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令和４（2022）年２月８日 

 
令和３（2021）年度重点戦略マネジメントにより検討した 

令和４（2022）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３（2021）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４（2022）年度の取組 

一人ひとりの可

能性を伸ばす教

育の推進 

 

☆ＳＴＥＡＭ教育など教

科横断的な学びの推進 

文系・理系の枠にとらわれない教科等横断的な学び

を推進するため、モデル校におけるカリキュラムの作

成やＳＴＥＡＭ教育推進コーディネーターによる取組

支援などを行う。 

 

・ＳＴＥＡＭ教育推進事業費        21,000千円 

 

○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４（2022）年度の取組 

結婚支援の充実 

 

妊娠・出産、子育

て支援の充実 

☆社会全体で結婚や妊

娠・出産、子育てを支援

する環境づくり 

県全体で結婚を応援する機運を醸成するため、「とち

ぎ結婚応援アンバサダー」を任命しＰＲ活動を実施す

る。 

また、企業における女性が働きやすい環境づくりを推

進するための意見交換ワークショップの開催や男性の

家事参画を促進するための冊子の作成等を行う。 

 

・結婚応援アンバサダーＰＲ事業費    15,000千円 

・マッチングシステム改修費              6,026千円 

・働く女性にエール！カフェ開催事業費    1,720千円 

・男性の家事分担促進事業費        3,976千円 

 

重点戦略１ 人材育成戦略 
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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４（2022）年度の取組 

とちぎの歴史や

文化芸術を通じ

て地域を支える

人づくり 

 

☆文化による地域の活性

化・次世代への継承 

次世代に継承すべき本県の文化資源をデジタル化し

て保存するデジタルアーカイブを製作するとともに、ウ

ェブ上で公開し文化資源の魅力を発信するデジタルミ

ュージアムの開設等を行う。 

 

・デジタルアーカイブ製作事業費         61,198千円 

・デジタルアーカイブ活用事業費         10,417千円 

 

 

 
 

○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４（2022）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 

 

企業立地・定着

の促進 

☆経済と環境の好循環に

向けた取組の推進 

2050年カーボンニュートラルの実現に向けた「経済

と環境の好循環」を創出するため、県内企業等が行う

革新的な技術開発等に対する助成や企業立地等に伴う

カーボンニュートラルの実現に資する投下固定資産を

対象とした補助率の引上げ、脱炭素化を促進するため

のセミナーの開催などを行う。 

 

・カーボンニュートラル推進体制構築事業費 310千円 

・製造工程脱炭素化促進事業費        1,836千円 

・脱炭素化技術実用化促進事業費          8,281千円 

・自動車産業電動化等対応支援事業費    21,171千円 

・カーボンニュートラル実現に向けた新産業創出支援

事業費                60,075千円 

産業人材の確

保・育成 

☆様々な職業分野のプロ

人材を育成する環境の構

築 

とちぎの特色ある産業で活躍する人材育成を図るた

め、様々な分野の人材育成情報や就職支援情報等を発

信するウェブサイトの構築などを行う。 

 

・「とちぎ職業人材カレッジ」（仮称）サイト構築費 

                                     6,879千円 

・ネットワーク会議開催費                   85千円 

 

 
 
 

重点戦略２ 産業成長戦略 



- 3 - 

○活力ある農林業実現プロジェクト 

重点的取組 課題 令和４（2022）年度の取組 

次代の農林業を

拓く担い手の確

保・育成 

☆新たな労働力確保の仕

組みづくり 

農業の労働力不足を解消し、多様な人材の確保・定

着を図るため、農業で働く意欲のある人材を県内外か

ら呼び込むための本県独自の情報発信や、人材マッチ

ングモデルの構築に向けた雇用者と被雇用者の労働条

件等のニーズ調査などを行う。 

 

・情報発信力強化事業費         13,000千円 

・オーダーメイド型支援体制構築事業費   7,140千円 

・雇用就農者確保育成事業費             5,000千円 

・人材マッチングモデル構築事業費     6,000千円 

・サービス事業体設立支援事業費        1,000千円  

 

○観光立県躍進プロジェクト 

重点的取組 課題 令和４（2022）年度の取組 

観光客受入態勢

の整備 

☆観光地におけるデジタ

ル化の推進 

本県への誘客促進及び滞在環境の向上を図るため、

観光関連事業者等に対するＷＥＢマップ等登録促進セ

ミナーの開催やＷＥＢマップ等登録促進サポートを行

う。 

 

・ＷＥＢマップ等登録促進セミナー事業費  3,850千円 

・登録促進サポート事業費        11,783千円 

 

 

 
 

○多様な人材活躍推進プロジェクト 

重点的取組 課題 令和４（2022）年度の取組 

あらゆる分野に

おける女性の活

躍推進 

☆社会全体で結婚や妊

娠・出産、子育てを支援

する環境づくり（再掲） 

男性の家事参画を促進するための冊子の作成や、男性

の家事力向上をテーマとした講座を開催する。 

 

・男性の家事分担促進事業費        3,976千円 

働きやすい環境

づくりの推進 

☆社会全体で結婚や妊

娠・出産、子育てを支援

する環境づくり（再掲） 

企業における女性が働きやすい環境づくりを推進す

るための人事労務担当者等を対象とした意見交換ワー

クショップなどを開催する。 

 

・働く女性にエール！カフェ開催事業費    1,720千円 

重点戦略３ 健康長寿・共生戦略 
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○県土強靱化プロジェクト・危機対応力強化プロジェクト 

重点的取組 課題 令和４（2022）年度の取組 

災害に強く県民

の命と暮らしを

守る社会資本の

整備推進 

流域治水への理解促進、

取組拡大 

住民や企業の流域治水への理解促進や参加意欲の向

上を図るため、取組に伴う水災害リスクの縮小効果の

可視化や、当該効果を活用した普及啓発を行う。 

 

・取組効果「見える化」事業費      42,000 千円 

・普及啓発事業費                  3,750千円 

 

 

 

 

○ふるさとの魅力向上プロジェクト 

重点的取組 課題 令和４（2022）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 

☆いちご一会とちぎ国

体・とちぎ大会開催の機

会等を生かしたファンづ

くり 

 「栃木ファン」の強化・拡大を図るため、「いちご一

会とちぎ国体・とちぎ大会」来県者へのおもてなしク

ーポンを活用したファン化・リピーター化に向けた仕

組みづくりを行う。 

 

・いちご一会から始まる縁づくり事業費   25,721千円 

☆「栃木ファン」の拡大

に向けた県産品等の磨き

上げ、ＰＲ強化 

 ふるさと納税や県産品の購入等を契機として「栃木

ファン」の強化・拡大を図るため、市町と連携した県

産品等磨き上げワークショップの開催等を行う。 

 

・県産品等ブランディング推進事業費      3,160千円 

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 

☆県内スポーツ施設の利

活用の促進 

 本県への大規模大会・スポーツ合宿の誘致等に向け

た戦略策定のため、全国大会等の開催状況や県内スポ

ーツ環境の調査などを行う。 

 

・とちぎスポーツの活用による地域活性化推進事業費 

                                              12,000千円 

 

 

 

 

重点戦略４ 安全・安心戦略 

重点戦略５ 地域・環境戦略 
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○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４（2022）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 

2050 年カーボンニュートラルの実現に向け、商用水

素ステーション整備への助成や市町における脱炭素先

行地域創出への支援、県有施設への太陽光発電設備導

入可能性調査などを行う。 

 

・商用水素ステーション整備支援事業費  100,000千円 

・再生可能エネルギー導入促進事業費※   34,790千円 

・脱炭素先行地域づくり支援事業費    33,000千円 

・公用車ＺＥＶ化推進調査事業費        10,000千円 

・県有施設再生可能エネルギー発電設備導入推進調査

事業費※                10,000千円 

  ※令和３（2021）年度２月補正予算対応 

 県内農業における温室効果ガス排出削減に向けた取

組方策を検討するため、消費者・生産者・流通業者等

を対象とした環境への意識等に関する調査を実施す

る。 

 

・「エシカル消費」生産流通調査事業費    3,300千円 

気候変動による

影響に対する適

応策の推進 

 

☆農業気象災害への対応

力強化 

 農業気象災害への対応力を強化するため、気候変動

に適応した梨の新品種・新技術の開発を行う。 

 

・気候変動対応型技術開発推進事業費    6,158千円 

 

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。 


