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12月定例会では当会派から中塚英範、小平美智雄、高橋英樹、郷間康久の 4名が質問に立ちました。

「令和５年度 予算 制度・政策
に関する要望書」を提出

令和4年

12月27日
　会派総会にて次年度の予算や制度・政策に関する要
望について数カ月にわたり真剣に議論を重ね、提言に
まとめあげました。

　令和5年度予算編成にあたる施策に関する要望を、
特別要望1項目、一般政策7分野66項目・重点12項目に
取りまとめ、市長に要望書を提出しました。

議会
報告

予 算 案
●令和4年度一般会計補正予算（第7号）
42億7,072万円余増（総額2,467億4,443万円余）･･･可決
【主な内容】①原油価格・物価高騰等を踏まえた社会福
祉施設、農業者、中小企業等への支援。②クリーンパー
ク茂原における焼却ごみ等受入再開時期の延期に伴う
増。③夜間休日救急診療所の利用者数が見込みを下回っ
たこと及び今冬の新型コロナウイルス感染症とインフル
エンザの同時抗原検査体制の確保に伴う増。

●令和4年度一般会計補正予算（第8号）
 8億6,272万円余増（総額2,476億716万円余）････可決
【主な内容】①公共施設の電気使用量等の高騰に伴う増。
②クリーンパーク茂原における火災事故等の未然防止に
向けた施設機能の強化及びクリーンセンター下田原の計
画保全工事の前倒し実施に伴う増。③大谷観光周遊拠点
施設における園路設計の見直しに伴う増。④河川修繕工
事等の実施箇所が見込みを上回ったことに伴う増。⑤高
齢者外出支援事業の福祉ポイント利用数と長寿祝記念品

贈呈事業の申請者数が見込みを上回ったことに伴う増。

議 員 案
●宇都宮市議会個人情報の保護に関する
条例の制定･･･････････････････････････････････可決

●人権擁護委員候補者の推薦の諮問に対する答申 ･･･可決

条例案・その他の事件議決案
●宇都宮市個人情報保護法施行条例の制定･････････可決
　▶国の個人情報の保護に関する法律が、デジタル社会に
対応することなどを目的として一部改正されたことに伴
い、現行条例を廃止するとともに、新条例を制定し、必
要な事項を規定するもの。

●宇都宮市犯罪被害者等支援条例の制定･･･････････可決
　▶犯罪被害者等の心に寄り添い、誰もが安全で安心して
暮らしていける地域社会の実現を図るため、基本理念、市、
市民、事業者等の責務及び見舞金制度等の犯罪被害者
等の支援のために必要な事項を規定するもの。

陳 情
●核兵器禁止条約に関する陳情 ･････････････････不採択
【会派意見】日本は、唯一の核被爆国として、核兵器禁
止条約を批准すべきとの考えから「採択」を求めた。

●女性差別撤廃条約「選択議定書」のすみやかな批准に
関する意見書提出を求める陳情 ･･･････････････不採択
【会派意見】選択議定書の批准は、決して国内の司法を
侵すものではない。また、2022年度の男女平等ランキ
ングで日本は146か国中116位となり、順位が下がって
いることも重く受け止めるべきであり、この意見書を提出
することで機運を醸成していくことも重要と考えることから
「採択」を求めた。

●栃木県特別支援学校寄宿舎の存続を求める意見書の提出
を求める陳情 ･･･････････････････････････････不採択
【会派意見】今後、本市からの利用者が出ないとも限ら
ないため、県全体で考えなければならないとの認識から、
「採択」を求めた。

　第7回宇都宮市議会 12月定例会では、報告１件、議案26件（予算案10件・条例案9件・その他
の事件議決案7件）と議員提出議案2件、陳情10件が審議されました。

重点12項目
「子育て・教育の未来都市」の実現に向けてⅠ．（子育て・教育・学習 分野）

●支援を必要とする子どもへの対応強化
　【児童相談所の計画的な設置】

「健康・福祉の未来都市」の実現に向けてⅡ．（健康・福祉・医療 分野）
●健康づくりと地域医療の充実・強化
　【重層的支援の推進】
●共生社会の実現に向けた地域包括ケアシステムの構築
　【共生型地域包括支援センターの設置推進】

「安全・安心の未来都市」の実現に向けてⅢ．（安心・協働・共生 分野）
●危機への備え・対応力の強化
　【総合的な治水対策の推進】
●市民が主役のまちづくりの推進
　【女性が輝ける環境づくりの推進】

「魅力創造・交流の未来都市」の実現に向けてⅣ．（魅力・交流・文化 分野）
●【大谷地区の観光・交流拠点化】

「産業・環境の未来都市」の実現に向けてⅤ．（産業・環境 分野）
●地域産業の創造性・発展性を高める
　【ＭＩＣＥの活用による広域交流の推進】
●農林業の生産力・販売力・地域力を高める
　【スマート農業の推進】
●環境への負担を低減する
　【カーボンニュートラルロードマップの着実な推進】

「交通の未来都市」の実現に向けてⅥ．（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

　【総合的な交通ネットワークの構築】
　【ＬＲＴの開業に向けて】

行政経営 分野Ⅶ．
●【強固な財政基盤の確保】

令和５年度 予算
制度・政策に関する要望書市民連合

【特別要望】 ◎スーパースマートシティの推進

令 和
4年度 定例会

企画調整担当 最高顧問 会　長 幹事長 政調会長 副幹事長 総務政策担当
郷間 康久 今井 恭男 駒場 昭夫 福田 智恵 小平 美智雄 中塚 英範 高橋英樹

原動力 「人」・「デジタル」

人・モノ・情報
が行き交う

「地域経済循環社会」

絆を深め、
共に支え合う

「地域共生社会」

未来への
責任を果たす
「脱炭素社会」

持続可能なまちづくりの基盤
「NCC」

第6次宇都宮市総合計画改定基本計画（イメージ図）

  幹事長メッセージ 予算要求のポイント
　当会派がこれまで重点項目として提言を重ね
た「地域共生社会」「脱炭素社会」「地域経済
循環社会」が、今年度改定の「第６次宇都宮市
総合計画改定基本計画」持続可能なまちづく
りの基盤として位置づけられました。特に、地
域共生社会において、（仮称）共生型地域包括
支援センターの設置や相
談支援機能の強化、他機
関協働の仕組みづくりなど
が進みます。女性や子ども、
高齢者、障がい者、外国人
など誰もが自分の力を最
大限に発揮することがで
き、経済が好循環する社会
を推し進めてまいります。 福田智恵 幹事長
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①9期　②最高顧問
③総務常任委員会
•クリーンパーク茂原火災事故

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

市政に関するご意見
ご要望は、私たちに
お寄せ下さい!

①当選期数 ④連絡先
②会派の役職 ⑤メールアドレス
③所属委員会・会議 ⑥ホームページ

掲
載
項
目

①4期　②会長
③建設常任委員会
•後期高齢者医療広域連合議会議員
•総合計画市民懇談会
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総務常任委員会
•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

①3期 ②政調会長・監査担当者
③環境経済常任委員会
•ICT推進プロジェクトチーム【副会長】
•交通安全審議会
•総合計画市民懇談会
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企画調整担当
③文教国体常任委員会【副委員長】
•広報広聴委員会【副委員長】
•クリーンパーク茂原火災事故

調査特別委員会【副委員長】
•環境審議会
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

①2期　②副幹事長・広報担当
③厚生常任委員会
•広報広聴委員会
•中央卸売市場運営協議会
•議会制度検討会議【副会長】
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

①１期　②会計管理者・総務政策担当
③厚生常任委員会【委員長】
•議会運営委員会
•廃棄物減量等推進審議会
•農業振興対策審議会
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

2月22日（水） 本会議 開会（議会中継）
2月24日（金） 各常任委員会
3月 1日（水） 議会運営委員会

3月 2日（木）
本会議 一般質問（議会中継）
常任委員会正副委員長会議

3月 3日（金） 本会議 一般質問（議会中継）
3月 6日（月） 本会議 一般質問（議会中継）
3月 7日（火） 本会議 一般質問（議会中継）
3月 9日（木） 各常任委員会
3月10日（金） 各常任委員会
3月14日（火） 各常任委員会
3月22日（水） 議会運営委員会
3月23日（木） 本会議 閉会（議会中継）

3月 |議 |会|日|程

第17回 全国市議会議長会研究フォーラムin長野
令和4年10月19日（水）▶20日（木）

　コロナ禍で３年ぶりの開催となった全国市議会議長会研究
フォーラムには、全国から約2100人の市議会議員が参加。
「デジタルが開く地方議会の未来」をテーマに、基調講演や
パネルディスカッション、先進的な取組報告が行われ、活発
な議論が繰り広げられました。

■基調講演
テーマ：コロナ後の地域経済
講師：㈱経営共創基盤グループ　会長 冨山 和彦　氏
■パネルディスカッション
テーマ：地方議会のデジタル化の現状・課題と将来の可能性
コーディネーター：人羅 格　氏（毎日新聞社論説委員）
パネリスト：
岩﨑 尚子 氏（早稲田大学電子政府・自治体研究所教授）
牧 原 　 出 氏（東京大学先端科学技術研究センター教授）
湯淺 墾道 氏（明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科教授）
寺沢 さゆり氏（長野市議会議長）
■課題討議
テーマ：地方議会のデジタル化の取組報告
コーディネーター：谷口 尚子　氏（慶応義塾大学大学院シ
ステムデザイン・マネジメント研究科教授）
パネリスト：金澤 克仁　氏（取手市議会議長）

板津 博之 氏（可児市議会議長）
林 　晴信 氏（西脇市議会議長）

中核市サミット 2022 in 豊田
令和4年10月27日（木）

　中核市市長・副市長、市議会議員等、約490名が参加。【多
様な主体とつながり、つくり、暮らし楽しむ～中核市が描く「ミ
ライのその先」～】をテーマに、基調講演とパネルディスカッ
ションが行われ、全体会議において、「中核市サミット豊田
宣言2022」を採択しました。なお、令和５年の中核市サミッ
トの開催地は宇都宮市になります。

■基調講演
テーマ：未来の未来を探る
～ AI・組織・コミュニケーションの視点から～
講師：大澤 正彦 氏（日本大学文理学部情報科学科助教授・
次世代社会研究センター長）
■パネルディスカッション
テーマ：多様なつながりと描く地域共生社会のミライ
コーディネーター：永田　 祐 氏（同志社大学社会学部教授）
コメンテーター：大澤 正彦 氏（日本大学文理学部情報科
学科助教授・次世代社会研究センター長）
パネリスト：太田 稔彦（豊田市長）

柴橋 正直（岐阜市長）
後藤 圭二（吹田市長）

■中核市サミット豊田宣言2022 ※一部抜粋
１．多様な主体との連携のもと、新しいモノや考え方と豊か
な地域資源を融合しながら、時代の変化にしなやかに適
応した「産業のまちづくり」を推進し、持続・発展し続
ける産業のミライのその先を目指す。

２．変化に向き合うとともに、多彩な主体の力を重ね合わせ、

生かし合うことで、多様なつながりと描く「地域共生社
会のまちづくり」を推進し、誰もが幸せを感じながら生
きるミライのその先を目指す。

➡   中核市は、それぞれの地域の特性を生かしながら、とも
に連携協力して以上の取組を推進し、多様な主体とつな
がり、時代の変化に適応した持続可能なまちづくりを推
進することで、日本の明るい「ミライのその先」を描い
ていくことを、ここに宣言する。

【民間先進技術動向調査】自動運転EXPO
令和4年10月28日（金）

　自動運転をはじめ、カーボンニュートラル等、様々な分
野の先端技術が集結した展
示会に参加。数百社に及ぶ
企業のブースで最新の技術
が紹介されるとともに、
様々な講演・セミナーが開
催され、市民連合は下記の
講演に参加しました。
■特別講演
RE100実現に向けて！成功の秘訣や具体策に迫る
テーマ①：ソニーグループが目指す再生可能エネルギー

100％の電力調達
講　　師：井上 哲 氏（ソニーグループ㈱ HQ 総務部

EHS グループ シニアマネージャー）
テーマ②：純水素燃料電池を活用した RE100 ソリュー

ションの展開
講　　師：重田 光俊 氏（パナソニック㈱ 執行役員 CGXO）

2040未来ビジョン出前セミナー in宇都宮
令和5年1月23日（月）

　全国市議会議長会主催の
「2040未来ビジョン出前セ
ミナー in宇都宮」が宇都宮
駅東口交流拠点（ライト
キューブ宇都宮）で開催さ
れました。
テーマ：都市のコンパクト化
と地域公共交通の再構築
講師：森本 章倫 氏（早稲
田大学理工学術院 社会環境
工学科教授）
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令和５年度予算案をはじめ、様々な課題に関して、
会派要望や市民の声を踏まえ、順次質問いたします。

駒 場 昭 夫 今 井 恭 男 小平 美智雄代表質問 一般質問 一般質問

３月議会質問予定者




