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制度・政策に関する要望書を提出

新 年度予算

11

TEL. 028-632-2619 FAX. 028-632-7264
平成29年11月20日提出

直面する人口減少・超高齢化社会への対応、安心して
生み育てられる子育て支援、生まれ育った環境に左右さ
れない平等な教育、いじめや虐待の撲滅、地域包括ケア
システムの構築など、市民生活の安定と持続的な発展を
実現するため、宇都宮市第6次総合計画の施策体系を踏まえ、「平成30年度予算 制度・
政策に関する要望書」全31項目（重点6項目）に取りまとめ、市長に要望しました。
Ⅰ．
「子育て・教育の未来都市」の実現に向けて（子育て・教育・学習
充実した子ども・子育て支援制度の構築

分野）

重点６項目

Ⅱ．
「健康・福祉の未来都市」の実現に向けて（健康・福祉・医療
高齢期の生活を充実する

分野）

Ⅲ．
「安全・安心の未来都市」の実現に向けて（安心・協働・共生
危機への備え・対応力の強化

分野）

Ⅳ．
「魅力創造・交流の未来都市」の実現に向けて（魅力・交流・文化
都市ブランドの確立と更なる魅力の創出
Ⅴ．
「産業・環境の未来都市」の実現に向けて（産業・環境
地域産業の創造性・発展性を高める

分野）

分野）

Ⅵ．
「交通の未来都市」の実現に向けて（都市空間・交通 分野）
誰もが快適に移動できる総合的な交通ネットワークの構築
▼

詳しくは、市民連合ホームページへ http://u-shimin.jp/

議会 平成29年
報告 第４回

市議会定例会

▼ 一般会計補正予算

産処分に係る協議について ⇒可決

【主な内訳】

当該組合の財産の処分について県と
本市で折半しようと協議するもの。
本市

加に対応するための施設整備に伴う増

…6,493万1千円

への帰属分
（予定）
は約59億6000万円。

当会派より意見書を提出！
自動車安全特別会計の
繰り戻しに関する意見書

記

）

概
要

全ての国民が安心して移動の自由
を享受できる社会を持続していくた
め、自動車安全特別会計（自動車
損害賠償保険）から一般会計に繰
り入れている資金の繰り戻しを履行
する等、特段の措置を講ずるよう
国に強く要望する。

1．自動車安全特別会計から一般会計
に繰り入れられている6,169億円を大
臣間合意に従い、平成30年度まで
に返済すること。
2．交通事故の被害者が将来にわたって
安心して生活することができ、被害か
らの回復が可能となるよう、また、交通
事故による被害者の発生を少しでも減
らすことができるよう、被害者救済や事
故防止対策のさらなる充実を図ること。

平成２9年11月14日
（火）PM

（平成２２年４月１日施行）

→宇都宮市街地開発組合の解散に際し、

●子どもの家等事業の利用児童数の増

平成29年 11月14日（月）～16日（木）

横浜市中小企業振興基本条例

●宇都宮市街地開発組合の解散に伴う財

補正額：5億7935万5千円

行政視察を実施

▼横浜市

▼主な決 議案

⇒可決

（

活動
報告

議案・
補正予算等

市内経済の持続可能な発展のためには、市が市内経
済の中核をなす中小企業の意欲的で創造的な活動を
支援することが不可欠であるとの基本方針を示す必
要があるとして、議員提案による条例が制定された。
行政は毎年、市内経済の現状と中小企業の状況を「横
浜市中小企業振興基本条例に基づく取組状況報告
書」にまとめ、議会に報告している。

クリエイティブ・チルドレン ＭＩＣＥ次世代育成事業
(ＭＩＣＥ誘致・開催支援事業の一部)
市内で開催される様々な会議や展示会等には、多く
の研究者や情報が集まることから、MICE開催によ
る効果の市内還元として、MICEを活用した次世代
育成事業を実施。国際的に活躍する研究者との交
流や、学校では体験でき
ない特別な実習などを通
し、次世代を担う若 者が
最先端の技術や情報に接
する機会を創出している。
➡小平議員が質問した。

市政に関するご意見、ご要望は私たちにお寄せ下さい!
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今井 恭男

①8期

②会長

③総務常任委員会
都市計画審議会
④宇都宮市下栗町718−3
TEL.
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山本正人

①8期

②副会長

③環境経済常任委員会
栃木県後期高齢者医療広域
連合議会議員
④宇都宮市江曽島町102－4
TEL.
678−6025
FAX.
678−6025
⑤ysbshanghai@yahoo.co.jp
⑥http://
www.yamamoto-m.com
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駒場昭夫

①3期

②幹事長

③建設常任委員会
議会運営委員会
宇都宮市廃棄物減量等推進
審議会
④宇都宮市下川俣町5−2
TEL.

661−7343

FAX.

661−7343

⑤a.komaba@mx10.ttcn.ne.jp
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掲載項目

こだいら み

▼ 大田区

平成２9年11月14日
（火）AM

おおた 子どもの生活応援プラン
（大田区子どもの貧困対策に関する計画）

6人に1人が相対的貧困状態に
あるとされる子どもの貧困は、
総
じて外から見えにくく、
様々な要
因が複雑に重なり、
中には、
子ど
もとその家庭だけで解決が難し
い課題もある。大田区ではこの問題を重く受
け止め、
相対的貧困及び子どもとその家庭の
生活実態をできる限り正しく把握するため剥
奪指標を用いた生活実態調査行い、
地域共通の課題と
して子どもの貧困対策に取り組むこと
（社会的包摂）
を
目的に、
子どもの貧困対策に関する計画を策定した。
➡中塚議員が質問した。

▼ 姫路市

平成29年11月15日
（水）
・16日
（木）

全国市議会議長会研究フォーラムin 姫路に参加
（平成３０年度は宇都宮市で開催予定）
１日目：基調講演「議会改革の実績と議会力の向上
─政策創造の立法部を考える─」
中邨

章

明治大学名誉教授

パネルディスカッション「議会改革をどう進めていくか」
２日目：課題討議「議会基本条例のこれまでとこれから」

コーディネーター 新川達郎
学研究科・政策学部教授

名前／①当選期数／②会派の役職／③所属委員会・会議
④連絡先／⑤メールアドレス／⑥ホームページ
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福 田 智 恵 小平美智雄 中 塚 英 範

①3期 ②政調会長

①2期 ②会計

③厚生常任委員会
議会広報広聴委員会
宇都宮市街地開発組合議会議員
宇都宮市社会福祉審議会

③文教消防水道常任委員会

④宇都宮市六道町12－38
TEL.
636−2582
FAX.
636−2559
⑤info@f-chie.jp
⑥http://www.f-chie.jp

▼さらに議会情報をご覧になりたい方は、宇都宮市議会ホームページまで

【副委員長】
宇都宮市総合計画審議会
宇都宮市交通安全審議会
④宇都宮市鶴田町405−38
TEL.

305−4269

FAX.

305−4269

⑤kodaira.m@nifty.com

http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/gikai/

同志社大学大学院総合政策科

ごうま

やすひさ

郷間康久

①1期
③環境経済常任委員会【委員長】
議会運営委員会
宇都宮市中央卸市場運営協議会
宇都宮市環境審議会
④宇都宮市高砂町25-15-203
TEL.
653−5151
FAX.
636−1017

①３期
③総務常任委員会
宇都宮市総合計画審議会
宇都宮市農業再生協議会

⑤info@hide-nakatsuka.com
⑥http://hide-nakatsuka.com

⑥http://
www.geocities.jp/gohma5555/

④宇都宮市平出町２５６０
TEL.
661-2485
FAX.
050-3488-0510
⑤gohma5555@gmail.com

▼ 市民連合のホームページができました！

http://u-shimin.jp/

検 索

