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①9期　②会長
③厚生常任委員会
•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
•後期高齢者医療広域連合議会議員
•国民健康保険運営協議会
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　
③建設常任委員会
•広報広聴委員会【副委員長】
•議会制度検討会議【副会長】
•通学区域審議会
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　
③環境経済常任委員会
•議会制度検討会議
•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

①１期
③建設常任委員会
•議会制度検討会議
•社会福祉審議会
•中央卸売市場運営協議会
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
③総務常任委員会
•次世代技術を生かしたまちづくり
　調査特別委員会
•広報広聴委員会
•交通安全審議会
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会計
③総務常任委員会【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
•議会ICT化検討会【副会長】
•都市計画審議会
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幹事長
③文教消防水道常任委員会　
•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】
•議会運営委員会【副委員長】
•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

駒 場 昭 夫
 こま ば あき お

①4期　②副会長・政調会長
③文教消防水道常任委員会【委員長】
•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
•農業振興対策審議会　
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

宇都宮市議会 定例会第６回
議会
報告

令和元年度

  令和元年11月5日臨時会が開催され、令和元年台風19号による被害に速
やかに対応するため、予算案2件、議員案1件が審議された。

 一般会計補正予算（第4号）17億4,531万5千円増 ･･････････････可決
【内容】被災者への支援、農業等被害者への支援、道路・河川・公園や緑
地等の応急修繕、土砂・倒木の撤去など追加計上しようとするもの。

 下水道事業会計補正予算（第1号）1億4,910万円増 ･････････････可決
【内容】下河原水再生センターの災害復旧工事等の実施のため追加計上し
ようとするもの。

 令和元年台風19号に係る災害復旧と防災減災に関する意見書 ･･････可決

議会報告

議　　案

議　　案

議 員 案

台風19号による被害への対応に関する緊急要望
　去る10月12日に上陸した台風19号は、
観測史上最大となる日降水量325.5㎜を
記録する歴史的な雨量を観測し、市内各
地で河川の溢水や住宅の浸水被害、土
砂災害等が発生するなど市内全域で避難
勧告が発令される記録的な災害となっ
た。今回の災害による市民への生活影響
を最小限に抑えるとともに、市民生活の
早急な復旧と、安心・安
全の確保に向けて市長に
要望書を提出した。（令和
元年10月15日提出）

令和2年度 予算 制度・政策に関する要望
　本格的な人口減少や少子化・超高齢化社会を迎え、子ど
もから高齢者まで安心して暮らしていくための制度設計や、
各種施策・事業を市民の理解を得ながら推進する必要があ
るなど、多岐に渡る課題を解決するための行政運営が必要
である。また、台風19号の被害にみる気象変動等の影響や

激甚化・頻発化する自然災害に対し、市民の生命・財産・暮らしを守るた
めの対応力強化が求められており、これらの観点を踏まえ、令和2年度予
算編成にあたり重点項目10項目、全7分野94項目に取りまとめ、「予算 制
度・政策に関する要望」として市長へ提言した。（令和元年10月24日提出）

  12月定例会では報告1件、議案31件（予算案7件、条例案9件、その他
の事件議決案15件）、陳情8件が審議された。

 一般会計補正予算（第5号）6億2,654万9千円減 ････････････････可決
【内容】法人市民税等の還付金の追加、新中間処理施設建設継続事業の
工事期間延長に伴う減額、台風19号による農業生産施設等の再建に対
する支援制度の拡充等に伴う追加、魅力ある商店街等支援事業補助金及
び観光振興促進事業補助金の追加、道路横断歩道橋の新設・治水対策に
係る河川調査の実施に伴う追加、宇都宮市における東京2020オリン
ピック聖火リレーの実施に伴う追加、台風19号による公共施設等の災
害復旧工事の実施に伴う追加等により、一般会計予算総額を減額補正し
ようとするもの。

 市税等納付案内業務委託を新たに設定するもの ･･････････････････可決

 下水道事業会計補正予算（第2号）2,100万円増 ････････････････可決
【内容】下河原水再生センター復旧工事の実施に伴うもの。

 宇都宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正、他8件 ･･･可決

 15件 ･･･････････････････････････････････････････可決　（以下抜粋）
 （1）工事請負契約の締結について
  ア）LRT車両基地検修庫新築工事 ･･･････････ 10億7,346万8千円
  イ）橋梁維持修繕工事（鬼怒橋） ･････････････････9億9,550万円
  ウ）電車線路設備工事（LRT） ･･･････････････････7億6,230万円
  エ）（仮称）平出町停留場信号設備工事 ･･･････････4億4,330万円

 （2）製造請負契約の締結について
  LRT車両製造 ････････････････････････････････8億3,962万円余

 （3）財産の取得について
  ア）分岐器の取得（LRT） ･････････････････････1億9,312万円余
  イ）鶴田沼緑地保全用地の取得 ････････････････1億4,252万円余

議会報告

議　　案

議　　案

議　　案

条 例 案

その他の
事　　件
議 決 案先進都市調査研究 10月30日▶11月1日

10月30日（水）～31日（木）▼高知市
「第14回全国市議
会 議 長 会 研 究
フォーラムin高知」
に参加。「議会活性
化のための船中八

策」をテーマとし、現場の課題とその実現
方策を考え、情報や意見の交換を行った。

11月1日（金）▼松山市
「新たなモビリティ
サービス時代のま
ちづくり」をテー
マに、歩いて暮ら
せるまちづくり、

データを活用した街路空間の再構築などに
ついて調査研究した。

令 和 元 年活動報告

宇都宮市議会 臨時会第５回
議会
報告

令和元年度


