育児不安の軽減と虐待防止への支援

49 こんにちは赤ちゃん全戸訪問事業・把握率 ④思春期の心身の健康づくり

⑤豊かな子どもをはぐくむ地域力の向上

（イ）心身ともに健やかな子どもの育ちを支える取組の推進

①思春期の心身の健康づくり

50 思春期講座開催小中学校数

②豊かな子どもをはぐくむ地域力の向上

51 児童館利用者数

③親育ちへの支援

52 両親学級参加率（再掲：44） ○両親学級（フレッシュママ・パパ教室）事業　○父親の育児参加促進事業

○妊婦健康診査（母子健康手帳及び妊婦健康診査受信券の交付）事業
○妊娠サポート事業　○両親学級（フレッシュママ・パパ教室）事業
○産後の母子支援の充実　○妊産婦医療費助成事業

○乳幼児健診事業　○予防接種への助成事業　○食育学習機会の充実
○かかりつけ医制度の推進　○初期対応のための「家庭の医学」の推進
○小児救急医療体制の整備充実

数値目標
数値目標

施策項目及びKPI 施策項目及びKPI

○こんにちは赤ちゃん全戸訪問事業　○養育支援家庭訪問事業
○相談体制の充実
○要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネットワーク）機能の強化

（新規）　出生数

○思春期相談・教育の充実　○中高生の乳幼児ふれあい体験事業
○思春期保健の推進

①妊娠・出産への支援
　○妊婦健康診査（母子健康手帳及び妊婦健康診査受信券の交付）事業
　○両親学級（フレッシュママ・パパ教室）事業
　○妊娠サポート事業
（人工授精、特定不妊治療、不育症治療の助成、先天性風しん症候群予防）

　○産後の母子保健・母子支援の充実　○妊産婦医療費助成事業

②子どもや母親の健康の確保
　○乳幼児健診事業　○予防接種への助成事業　○食育学習機会の充実
　○かかりつけ医制度の推進　○初期対応のための「家庭の医学」の推進
　○小児救急医療体制の整備充実　○こども医療費助成事業

③育児不安の軽減と虐待防止への支援
　○こんにちは赤ちゃん全戸訪問事業　○養育支援家庭訪問事業
　○相談体制の充実
　○要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネットワーク）機能の強化

④思春期の心身の健康づくり
　○思春期教育の充実　○中高生の乳幼児ふれあい体験事業
　○思春期保健の推進

⑤豊かな子どもをはぐくむ地域力の向上
　○学校・家庭・地域・行政の連携及び協働の推進
　○放課後子ども教室の実施調査・検討
　○地域の人材を活用した教育の取組事業　○世代間交流事業
　○子どもが安心して集える安全な居場所づくり事業

（新規）　婚姻数

基本目標③　「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」

現行総合戦略 第2期総合戦略（案）

下野市で今後も子育てをしていきたいと思う保護者の割合

合計特殊出生率

下野市で今後も子育てをしていきたいと思う保護者の割合

○学校・家庭・地域・行政の連携及び協働の推進
○放課後子ども教室の実施調査・検討
○地域の人材を活用した教育の取組事業　○世代間交流事業
○子どもが安心して集える安全な居場所づくり事業
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具体的な事業 具体的な事業

（ウ）すべての子育て家庭を応援する体制の充実 （イ）すべての子育て家庭を応援する体制の充実

①教育・保育及び子育て支援事業の充実

53 放課後児童クラブ実施箇所数 新規 22 放課後児童クラブ待機児童数

54 待機児童数 23 保育所待機児童数

55 認定こども園数 24 児童館利用者数

56 休日保育事業実施園数 ★具体的な事業の項目

57 夜間保育事業実施園数 ①教育・保育及び子育て支援事業の充実

58 乳児保育事業実施園数 ②子育てに関する情報・相談・交流の充実

②子育てに関する情報・相談・交流の充実 ③ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた支援

59 児童館の整備箇所数 ④社会的擁護を必要とする家庭への支援

60 子育て応援HP「ママフレ」アクセス数

61 利用者支援事業実施箇所数

③ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた支援

62 職場での男女平等について、募集や採用にお
いて「平等になっている」と回答する人の割合

○男女共同参画推進条例制定事業
○第二次男女共同参画プラン策定・推進事業
○男女共同参画情報誌発行事業

④社会的擁護を必要とする家庭への支援

（エ）多様な「出会い」の支援 （ウ）多様な「出会い」の支援

63 婚活に関するスキルアップ事業数

64 婚活支援事業数

基本目標③　「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」

現行総合戦略 第2期総合戦略（案）

■要保護児童やＤＶ被害家庭への支援
■ひとり親家庭への支援
　○ひとり親家庭に対する相談体制の充実　○母子家庭等対策総合支援事業
■障害のある子どもへの支援
　○幼稚園における特別支援教育の充実　○障がい児保育事業
　○放課後児童クラブにおける特別な支援を必要とする児童の受け入れ推進
　○障がい児への支援　○相談体制の充実
　○こども発達支援センターこばと園の運営
　○障がい児通所支援事業の充実

○生涯学習による婚活支援事業　○市民活動補助事業

施策項目及びKPI

①教育・保育及び子育て支援事業の充実
　○休日保育事業　○夜間保育事業　○乳児保育事業　○特定保育事業
　○保育事業　○保育所評価事業　○育児ママ・パパリフレッシュ事業
　○公立保育園民営化に向けた取組
　○放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）

②子育てに関する情報・相談・交流の充実
　○子育てに関する情報発信事業　○身近な子育て相談体制の充実
　○育児相談事業　○利用者支援事業　○幼稚園における地域開放事業
　○石橋児童館整備事業　○地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター）
　○児童館事業

③ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた支援
○男女共同参画推進条例の推進
○第二次男女共同参画プランの推進及び第三次男女共同参画プランの策定と
推進
　○男女共同参画情報誌発行事業

④社会的擁護を必要とする家庭への支援
■要保護児童やＤＶ被害家庭への支援
■ひとり親家庭への支援
　○ひとり親家庭に対する相談体制の充実　○母子家庭等対策総合支援事業
■障がいのある子どもへの支援
　○幼稚園における特別支援教育の充実　○障がい児保育事業
　○放課後児童クラブにおける特別な支援を必要とする児童の受け入れ推進
　○障がい児への支援　○相談体制の充実
　○こども発達支援センターこばと園の運営
　○障がい児通所支援事業の充実

○コミュニケーションスキルアップ講座

○休日保育事業　○夜間保育事業　○乳児保育事業　○特定保育事業
○保育事業　○保育所評価事業　○こども医療費助成事業
○育児ママ・パパリフレッシュ事業　○公立保育園民営化に向けた取組
○放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）

○子育てに関する情報発信事業　○身近な子育て相談体制の充実
○育児相談事業　○利用者支援事業　○幼稚園における地域開放事業
○石橋児童館整備事業　○地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター）
○児童館事業

施策項目及びKPI
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具体的な事業 具体的な事業

（ア）いきいき暮らせる健康づくり （ア）いきいきと暮らせる健康づくり・福祉づくり

65 がん検診の受診率（子宮頸がんを除く） 新規 25 健康マイレージ参加者数

66 健康づくり施設利用者数 26 地域ふれあいサロンの設置数

67 健康づくりへの取組の満足度 27 認知症サポーター数

28 就労系サービス利用者数

29 低所得者への自立に向けた支援（自立促進）数

★具体的な事業の項目

①いきいき暮らせる健康づくり

（イ）高齢者が元気で暮らせる体制づくり ②高齢者が元気で暮らせる体制づくり

68 地域ふれあいサロンの設置数 ③障がい者（児）とともに生きる環境づくり

69 認知症地域支援推進員の配置数 ④誰もが安心して暮らせるまちづくり

70 認知症サポーター数

71 高齢者福祉の取組の満足度

（ウ）障がい者（児）とともに生きる環境づくり

72 指定特定相談支援事業所数

73 就労系サービス利用者数

74 障がい者福祉の取組の満足度

（エ）誰もが安心して暮らせるまちづくり

75 民生委員・児童委員の活動件数

76
低所得者への自立に向けた支援（自立促進）
数

77 人間ドック受診率

78 特定健康診査受診率

79 地域福祉の取組の満足度

①いきいき暮らせる健康づくり
■健康づくりの推進
　○健康増進事業の推進　○がん・結核・自殺予防対策の推進
　○青年期生活習慣病予防の推進　○健康づくりトレーニング事業との連携
　○母子保健・母子支援の推進（再掲）　○思春期保健の推進（再掲）
○歯科保健の推進
　○健康しもつけ２１プラン（第３次下野市健康福祉計画）の推進
■医療体制の整備
　○救急医療体制の充実

②高齢者が元気で暮らせる体制づくり
■地域包括ケアシステムの構築
　○新しい介護予防・日常生活支援総合事業の推進
　○在宅医療・介護連携の推進　○認知症施策の推進
　○日常生活支援体制の整備　○地域ケア会議の推進
　○基幹型センターの運営充実及び各地域包括支援センターへの後方支援・指導
の強化
　○家族介護支援・成年後見制度利用等の任意事業の推進
■高齢者の生きがいづくり
　○介護予防事業の充実　○生活支援事業の充実
　○老人クラブ活動への協力支援　○シルバー人材センターの育成支援
○高齢者保健福祉計画の推進
■高齢者福祉施設の充実
　○高齢者福祉施設の適正な整備推進

③障がい者（児）とともに生きる環境づくり
■障がい者（児）の生活支援
　○障がい者（児）の地域生活支援の充実　○障がい者（児）の自立支援の充実
　○障がい者（児）への給付の充実
　○重度心身障がい者（児）への医療費助成の充実
　○障がい児通所支援事業の充実（再掲）
■障がい者（児）福祉施設の充実
　○障がい者（児）施設整備の推進
■障がい者（児）の社会参画支援
　○障害者差別解消支援地域協議会の設置による相談体制の整備
　○障害者優先調達法に基づく障害者就労施設等からの物品等の調達の推進
　○障がいのある人の文化活動・スポーツ交流事業等への社会参加促進

④誰もが安心して暮らせるまちづくり
■地域福祉の充実
　○民生委員児童委員活動、保護司会・更生保護女性会活動への支援強化
　○社会福祉協議会との連携強化と活動支援の充実
■生活保護の適正実施と生活困窮者の自立支援
　○生活保護制度の適正な運用と自立に向けた就労支援の推進
　○生活困窮者自立相談支援の充実
○学習支援事業の充実
■特定疾病福祉の充実
　○難病患者等福祉手当の支給
■保険・年金事業の充実
　○介護サービスの充実と適正利用の推進　○介護サービス基盤の整備促進
　○年金制度の啓発・相談サービスの充実
　○国民健康保険制度の医療費適正化の推進
　○国民健康保険制度の特定健康診査受診率の向上
　○国民健康保険制度の改正内容の周知と情報提供
　○後期高齢者医療制度の健康診査受診率の向上
　○後期高齢者医療制度の健康づくりのための情報提供の充実

■地域福祉の充実
　○民生委員児童委員活動、保護司会・更生保護女性会活動への支援強化
　○社会福祉協議会との連携強化と活動支援の充実
■生活保護の適正実施と生活困窮者の自立支援
　○生活保護制度の適正な運用と自立に向けた就労支援の推進
　○生活困窮者自立相談支援の充実
　○学習支援事業「寺子屋かがやき」の充実
■特定疾病福祉の充実
　○難病患者等福祉手当の支給
■保険・年金事業の充実
　○介護サービスの充実と適正利用の推進　○介護サービス基盤の整備促進
　○年金制度の啓発・相談サービスの充実
　○国民健康保険制度の医療費適正化の推進
　○国民健康保険制度の特定健康診査受診率の向上
　○国民健康保険制度の改正内容の周知と情報提供
　○後期高齢者医療制度の健康診査受診率の向上
　○後期高齢者医療制度の健康づくりのための情報提供の充実

■健康づくりの推進
　○健康増進事業の推進　○がん・結核・自殺予防対策の推進
　○青年期生活習慣病予防の推進　○健康づくりトレーニング事業の充実
　○母子保健・母子支援の推進（再掲）　○思春期保健の推進（再掲）
　○歯及び口腔の健康づくりの推進
　○健康しもつけ２１プラン（第３次下野市健康福祉計画）の策定・推進
■医療体制の整備
　○救急医療体制の充実
■健康づくり施設の充実
　○きらら館・ゆうゆう館・ふれあい館の施設の充実と運営改善

■地域包括ケアシステムの構築
　○新しい介護予防・日常生活支援総合事業の推進
　○在宅医療・介護連携の推進　○認知症施策の推進
　○日常生活支援体制の整備　○地域ケア会議の推進
　○基幹型センターの運営充実及び各地域包括支援センターへの
　　後方支援・指導の強化
　○家族介護支援・成年後見制度利用等の任意事業の推進
■高齢者の生きがいづくり
　○介護予防事業の充実　○生活支援事業の充実
　○老人クラブ活動への協力支援　○シルバー人材センターの育成支援
　○高齢者保健福祉計画（次期）の策定・推進
■高齢者福祉施設の充実
　○高齢者福祉施設の適正な整備推進

■障がい者（児）の生活支援
　○障がい者（児）の地域生活支援の充実　○障がい者（児）の自立支援の充実
　○障がい者（児）への給付の充実
　○重度心身障がい者（児）への医療費助成の充実
　○障がい児通所支援事業の充実（再掲）
■障がい者（児）福祉施設の充実
　○障がい者（児）施設整備の推進
■障がい者（児）の社会参画支援
　○障害者差別解消支援地域協議会の設置による相談体制の整備
　○障害者優先調達法に基づく障害者就労施設等からの物品等の調達の推進
　○障がいのある人の文化活動・スポーツ交流事業等への社会参加促進

住みやすいと感じる市民の割合

幸せだと感じている市民の割合

住みやすいと感じる市民の割合

基本目標④　「安心なくらしを守り幸せを実感できるまちをつくる」

現行総合戦略 第2期総合戦略（案）

幸せだと感じている市民の割合

施策項目及びKPI 施策項目及びKPI

数値目標 数値目標
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具体的な事業 具体的な事業

（オ）将来の担う人づくり （イ）生涯にわたって学習できる環境づくり

80 学ぶ意欲と自己有用感の評価点（小学校） 30 学ぶ意欲と自己有用感の評価点（小学校）

81 学ぶ意欲と自己有用感の評価点（中学校） 31 学ぶ意欲と自己有用感の評価点（中学校）

82 小中学校の教育の取組の満足度 32 講座・講演会の年間受講者数

83 小中学校校舎への空調設備設置数 33 スポーツ施設の利用者数

34 グリムの森・グリムの館の来園者数

新規 35
下野薬師寺歴史館・しもつけ風土記の丘資料館入
館者数

36
下野薬師寺歴史館・しもつけ風土記の丘資料館ボ
ランティア会員数

★具体的な事業の項目

①将来を担う人づくり

②生涯にわたり学べる機会づくり

（カ）生涯にわたり学べる機会づくり ③市民総スポーツ“ひとり１スポーツ”の環境づくり

84 講座・講演会の年間受講者数 ④文化芸術と文化遺産による豊かな生活環境づくり

85 図書館の市民1人当たりの年間貸出冊数

86 公民館の利用者数

（キ）市民総スポーツ“ひとり１スポーツ”の環境づくり

87 スポーツ活動の実施率

88 スポーツ施設の利用者数

89 大松山運動公園の整備

90 耐震強化に取り組む体育施設数

（ク）文化芸術と文化遺産による豊かな生活環境づくり

91 グリムの森・グリムの館の来園者数

92
下野薬師寺歴史館・しもつけ風土記の丘資料
館ボランティア会員数

93 国内交流協会会員数

94 国際交流協会会員数

95 国指定史跡地の整備進捗率

96 しもつけ風土記の丘資料館入館者数

①将来を担う人づくり
■地域ぐるみの教育活動の推進
　○安全・安心な学校づくりの推進　○下野市子ども未来プロジェクトの推進
　○市民協働による開かれた学校づくりの充実　○通学路安全対策の推進
　（ファミリエ下野市民運動、ふるさと学習・家庭教育の推進）
■教育環境の充実
　○総合教育会議の開催　○児童表彰の実施
　○教育委員会事業に係る点検・評価　○教育のつどいの開催
　○教育委員会の運営と充実　○奨学金の貸付と制度の充実
　○学校適正配置の推進　○下野市未来大使任命事業の実施
　○学校教育サポート事業の支援・充実　○教育研究所の運営と整備
　○幼稚園・保育園・小学校との連携の推進　○小中一貫教育の推進
　○英語教育の推進　○道徳教育の推進　○情報教育の推進
　○スクールアシスタントの配置と充実　○特色ある教育活動の推進
　○学習環境の整備と充実
■学校施設の充実
　○教育情報ネットワークを活用した情報教育の推進
　○小・中学校施設等の改修・整備
　○校舎の大規模改修の推進

②生涯にわたり学べる機会づくり
■生涯学習の推進
　○生涯学習推進計画の推進　○生涯学習推進本部の運営と充実
　○学習の機会・場の提供による学習者への支援
（人権教育講演会・市民人権講座・各社会教育施設による講座）
○生涯学習情報の拡充
■学校・家庭・地域社会の連携の推進
　○地域とともにある学校づくりの推進
　○各種団体（社会教育関係団体等）の支援
　○ふれあい学習による地域コミュニティづくりの推進
　○年輪の集い（成人式等）の開催
　○地域社会における生涯学習施設の利活用
■青少年の健全育成
　○ファミリエ下野市民運動の推進
■家庭教育の推進
　○公民館等における家庭教育講座等の開催
　○各学校における家庭教育学級の開催
■生涯学習施設の充実
　○生涯学習施設の整備及び管理運営

③市民総スポーツ“ひとり１スポーツ”の環境づくり
■スポーツの推進
　○ライフステージに応じたスポーツ教室等の充実
　○子どもと障がい者のスポーツ活動の充実
　○地域コミュニティを醸成する市民体育祭等の開催
　○キンボールスポーツ等のニュースポーツの普及促進
○東京五輪（キャンプ地）の誘致、栃木国体等スポーツ大会の推進
■スポーツ活動の支援
　○体育協会、スポーツ少年団等の拡充・支援
　○総合型地域スポーツクラブの活動支援
　○スポーツ指導者とスポーツボランティアの育成
　○スポーツに関する多様な情報の収集と市民への発信
　○競技スポーツの支援・推進
■スポーツ施設の充実
　○スポーツ施設の効率的な管理運営・改修整備

④文化芸術と文化遺産による豊かな生活環境づくり
■豊かな文化を育む活動づくり
　○文化芸術団体（文化協会等）活動の支援　○しもつけ市民芸術文化祭の開催
　○小中学校の芸術鑑賞会の開催
　○グリムの森・グリムの館の管理運営及び利活用の促進
　○文化芸術施設整備の検討
■文化遺産の保存と活用
　○文化財・史跡保存整備事業の推進　○重要遺跡発掘調査の推進
　○文化財展示収蔵施設の整備・拡充及び管理運営
　○他市町との連携事業の開催　○史跡巡りの各種イベントの開催
■地域間交流の推進
　○交流団体活動への支援　○児童生徒の交流派遣と受入の充実
　○国内・国際交流協会への活動支援　○国際交流員による活動の充実

施策項目及びKPI 施策項目及びKPI

■地域ぐるみの教育活動の推進
　○安全・安心な学校づくりの推進　○下野市子ども未来プロジェクトの推進
　○市民協働による開かれた学校づくりの充実　○通学路安全対策の推進
　（ファミリエ下野市民運動、ふるさと学習・家庭教育の推進）
■教育環境の充実
　○総合教育会議の開催　○児童表彰の実施
　○教育委員会事業に係る点検・評価　○教育のつどいの開催
　○教育委員会の運営と充実　○奨学金の貸付と制度の充実
　○学校適正配置の推進　○下野市未来大使任命事業の実施
　○学校教育サポート事業の支援・充実　○教育研究所の運営と整備
　○幼稚園・保育園・小学校との連携の推進　○小中一貫教育の推進
　○英語教育の推進　○道徳教育の推進　○情報教育の推進
　○スクールアシスタントの配置と充実　○特色ある教育活動の推進
　○学習環境の整備と充実
■学校施設の充実
　○教育情報ネットワークを活用した情報教育の推進
　○小・中学校施設等の改修・整備
　○小・中学校校舎への空調設備の設置と活用
　○校舎の大規模改修の推進

■生涯学習の推進
　○生涯学習推進計画の推進　○生涯学習推進本部の運営と充実
　○学習の機会・場の提供による学習者への支援　○生涯学習情報の拡充
■学校・家庭・地域社会の連携の推進
　○地域とともにある学校づくりの推進　○各種団体（社会教育関係団体等）の支援
　○ふれあい学習による地域コミュニティづくりの推進
　○年輪の集い（成人式等）の開催　○地域社会における生涯学習施設の利活用
■青少年の健全育成
　○ファミリエ下野市民運動の推進（再掲）
■家庭教育の推進
　○公民館等における家庭教育講座等の開催
　○各学校における家庭教育学級の開催
■生涯学習施設の充実
　○生涯学習施設の整備及び管理運営

■スポーツの推進
　○ライフステージに応じたスポーツ教室等の充実
　○子どもと障がい者のスポーツ活動の充実
　○地域コミュニティを醸成する市民体育祭等の開催
　○キンボールスポーツ等のニュースポーツの普及促進
■スポーツ活動の支援
　○体育協会、スポーツ少年団等の拡充・支援
　○総合型地域スポーツクラブの活動支援
　○スポーツ指導者とスポーツボランティアの育成
　○スポーツに関する多様な情報の収集と市民への発信
■スポーツ施設の充実
　○東京五輪（キャンプ地）、栃木国体等スポーツ大会の誘致推進
　○競技スポーツの支援・推進　○スポーツ施設の効率的な管理運営・改修整備
　○大松山運動公園拡張整備事業の推進

■豊かな文化を育む活動づくり
　○文化芸術団体（文化協会等）活動の支援　○しもつけ市民芸術文化祭の開催
　○小中学校の芸術鑑賞会の開催
　○グリムの森・グリムの館の管理運営及び利活用の促進
　○文化芸術施設整備の検討
■文化遺産の保存と活用
　○文化財・史跡保存整備事業の推進　○重要遺跡発掘調査の推進
　○文化財展示収蔵施設の整備・拡充及び管理運営
　○他市町との連携事業の開催　○史跡巡りの各種イベントの開催
■地域間交流の推進
　○交流団体活動への支援　○児童生徒の交流派遣と受入の充実
　○国内・国際交流協会への活動支援　○国際交流員による活動の充実

基本目標④　「安心なくらしを守り幸せを実感できるまちをつくる」

現行総合戦略 第2期総合戦略（案）
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具体的な事業 具体的な事業

（ケ）安全・安心な生活環境づくり （エ）安全・安心・快適な環境づくり

97 自主防災組織設置数 37 自主防災組織設置数

98 消費生活に伴う相談及び問い合わせ件数 新規 38 デマンドバス利用者数

99 防犯の取組の満足度 新規 39 １市２町広域連携バス乗降者数

## 消費者保護の取組の満足度 新規 40
市民活動補助事業から自立し自主事業に移行した
団体数

## 交通安全対策の取組の満足度 41 市ホームページアクセス数

42 共同連携事業数

★具体的な事業の項目

（コ）快適に暮らせる環境づくり ①安全・安心な生活環境づくり

##
市民1人1日あたりの資源物以外のごみの排出
量

②快適に暮らせる環境づくり

##
市民と企業・行政の協働による環境保全活動
の実施

③協働のまちづくりの体制づくり

## 公共交通の整備の取組の満足度 ④健全な行財政運営の仕組づくり

## 環境対策の取組の満足度

## 公害対策の取組の満足度

（サ）協働のまちづくりの体制づくり

## 市民活動補助事業の団体数

## 人権教育講演会の受講者数

##
社会全体で「男女平等である」と回答する人の
割合

（シ）健全な行財政運営の仕組づくり

## 公共施設等総合管理計画策定

## 市ホームページアクセス数

## 共同連携事業数

## 他市町との連携の取組の満足度

施策項目及びKPI

①安全・安心な生活環境づくり
■消防・防災対策の推進
　○消防広域体制の充実（石橋地区消防組合）　○消防団の充実と強化
　○防災・減災施設整備の充実　○防災・減災意識の推進
■防犯対策の推進
　○防犯施設等の整備　○空き家対策の推進
■消費者行政の推進
　○消費生活センター機能の充実　○消費者団体への活動支援
　○消費生活基本計画の推進
■交通安全対策の推進
　○交通安全活動の推進　○交通指導員配置の充実
　○交通安全施設の整備

②快適に暮らせる環境づくり
■公共交通網の充実
　○デマンドバス交通の充実　○自転車駐車場指定管理の充実
○広域的な公共交通の整備・拡大
■ごみ処理等広域事業の推進
　○小山広域保健衛生組合との連携の充実
　○クリーンパーク茂原ごみ処理施設との連携の充実
■ごみ処理とリサイクルの推進
　○ごみ処理施設等の利用に係る総合的な推進
　○不法投棄対策の推進　○ごみ減量化対策の推進
　○一般廃棄物処理基本計画・ごみ減量化計画の推進
　○学校給食生ごみ堆肥化の推進
■環境対策の推進
　○地球温暖化対策の推進（再生可能エネルギー活用設備設置補助等）
　○環境基本計画の推進　○公害対策の推進

③協働のまちづくりの体制づくり
■まちづくり活動の推進
　○自治会及びコミュニティ推進協議会活動の支援
　○自治会公民館建設費の助成
○コミュニティセンターの整備推進
■協働のまちづくりの推進
　○下野市自治基本条例によるまちづくりの推進　○市民活動支援制度の推進
◯市民活動支援センターの整備 　○協働の指針の推進
　○社会福祉協議会との連携による地域福祉の充実　○ボランティアセンターの充
実
　○協働のまちづくり市民力養成講座の開催
■人権の尊重と男女共同参画社会の推進
　○人権意識高揚に係る啓発の推進　○男女共同参画の推進
　○人権教育講演会等の開催

④健全な行財政運営の仕組づくり
■行財政改革の推進
　○財政改革の推進　○行政改革の推進　○事務事業評価の充実・活用
　○公共施設の再配置等の検討・推進
■広報広聴の充実
　○広報（各種情報発信手段の活用）の充実　　○広聴（市政懇談会等）の充実
■広域行政の推進
○広域連携事業の促進

基本目標④　「安心なくらしを守り幸せを実感できるまちをつくる」

現行総合戦略 第2期総合戦略（案）

■行財政改革の推進
　○財政改革の推進　○行政改革の推進　○事務事業評価の充実・活用
　○公共施設の再配置等の検討・推進
■広報広聴の充実
　○広報（各種情報発信手段の活用）の充実　○広聴（市政懇談会等）の充実
■広域行政の推進
　○広域連携事業の取組

■公共交通網の充実
　○デマンドバス交通の充実　○自転車駐車場指定管理の充実
　○広域的な公共交通の検討
■ごみ処理等広域事業の推進
　○小山広域保健衛生組合との連携の充実
　○クリーンパーク茂原ごみ処理施設との連携の充実
■ごみ処理とリサイクルの推進
　○ごみ処理施設等の利用に係る総合的な推進　○不法投棄対策の推進
　○ごみ減量化対策の推進　○一般廃棄物処理基本計画・ごみ減量化計画の推進
　○学校給食生ごみ堆肥化の推進
■環境対策の推進
　○地球温暖化対策の推進（再生可能エネルギー活用設備設置補助等）
　○環境基本計画の推進　○公害対策の推進

■まちづくり活動の推進
　○自治会及びコミュニティ推進協議会活動の支援
　○自治会公民館建設費の助成
■協働のまちづくりの推進
　○下野市自治基本条例によるまちづくりの推進　○市民活動支援制度の推進
　○協働の指針策定・推進　○社会福祉協議会との連携による地域福祉の充実
　○ボランティアセンターの充実　○協働のまちづくり市民力養成講座の開催
■人権の尊重と男女共同参画社会の推進
　○人権意識高揚に係る啓発の推進　○男女共同参画の推進
　○人権教育講演会等の開催

■消防・防災対策の推進
　○消防広域体制の充実（石橋地区消防組合）　○消防団の充実と強化
　○防災・減災施設整備の充実　○防災・減災意識の推進
■防犯対策の推進
　○防犯施設等の整備　○空き家対策の推進
■消費者行政の推進
　○消費生活センター機能の充実　○消費者団体への活動支援
　○消費生活基本計画の推進
■交通安全対策の推進
　○交通安全活動の推進　○交通指導員配置の充実　○交通安全施設の整備

施策項目及びKPI
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