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1.安全・安心に住み続けられるまち（1/4）

No 計画の名称 計画の概要
担当部課 計画期間

部 課 期間 始期 終期

1 宇治市地域防災計画
本市地域にかかる防災に関し、統合化と計画化を
図る。

危機管理室

2 宇治市国民保護計画
大規模テロや武力攻撃等に備えて、迅速かつ的確
に国民保護措置を行うことを目的としている。

危機管理室

3
宇治市業務継続計画
（BCP）

災害発生時における優先的に取り組むべき重要な
市の業務を定め、人員など限られた資源を有効活用
し、市民サービスの継続を図るとともに、最短の期間
で平常の業務体制に戻ることを目的としている。

危機管理室 2013年度

4
宇治市公共下水道
（洛南処理区）雨水
排除計画

近年のゲリラ豪雨の激化による都市型浸水被害の
軽減に向けて、西宇治地域における雨水排水の基
盤整備を行うことを目的とする。

上下水道部 雨水対策課 30年間 2011年度 2040年度

5
宇治市建築物耐震改
修促進計画

今後、発生すると考えられる地震により、想定される
被害の軽減のため、住宅、市有建築物及び特定建
築物の耐震化率を平成37年度末までに95％以上
（減災化住宅の率を97%以上）となるよう啓発活
動し、災害に強いまちづくりを実現する。

都市整備部 建築指導課 17年間 2009年度 2025年度

6
宇治市第4次防犯推
進計画

宇治市安全・安心まちづくり条例第5条に基づき、安
全で安心なまちづくりを推進する施策の方向性を示
すとともに、犯罪被害者支援の充実を図るほか、新
たに再犯防止に関する取組を盛り込み地方再犯防
止推進計画に位置付けている。

総務部 総務課 5年間 2021年度 2025年度
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1.安全・安心に住み続けられるまち（2/4）

No 計画の名称 計画の概要
担当部課 計画期間

部 課 期間 始期 終期

7
宇治市第２次環境保
全計画

宇治市環境保全基本条例で示す「市民が健康で
安全かつ快適な生活を営むための、良好な環境の
保全およびその確保」を目指し、環境保全に関する
施策を長期的な観点から総合的、体系的に示して
いる。

人権環境部 環境企画課 11年間 2013年度 2023年度

8
宇治市地球温暖化対
策実行計画（第５期
計画）

環境にやさしい市役所を目指して、市が一事業者、
一消費者としての立場から率先して環境への負荷の
低減を推進し、市が行う事務事業から排出される温
室効果ガスを抑制するための目標や取組を示してい
る。

人権環境部 環境企画課 6年間 2018年度 2023年度

9
宇治市第２次地球温
暖化対策地域推進計
画

地球温暖化を防止するため、宇治市域における温
室効果ガスの削減目標や、市民・事業者・宇治市
の各主体が取り組むべき役割を明らかにするとともに、
「持続可能な社会づくりをめざすまち」の実現に向け、
具体的な地球温暖化対策とその推進方法を示して
いる。

人権環境部 環境企画課 11年間 2013年度 2023年度

10
宇治市第3次ごみ処理
基本計画

一般廃棄物のうちごみ処理に関して定める。「共生
の環～未来のために循環型社会を目指して～」を基
本理念とし、市民、事業者、行政の連携・協働によ
る3Rの推進、効率的かつ安定的なごみ処理システ
ムの構築、ごみの適正処理の推進の3つの基本方針
を掲げている。

人権環境部
ごみ減量推
進課

10年間 2019年度 2028年度

11
宇治市生活排水処理
基本計画

生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、
一般廃棄物のうち生活排水処理に関して定めてい
る。

人権環境部
ごみ減量推
進課

11年間 2013年度 2023年度
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1.安全・安心に住み続けられるまち（3/4）

No 計画の名称 計画の概要
担当部課 計画期間

部 課 期間 始期 終期

12
宇治市一般廃棄物処
理実施計画

一般廃棄物（ごみ・生活排水）の処理に関し、各
年度毎の事業について定めている。

人権環境部
ごみ減量推
進課

13
宇治市分別収集計画
（第9期）

一般廃棄物の中で、大きな比率を占める容器包装
廃棄物を全市域で分別収集することにより、地域に
おける3Rを推進して限りある資源を有効に利用する
ことや、最終処分量の削減を図るため、市民・事業
者・行政が連携・協働して取り組む方針を掲げてい
る。

人権環境部
ごみ減量推
進課

5年間 2020年度 2024年度

14 宇治市水道防災計画

宇治市地域防災計画に基づき、水道施設に係る
災害防止のため、災害に強い水道事業を進め、災
害発生時においても適切な対応を図ることにより、
安全な水道水を安定的に供給することを目的として、
①災害の予防計画②災害発生時の応急対策計
画③被災後の復旧・再建計画の3つにより構成し
ている。

上下水道部 水道総務課

15
宇治市水道事業ビジョ
ン・経営戦略

厚生労働省の「新水道ビジョン」、総務省の「経営
戦略策定・改定ガイドライン」の策定方針を踏まえ、
安全な水道水の確実かつ持続的な供給を行うため
に、基本方針や目標、具体的な事業を実施するた
めの施策を策定し、未来へつながる水道事業を目
指す。

上下水道部 水道総務課 10年間 2021年度 2030年度

16
宇治市水道事業ビジョ
ン・経営戦略 第１次
事業実施計画

宇治市水道事業ビジョン・経営戦略の基本施策を
実現するための具体的な取組を定めたもの。

上下水道部 工務課 3年間 2021年度 2023年度
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1.安全・安心に住み続けられるまち（4/4）

No 計画の名称 計画の概要
担当部課 計画期間

部 課 期間 始期 終期

17
宇治市公共下水道事
業経営戦略

将来にわたって安定的に事業継続していくため、人
口減少や節水機器の普及等による水需要の減少
に伴う使用量の減少など、経営環境の変化に適切
に対応し、より一層の経営基盤の強化を図る。

上下水道部
下水道計画
課

10年間 2021年度 2030年度

18
宇治市公共下水道整
備・再構築計画

経営戦略を踏まえた下水道の整備・再構築を行う
ための実施計画として、生活環境の改善と公共用
水域の水質保全を図る。

上下水道部
下水道計画
課

10年間 2021年度 2030年度
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2.子育て・子育ち支援が充実したまち

No 計画の名称 計画の概要
担当部課 計画期間

部 課 期間 始期 終期

19
第2期宇治市子ども・子
育て支援事業計画

安心して子育てができる環境づくりを推進し、家庭・
地域・事業所・行政が連携して地域資源を活かし
た、総合的な子育て支援を推進する。

福祉こども部 こども福祉課 5年間 2020年度 2024年度

20
宇治市教育振興基本
計画

教育ルネッサンスプラン、生涯学習推進プラン、青少
年プランの成果と課題を踏まえ、本市の教育施策の
指針を示す。

教育部 教育総務課 12年間 2022年度 2033年度

21

宇治市小中一貫校教
育と学校規模等適正化
の方向
～NEXUS（ネクサス）
プラン～

小中一貫教育を考え方の中核に据えた、教育シス
テムの再構築や学校規模等の適正化を図る。

教育部 教育総務課 2007年度

22
学校施設長寿命化計
画

老朽化が進む学校施設において、安全・安心の確
保、トータルコストの縮減を図りながら、施設整備を
計画的に実施していく。

教育部 学校管理課 40年間 2021年度 2060年度
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3.誰もがいきいきと暮らせるまち（1/2）

No 計画の名称 計画の概要
担当部課 計画期間

部 課 期間 始期 終期

23
宇治市地域コミュニティ
再編計画

地域コミュニティの活性化、地域による主体的な集
会所運営、集会所の適正配置を推進する。

産業地域振
興部

自治振興課 30年間 2019年度 2048年度

24
第3期宇治市地域福祉
計画

住民の誰もが地域の中で安心して暮らせるよう、生
活課題の解決を目指す総合的な福祉のまちづくり
計画。

福祉こども部 地域福祉課 11年間 2022年度 2032年度

25
第２期宇治市障害者
福祉基本計画

障害者施策を総合的かつ計画的に推進していくた
めの基本計画。

福祉こども部 障害福祉課 12年間 2012年度 2023年度

26
第6期宇治市障害福祉
計画／第2期宇治市障
害児福祉計画

宇治市障害者福祉基本計画の福祉サービス分野
における実施計画として、障害福祉サービス等の具
体的な数値目標等について定めるもの。

福祉こども部 障害福祉課 3年間 2021年度 2023年度

27
宇治市健康づくり・食育
推進計画

市民一人ひとりが心身ともに健康であることが必要と
いう考えのもと、市民と地域、行政が一体となって市
全体で健康づくり・食育に取り組むことを目指す。

健康長寿部
健康づくり推
進課

10年間 2015年度 2024年度

28
宇治市新型インフルエン
ザ等対策行動計画

市が実施する措置等を示すとともに、病原性の高い
新型インフルエンザへの対応を念頭に置きつつ、発
生した感染症の特性を踏まえ、病原性が低い場合
等様々な状況で対応できるよう、対策の選択肢を
示すもの。

健康長寿部
健康づくり推
進課

2016年度

29
宇治市高齢者保健福
祉計画／第8期介護保
険事業計画

宇治市高齢者保健福祉計画は、本市の高齢者保
健福祉施策のあり方と方向性を示し、3年を1期とし
て策定される介護保険事業計画と一体的に策定し
ている。また、介護保険事業計画は、介護保険事
業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための
基本的な計画で、高齢者保健福祉計画と一体的
に策定している。

健康長寿部
長寿生きが
い課
介護保険課

3年間 2021年度 2023年度
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3.誰もがいきいきと暮らせるまち（2/2）

No 計画の名称 計画の概要
担当部課 計画期間

部 課 期間 始期 終期

30
第３期宇治市特定健
康診査等実施計画

平成20年度から、糖尿病等の生活習慣病予防、
すなわちメタボリックシンドロームの該当者・予備軍を
減少させるため、40歳から74歳までの被保険者を
対象に、特定健康診査・特定保健指導の実施が
義務付けられ、その実施について策定した計画。そ
の数値目標として、国が参酌標準を設定している。

健康長寿部
国民健康保
険課

6年間 2018年度 2023年度

31
宇治市図書館事業計
画

図書館の基本的運営方針に基づき、地域の知の
拠点、情報の拠点として市民の読書活動や生涯に
わたる学習、地域の課題解決などを支援するための
基本的な施策を示した計画。

教育部 中央図書館 4年間 2022年度 2025年度

32
宇治市子どもの読書活
動推進計画（第三次
推進計画）

子どもの健やかな成長に資するため子どもの読書活
動の推進を図る。

教育部 生涯学習課 12年間 2022年度 2033年度

33
宇治市スポーツ推進計
画

スポーツ基本法第10条に基づき、生涯スポーツ社
会の実現に向けスポーツに関する施策を総合的かつ
計画的に推進するための指針。

産業地域振
興部

文化スポー
ツ課

12年間 2022年度 2033年度

34
宇治市第２次人権教
育・啓発推進計画

人権教育・人権啓発を総合的、計画的に推進する
ための人権政策にかかる基本的指針。

人権環境部 人権啓発課 10年間 2016年度 2025年度

35
宇治市男女共同参画
計画(第５次UJIあさぎ
りプラン）

宇治市男女生き生きまちづくり条例に基づき真の男
女平等と地域に根ざした男女共同参画社会の実
現を推進するための男女共同参画施策にかかる基
本的指針。

人権環境部
男女共同参
画課

5年間 2021年度 2025年度
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4.地域経済が活発なまち（1/4）

No 計画の名称 計画の概要
担当部課 計画期間

部 課 期間 始期 終期

36
宇治農業振興地域整
備計画

農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農
業の振興を図るべき地域を明らかにするとともに、土
地の農業上の有効利用等を計画的に推進する。

産業地域振
興部

農林茶業課 1994年度

37
宇治市鳥獣被害防止
計画

イノシシ、ニホンジカ、アライグマ、ヌートリアを対象に
駆除と防除の両面から被害防止対策を推進する。

産業地域振
興部

農林茶業課 3年間 2017年度 2019年度

38
宇治市アライグマ防除実
施計画

野生化したアライグマによる農業被害等を防ぐため
計画的に対策を行う。

産業地域振
興部

農林茶業課 10年間 2021年度 2030年度

39 宇治市森林整備計画
森林法に基づき、市町村の森林について健全な森
林を計画的に維持育成する。

産業地域振
興部

農林茶業課 10年間 2018年度 2027年度

40
宇治市ヌートリア防除実
施計画

野生化したヌートリアによる農業被害等を防止する
ため計画的に対策を行う。

産業地域振
興部

農林茶業課 10年間 2021年度 2030年度

41 宇治市産業戦略
市内経済の活性化により持続的に発展するまちを
目指すため策定した、概ね10年先までを見据えた
宇治市の産業振興策を示す基本指針

産業地域振
興部

産業振興課 3年間 2019年度 2021年度

42

宇治市土地開発公社の
経営の健全化に関する
計画（宇治市土地開
発公社の経営健全化方
針）

宇治市土地開発公社の設立・出資団体である本
市としては、その責任として、当該公社が保有して
いる土地の事業目的の再検討及び計画的な処分
等行うために、本計画を策定して、当該公社の健
全な経営に努める。

建設部 用地課 4年間 2022年度 2025年度
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4.地域経済が活発なまち（2/4）

No 計画の名称 計画の概要
担当部課 計画期間

部 課 期間 始期 終期

43
宇治市橋梁長寿命化
計画

今後、老朽化する橋梁の増加に対し、計画的な
橋梁の修繕及び架け替えにかかる費用の縮減と
予算の平準化を図るための修繕計画。

建設部 維持課 5年間 2019年度 2023年度

44
宇治市住宅マスタープラ
ン（改訂版）

本市の住宅施策を進めるための指針。宇治市都
市計画マスタープランの下位計画と位置付け、住
生活基本計画（全国計画）及び京都府住生
活基本計画の内容を踏まえて策定している。

建設部 住宅課 10年間 2017年度 2026年度

45
宇治市公営住宅等長
寿命化計画

公営住宅ストックの長寿命化を図り、ライフサイク
ルコストの縮減につなげ、ストックの有効活用と効
率的かつ円滑な更新を行うため、適切な計画修
繕を推進する。

建設部 住宅課 10年間 2014年度 2023年度

46
ウトロ地区小規模住宅
地区改良事業計画

不良住宅の除却、公的住宅の建設及び公共施
設（道路・公園・上下水道・排水路・雨水貯留
施設等）を整備することにより、ウトロ地区及び地
区周辺の防災性の向上と住環境の改善、浸水
対応能力の向上を図る。

建設部 住宅課 9年間 2015年度 2023年度

47
宇治市空き家等対策計
画

適性な管理が行われていない空き家等の発生を
抑止し、地域住民の生活環境の保全を図るとと
もに、併せて空家等の利活用に取り組み、空き
家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進
する。

総務部
建設部

総務課
住宅課

5年間 2019年度 2023年度
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4.地域経済が活発なまち（3/4）

No 計画の名称 計画の概要
担当部課 計画期間

部 課 期間 始期 終期

48
宇治市みどりの基本計
画

都市における緑地の適正な保全及び緑化の推進
に関する施策を総合的・計画的に実施するための
計画である。

都市整備部 公園緑地課 20年間 2001年度 2020年度

49
宇治市都市計画マス
タープラン

都市計画の基本方針であり、土地利用や都市
施設、都市景観形成、市街地整備などに係る指
針である。成長型社会から成熟型社会へ、持続
的に発展できるまちづくりを目指すため、新たに産
業立地検討エリアを設定するなど見直しを行った。

都市整備部 都市計画課 20年間 2022年度 2042年度

50
宇治市立地適正化計
画

人口減少社会に対応した持続可能な都市構造
への再構築を目指し、都市全体の観点から居住
機能や福祉・医療・商業等のさまざまな都市機能
の立地や誘導を図りながら、公共交通と連携した
まちづくりを進める計画である。

都市整備部 都市計画課 18年間 2024年度 2042年度

51
大久保駅周辺地区整
備構想

宇治市第4次総合計画において広域拠点に位
置付けられた大久保駅周辺地区のまちづくりを推
進するための指針。
※H19～H29に当構想を基に「当面の取組」で
ある大久保駅周辺地区都市再生整備計画事
業を実施・完了したが、構想に基づく整備は一部
残っている。

都市整備部 都市計画課
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4.地域経済が活発なまち（4/4）

No 計画の名称 計画の概要
担当部課 計画期間

部 課 期間 始期 終期

52
JR六地蔵新駅周辺地
区整備基本計画

宇治市総合計画で地域拠点として位置付けら
れている六地蔵地区のまちづくりを進めていくため
の基本的な考え方を示す。
※平成4年に定められた計画であり、現状と整合
が図れていないが、当計画をもとに地区計画を定
めた経過がある。次期マスタープラン作成後、地
区計画の在り方を含めて当計画の取り扱いにつ
いて再度検討する必要あり。

都市整備部 都市計画課

53

近鉄小倉駅周辺地区ま
ちづくり基本構想／近鉄
小倉駅周辺地区整備
基本計画

宇治市総合計画で生活拠点地区として位置付
けられている近鉄小倉駅周辺地区のまちづくりを
進めていくための基本的な考え方を示す。

都市整備部 都市計画課 5年間 2019年度 2023年度

54
第11次宇治市交通安
全計画

市区域における陸上交通の安全に関する総合
的かつ長期的施策の大綱。

都市整備部 交通政策課 5年間 2021年度 2025年度

55
宇治市交通体系基本
計画

これまでの公共交通の状況を踏まえ、今後の公
共交通における市民、事業者、そして行政の役
割を明確にするとともに、全市的な本市の持続可
能な交通体系についての基本的な考えを整理し、
具体的な施策へと展開していくために策定したも
の。

都市整備部 交通政策課 13年間 2021年度 2033年度
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5.伝統と歴史が輝くまち

No 計画の名称 計画の概要
担当部課 計画期間

部 課 期間 始期 終期

56
宇治市文化芸術振興
基本計画

宇治市文化芸術振興条例第9条に基づき、文化
芸術の振興に関する基本的な計画として、条例の
基本理念に沿い、市の文化芸術施策の総合的か
つ計画的な推進を図るため策定する。

産業地域振
興部

文化スポー
ツ課

12年間 2022年度 2033年度

57 宇治市景観計画
景観行政団体が景観法に基づき良好な景観の形
成を進めるために定める基本的な計画である。

都市整備部
歴史まちづく
り推進課

2008年度

58
文化的景観保存活用
計画

景観保全の取組を促進し、個性的で豊かな本市の
文化的景観を活かすとともに、住民主体のまちづくり
を促進し、地域社会が継承してきた個性を伸ばしつ
つ持続的に発展するよう目指すための計画。

都市整備部
歴史まちづく
り推進課

59
宇治市歴史的風致維
持向上計画

平成21年度に策定した｢宇治茶と歴史・文化の香
るまちづくり構想｣の実現に向け、宇治川太閤堤跡
の保存、整備及び宇治の文化的景観の保全、継
承のための計画。

都市整備部
歴史まちづく
り推進課

10年間 2022年度 2031年度

60 宇治市観光振興計画

数ある観光資源の中でも、認知度が高いもののこれ
まで十分に活用できていなかった「宇治茶」ブランドを
最大限に活用していくことを計画の柱としながら、今
後10年間の宇治市の観光施策の方向性を示す。

産業地域振
興部

観光振興課 10年間 2013年度 2022年度

61
宇治市観光案内サイン
整備ガイドライン

宇治市内の観光案内サインについては、宇治市観
光振興計画のアクションプランにおいて「観光案内
板・道標の再整備」と位置付け、外国語表記の追
加など再整備のガイドラインを策定し、景観に配慮し
た整備を行うこととしている。

産業地域振
興部

観光振興課
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6.まちづくりの土台（1/2）

No 計画の名称 計画の概要
担当部課 計画期間

部 課 期間 始期 終期

62
宇治市職員人材育成
基本方針

今後の人口減少社会においても、活力あふれ持続
的に発展する魅力ある宇治市を築いてくこと目指し、
時代の変化に対応可能な、専門性を備え、市民の
視点に立った市政運営のできる職員育成を積極的
に推進することを目的としている。

市長公室 人事課 4年間 2018年度 2021年度

63
第４次宇治市職員定
員管理計画

平成33年度までの計画期間内に職員数を20名純
減することを目標としている。

市長公室 人事課 4年間 2018年度 2021年度

64

宇治市次世代育成支
援特定事業主行動計
画／宇治市女性活躍
推進特定事業主行動
計画

職員が、仕事と子育ての両立、ワークライフバランス
が実現できる職場環境の整備を進めることを目的と
している。管理監督者に占める女性職員の割合、
育児休業の取得率、時間外勤務時間数、年次休
暇取得日数の目標を設定している。

市長公室 人事課 6年間 2020年度 2025年度

65
宇治市障害者活躍推
進計画

雇用を通じた障害者の社会的自立を推進するなど
の事業主としての社会的責任を果たすため、採用、
定着、環境整備等のあり方について検討し、取り組
みを進めることを定める。

市長公室 人事課 6年間 2020年度 2025年度

66
宇治市公共施設等総
合管理計画

公共施設等全体の総合的かつ計画的な管理に関
する基本方針や施設類型ごとの管理に関する基本
方針を定める。

政策経営部 経営戦略課 30年間 2017年度 2046年度

67
第2期宇治市人口ビジョ
ン／宇治市まち・ひと・し
ごと創生総合戦略

人口減少・少子高齢社会の進展を見据え、人口
減少に歯止めをかけるとともに持続的に発展するまち
を目指して、目標人口を設定するとともに、地方創
生の取組として5つの基本方針を定める。

政策経営部 経営戦略課 5年間 2020年度 2024年度
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6.まちづくりの土台（2/2）

No 計画の名称 計画の概要
担当部課 計画期間

部 課 期間 始期 終期

68
宇治市第８次行政改
革大綱・実施計画

市民サービスの品質向上、事務の品質向上などに
ついて、行革計画を策定している。

政策経営部 経営戦略課 4年間 2022年度 2025年度

69 笠取まちづくり計画
笠取地域のマスタープランとして当該地域の自然環
境の保全と地域振興を目的としている。

政策経営部 経営戦略課

70
宇治市魅力発信行動
指針

宇治市の魅力を行政だけでなくオール宇治で発信
し、選ばれるまちとなり、持続的に発展するまちを目
指すことを目的としている。

政策経営部 経営戦略課 2015年度

71
辺地に係る公共的施設
の総合整備計画（辺地
計画）

本市の辺地に係る公共施設の総合整備。 政策経営部 経営戦略課 4年間 2018年度 2021年度

72 森林経営計画 森林施業の実施に関する長期の基本方針。 総務部 管財課 5年間 2021年度 2025年度


