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①9期　②最高顧問
③建設常任委員会
•誰もがいきいきと安心して暮らせる
　まちづくり調査特別委員会
•都市計画審議会
④宇都宮市下栗町718－3
　TEL. 656－3841
　FAX. 656－4106
⑤y-imai@gem.hi-ho.ne.jp
⑥http://www.gem.hi-ho.ne.jp/y-imai/

今 井 恭 男
 いま い やす お

①2期　②副幹事長・広報担当
③総務常任委員会
•議会制度検討会議【副会長】
•中央卸売市場運営協議会
④宇都宮市高砂町 25-15-203
　TEL. 653－5151
　FAX. 666－0082
⑤info@hide-nakatsuka.com
⑥http://hide-nakatsuka.com

中 塚 英 範
 なか つか ひで のり

①4期　②企画調整担当
③総務常任委員会
•議会制度検討会議
•農業再生協議会
④宇都宮市平出町2560
　TEL. 661－2485
　FAX. 050－3488－0510
⑤gohma5555@gmail.com
⑥http://www.dream-works.cc/gohma/

郷 間 康 久
 ごう ま やす ひさ

①１期　②会計管理者
③環境経済常任委員会【委員長】
•議会制度検討会議
•広報広聴委員会
•環境審議会
•農業振興対策審議会
④宇都宮市陽南２丁目 13-23
　TEL. 658－5628
　FAX. 658－5628
⑤satoru.ukaji@gmail.com

宇 梶　　哲
 う かじ さとる

①１期　②総務政策担当　
③文教国体常任委員会
•次世代技術を生かしたまちづくり
　調査特別委員会
•議会運営委員会
•広報広聴委員会【副委員長】
•後期高齢者医療広域連合議会議員
•通学区域審議会
④宇都宮市錦3丁目7-23　 　
　TEL. 624－2834
　FAX. 624－2834
⑤takahashi-hideki@ahwu.or.jp

高 橋 英 樹
 たか はし ひで き

①3期　②政調会長・監査担当者
③建設常任委員会【副委員長】
•次世代技術を生かしたまちづくり
　調査特別委員会
•ICT推進プロジェクトチーム【副会長】
•廃棄物減量等推進審議会
④宇都宮市鶴田町405－38
　TEL. 305－4269
　FAX. 305－4269
⑤kodaira.m@nifty.com

小平美智雄
 こ だいら み ち お

①4期　②会長
③厚生常任委員会
•次世代技術を生かしたまちづくり
　調査特別委員会【副委員長】
•国民健康保険運営協議会
④宇都宮市下川俣町5－2
　TEL. 661－7343
　FAX. 661－7343
⑤a.komaba@mx10.ttcn.ne.jp

駒 場 昭 夫
 こま ば あき お

①4期　②副会長・幹事長
③環境経済常任委員会
•誰もがいきいきと安心して暮らせる
　まちづくり調査特別委員会
•議会運営委員会【副委員長】
•社会福祉審議会
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

福 田 智 恵
 ふく だ ち え

人 事 案
●宇都宮市教育委員会委員の任命について ･･････････▶可決

予 算 案
●令和3年度一般会計補正予算（第4号）
　10億506万5千円増（総額2,330億8,946万9千円） ･･･▶可決
　 【内容】①新型コロナワクチン接種に係るコールセンターの運
用期間の延長。②新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図
るため、営業時間の短縮等の要請に協力した事業者に対する
協力金及び感染症の影響を受けて売上げが減少している事業
者に対する事業継続に向けた支援金。

●令和3年度一般会計補正予算（第5号）
　8億3,143万1千円増（総額2,339億2,090万円） ･････▶可決
　 【内容】①生活困窮者に対する住居確保給付金の申請件数増。
②4月の低温による農作物被害に対する助成。③企業立地・定
着促進拡大再投資補助金の申請増。④通学路の緊急点検結果
を踏まえた安全対策の実施。

●令和3年度一般会計補正予算（第6号）

　4億600万円増（総額2,343億2,690万円） ･･･････････▶可決
　 【内容】①ビジネスPCR等検査の申請件数増。②高齢者施設
等の職員に対するPCR等検査の実施。③県から営業時間短
縮協力金の交付を受ける飲食店に対し、市独自に上乗せを実
施している協力金の対象期間を延長。

●令和3年度宇都宮市介護保険特別会計補正予算（第1号）
　ほか特別会計補正予算2件 ･･････････････････････････････▶可決

議 員 案
● 新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急意見書
　（国への要望） ･･･････････････････････････････････････････････▶可決

●人権擁護委員候補者の推薦の諮問に対する
　答申について････････････････････････････････････････････････▶可決

●総合計画調査特別委員会の設置に関する決議 ･･････▶可決

条例案、その他の事件議決案
● 指定管理者の指定について（東小子どもの家ほか5施設

ほか1件の指定管理者を指定しようとするもの）

● 決算の認定について（令和2年度宇都宮市一般会計決
算及び国民健康保険特別会計他12件の特別会計決算
の認定） ･･･････････････････････････････････････････････････････▶認定

令和２年度の決算（一般会計）の状況

歳入（収入）

2,861億円
（前年比689億円増）

歳出（支出）

2,810億円
（前年比677億円増）

差引額

51億円

【主な理由】
・国県支出金の増加
・市債の増加　
・地方交付税の減少

など

【主な理由】
・補助費等の増加
・扶助費の増加　など

新型コロナウイルス
感染症対策経費
総額：約673億円

【内　訳】
37億円： 翌年度に実

施する事業
14億円： 実質的な収

支（黒字）

● 剰余金の処分及び決算の認定について（令和2年度宇都
宮市水道事業会計決算、下水道事業会計決算及び中央
卸売市場事業会計決算の認定） ･･･････････････････････▶認定

● ほか、条例案4件・その他の事件議決案17件 ･････▶可決

第4回市議会定例会議会
報告

9月定例会では、報告3件、議案32件（人事案1件・予算
案6件・条例案4件・その他の事件議決案21件）と議員提
出議案3件、陳情3件が審議されました。

令和
3年度

総務常任委員会
【陳情76-1号】核兵器禁止条約への参加と推
進とを求める意見書提出のための陳情及び
「非核平和自治の宣言」を実施すること。

唯一の戦争被爆国として、核兵器のな
い世界の実現のために、国際社会の先

頭に立って核兵器廃絶を訴えていく覚悟を表
すために「採択」としたい。
 自民党、公明党、清風クラブの反対多数で
「不採択」となる。

厚生常任委員会
Q インフルエンザ予防接種の令和3
年度の助成制度について伺う。

A 今年度は、一昨年同様の実施となる。
〇定期接種対象者：≪高齢者≫①65歳以上
②宇都宮市に住民登録のある60～ 64歳で、
心臓・腎臓・呼吸器の機能、HIVによる免疫
の機能に障がいがある身体障がい者手帳1級
程度の市民。自己負担額は1,500円。
≪1歳児（本市独自事業）≫住民登録がある1
歳となる幼児。補助額は1,000円

環境経済常任委員会
Q 当会派ではゼロカーボンシティの
表明をR3年度予算制度･政策要望に盛

り込み、昨年12月議会より毎議会提言を重ね
ている。9月議会で「ゼロカーボンシティ宣言」
に至った背景は?
A 「宇都宮ライトパワー」（地域新電力会社）
が7月13日に設立され、再生可能エネルギー
の地産地消や脱炭素化に向けた取組みが大き
く動き出したことで宣言に至った。

建設常任委員会
【議案88号】交通安全施設整備費について

Q 今回の補正は千葉県八街市の事故
による通学路の一斉点検を受けての

ものであるが、本来は通学路合同点検等にて
確認し、迅速に安全設備の修繕を行うべきも
のである。当初予算で地域要望に的確に応え
られているのか？ 
A 修繕事業者と年間契約を結び、ラバーポー
ル等交通安全設備を計画的に更新している。
破損等が確認され次第対処出来るようスピー
ド感を持って取組む。

文教国体常任委員会
【陳情78号】「宇都宮市立図書館5館各館に
おいて、司書資格を持ち経験を積んだ市の
正規職員を中心とした運営を行うことを求め
る」陳情

河内図書館においては、指定管理者
制度の導入後、レファレンスサービス

（市民の要望に応じて、資料や情報を探して
提供するサービス）件数が775件（平成25年
度）から7件（令和2年度）と大きく減少して
おり、利用者サービスが低下しているものと
考えられる。
また、指定管理者制度導入後の経費や働く職

員の負荷状況などを検証し、今後の方向性を
見極めるべきである。東図書館、上河内図書
館、河内図書館、視聴覚ライブラリーへの一
体的指定管理者制度導入については、市民や
地域の声を聴取したうえで改めて議論すべきと
考えることから、「採択」としたい。
 自民党、公明党、清風クラブの反対多数で
「不採択」となる。

各常任委員会では、議案・陳情に対する質疑や審査と、
「その他」として所管全般に係る質疑を行っています。

中塚
議員

福田
議員

今井
議員

駒場
議員

高橋
議員

9月議会の議案審議
及び 令 和4年 度 予
算化・制度要求を
真剣に議論する。

会派総会の様子

委員会トピックス

今定例会では、新型コロナウイルス感染症の対応で多忙を極める保健所
の負担軽減を図るため、一般質問では新型コロナ関連の質問を自粛し、
代替として各会派より質問項目を取りまとめ、議員協議会で説明を受けた。

議員
協議会

○ 緊急時や妊産婦等における、入院調整の
取り組みの現状と対策について。
○ 感染状況（年代別発生状況・感染経路・
変異株割合等）のHP・SNS等による情
報提供の強化をどの様に図るのか。
○ 若者や労働者世代の接種率向上のため、

集団接種へのワクチン配分を増加させる
必要があるが、接種体制の強化をどの様
に図るのか。

�本市のワクチン接種体制や情報発信の見
直しに繋がりました。

※詳細は、市民連合HPをご確認ください。

市民連合の質問要旨 （一部抜粋）

（　　　）


