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①9期　②最高顧問
③建設常任委員会
•総合計画調査特別委員会 第３分科会
•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
•総合計画調査特別委員会 第１分科会
•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
•総合計画調査特別委員会 第２分科会
•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】
•総合計画調査特別委員会 第２分科会
•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
•総合計画調査特別委員会 第３分科会
•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】
•総合計画調査特別委員会
　第２分科会【会長】
•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
•総合計画調査特別委員会【副委員長】
総合計画調査特別委員会 第１分科会
•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
•総合計画調査特別委員会
　第１分科会【副会長】
•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

※総合計画調査特別委員会　第１分科会（子育て・教育・学習・健康・福祉・医療・総務分野）　第２分科会（魅力・交流・文化・産業・環境分野）　第３分科会（安心・協働・共生・都市空間・交通分野）
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予　算　案
●令和3年度一般会計補正予算（第8号）
43億9,654万円増（総額2,397億144万円）

　･････････････････････････････････････ ▶可決
【主な内容】①ふるさと宇都宮応援寄附事
業の寄付金が見込みを上回ったことに伴
う返礼品経費の増。②がん患者に対する
医療用補整具購入費助成制度の創設。③
新型コロナワクチンの3回目接種の実施。
●令和3年度一般会計補正予算（第9号）
80億3,000万円増（総額2,477億3,144万円）

　･････････････････････････････････････ ▶可決
 0歳から18歳までの子どものいる児童手
当支給対象相当の収入の世帯に対し、1
人あたり10万円を支給する「子育て世帯
等臨時特別支援事業」の実施。

条例案、その他の事件議決案
●宇都宮駅東口交流広場条例の制定に
　ついて ･････････････････････････････ ▶可決
・宇都宮駅東口交流広場の設置にあたり、
名称や使用料等を定めるもの。

●宇都宮市医療費助成に関する条例の
　一部改正について･････････････････ ▶可決
・重度心身障害者医療費助成制度において、
経済的負担の軽減及び健康の保持増進を
図るため精神障害者保険福祉手帳1級の
者を助成対象に追加しようとするもの。
●宇都宮市一般職の職員の給与に関する
条例等の一部改正について ･･････ ▶可決

・一般職の職員の期末手当を引き下げると
ともに、これに準じて市議会議員及び特

別職の職員の期末手当を引き下げようと
するもの。

請願・陳情
●核兵器禁止条約への参加と推進を求め
る請願･･････････････････････････ ▶不採択

●核兵器禁止条約と核廃絶の啓発に関す
る陳情･･････････････････････････ ▶不採択

●核兵器禁止条約の批准を求める意見書
提出に関する陳情･･････････････ ▶不採択
【会派意見】核兵器禁止条約の批准や条約
締約国会議に日本政府のオブザーバー参
加を求める意見書を政府に提出すること
は、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
立って核廃絶を訴えていく覚悟を示すた
めに重要であると考えることから採択を
求めた。

議員協議会
●2014年に認可外保育施設「といず」で幼
児が死亡した事件において、市の対応と
死亡の因果関係を認定し施設側と市に賠
償を命じた控訴審裁判決を市が受け入
れ、再発防止策について検討していく旨
の報告がなされた。
【会派意見】当会派では、一審判決後、市
の過失が認められることから「控訴すべ
きでない」と反対討論や一般質問を通し
て訴えてきた。判決を重く受け止め、徹
底して再発防止に努めるとともに、ご遺
族へ真摯な謝罪を行うべきである。
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12月定例会では、報告1件、議案29件（人事案2件・予算案4件・条例案13件・
その他の事件議決案10件）と議員提出議案1件、請願3件、陳情6件が審議されました。
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令和4年度 予算  

感染症対策の充実・強化1

①感染症対策の充実・強化
これまでの対応を検証し危機管理体制の
見直し及び保健所の人員強化等体制の
整備
②ワクチン接種体制の確保
今後のワクチン接種における必要な体制
整備及び、免疫獲得機会のない年少者
に対するインフルエンザ予防接種費補助
事業の継続

医療体制の維持・確保2

１次・２次救急医療機関の体制維持にかか

る支援の継続及び、民間医療機関の経営
安定化支援

経済回復の推進3

①中小零細企業の事業継続支援
②地方回帰の推進

教育機会の確保4

①教育・経験の機会確保
②デジタル教材・ＩＣＴの活用強化

コロナ禍における人権保護5

災害時における感染症対策の強化6

現状の対策や、今後のポストコロナ社会に向けて必要となる施
策をまとめ、以下の特別要望を市長に提出した。

ポストコロナ社会に向けての施策の充実・強化特別要望

制度・政策に関する要望書を提出

昨年来、感染症対策に苦しんできた我
が国では、デジタル化の遅れやグローバ
ルサプライチェーンの分断等の構造的な
弱点が露呈され、社会的な転換が必要
となっている。加えて、世界的に取り組
みが進められている地球温暖化対策や
気象変動への対応が、新たな経済成
長の源泉となるよう、循環型経済の確
立は大きな課題となっている。本市にお

いては引き続きポストコロナ社会に向け
ての施策の充実・強化や、長期に渡り
影響を受けている事業者に対する支援
等、喫緊の課題に対応しつつ、今後の
社会環境や人口構造の変化に的確に
対応し、持続的に発展できるまちづくりと
行政基盤の強化を図る事が必要であ
る。これらの観点を踏まえ、当会派は令
和4年度予算編成にあたる施策に関す
る要望を、新型コロナウイルス関連の特
別要望6項目、一般政策8分野77項目に
取りまとめ、市長に要望書を提出した。
（令和3年11月24日）

詳細は市民連合HPに掲載▶


