
 

 

トータルデザインの取組について 

 

１ 目的 

我が国初となる全線新設のＬＲＴを導入するにあたり，市民，町民が接するすべての要素

に対して，ひとつのコンセプトを基に独自性豊かなデザインとすることで，ＬＲＴをシンボ

ルとした，新たな都市の価値や風格の創出を図るトータルデザインの取組を実施する。 

 

２ トータルデザインの主な検討内容    

⑴ 基本コンセプトの作成 

本地域の特性を活かしたデザインを統括する基本コンセプトを親しみやすく，分かりや

すい言葉で表現する。 

  

⑵ ハード面のデザイン 

ア 車両デザイン 

車両デザインの変更可能部分等について車両設計と調整を図りながら，住民アンケー

トを実施するなど，効果的な方法で住民意見を聴取し，その結果を反映した車両をデザ

インする。 

 

イ 施設デザイン 

停留場や架線柱，トランジットセンターなどの施設について，地域性に配慮した形状

や色彩についてデザインする。 

 

ウ サインデザイン 

停留場への案内サインなど，ＬＲＴが分かりやすく利用しやすい公共交通となるよう

デザインする。 

 

⑶ ソフト面のデザイン 

ア 住民参加，活用手法の枠組みデザイン 

ＬＲＴ事業に対する市民，町民，地元企業の気運を高めるため，着工から開業に向け

た住民参加，活用手法の枠組みをデザインする。 

 

イ 広報・ＰＲ手法デザイン 

ＬＲＴ事業の進捗に合わせ，効果的な広報活動を展開し，開業に向けての気運を高め

るなど，利用促進を図る広報・ＰＲ手法をデザインする。 

 

３ 検討体制 

  トータルデザインの取組に当たっては，各種専門的な検討や住民意見を広く聴取するこ

とが必要となることから，有識者等による「ＬＲＴデザイン部会」の設置を考えている。 

  部会は，「芳賀・宇都宮基幹公共交通検討委員会」の専門部会として位置づけ，検討結

果を委員会に報告する。 

別紙１「ＬＲＴデザイン部会設置要綱（案）」参照 

※検討イメージ（案）については，別紙２参照 
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ＬＲＴデザイン部会設置要綱（案） 

 

（設置） 

第１条 芳賀・宇都宮基幹公共交通検討委員会（以下「委員会」という。）設置要綱第９条に

基づき，ＬＲＴデザイン部会（以下「部会」という。）を設置する。  

（検討事項） 

第２条 部会は，次の各号に掲げる事項について検討する。 

⑴ デザインの基本コンセプトに関する事項。 

⑵ 施設デザインや広報計画デザインに関する事項。 

⑶ その他部会の目的を達成するために必要な事項。 

（組織） 

第３条 部会は，別表第１に掲げる委員で組織することとし，市長が委嘱する。 

２ 有識者委員の任期は，委嘱の日から検討終了の会議の日までとする。 

３ 行政委員，軌道運送事業者委員及び利用者委員の任期は，委嘱の日から検討終了の会議

の日までとし，委嘱されたときにおける当該職又は身分を失ったときは，その職を失う。  

４ 欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

（部会長） 

第４条 部会に，部会長１人を置く。 

２ 部会長は，委員の互選によって定める。 

３ 部会長は，会務を総理し，会議の議長となる。 

４ 部会長に事故があるとき，又はやむを得ず欠席するときは，部会長があらかじめ指名し

たものがその職務を代理する。 

（行政アドバイザー） 

第５条 部会に，別表第２に掲げる行政アドバイザーを置く。 

（会議） 

第６条 会議は，必要に応じて，部会長がこれを招集する。 

２ 部会長は，必要に応じて，関係者の出席を求め，その意見を聞くことができる。 

（事務局） 

第７条 部会の事務局は，宇都宮市建設部ＬＲＴ整備室及び芳賀町建設産業部都市計画課に

置く。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか，部会の運営に関して必要な事項は，部会長が別に定

める。 

 

  附 則 

この要綱は，平成２８年 月  日から施行する。 

 

 

 

 

   
 

別紙１ 



 

 

 

 

別表第１（第３条関係） 

 氏名 役職等  

有識者委員 望月 明彦 元富山市助役  

山島 哲夫 宇都宮共和大学教授  

三橋 伸夫 宇都宮大学教授  

橋本 優子 宇都宮美術館主任学芸員  

坂本 廣樹 栃木県デザイン協会 会長  

行政委員 吉田 信博 宇都宮市副市長  

上野 哲男 芳賀町副町長  

軌道運送事業者委員 中尾 正俊 宇都宮ライトレール株式会社常務取締役  

利用者委員 
金田 貞夫 宇都宮市自治会連合会 会長  

若林 孝男 芳賀町自治会連合会 会長  

大貫 隆久 
社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会 

副会長 
 

岩村  誠 
社会福祉法人芳賀町社会福祉協議会 

会長 
 

 

別表第２（第５条関係） 

行政アドバイザー 栃木県 県土整備部 交通政策課長 

 

 



ＬＲＴデザイン部会（案） 

ソフト面の 
デザイン 

・住民参加 
・広報，ＰＲ手法 

基本コンセプトの作成 

親しみやすく，分かりやすい言葉で表現 

ハード面の 
デザイン 

・車両デザイン 
・施設デザイン 
・サインデザイン 

ＬＲＴ車両部会 

車両設計・車両設計認
可の手続き 
・車両設計の仕様書，
選定に必要な事項 

・車両設計認可に必
要な事項 

車両設計・製作に必要
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車両の基本仕様 

車両詳細設計 
・魅力ある新たなシンボルの創出 

・全ての人に優しく，市民の足とし
ての利用促進 
・愛着や誇りの醸成 

別紙２ 

芳賀・宇都宮基幹公共交通検討委員会 
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芳賀・宇都宮基幹公共交通検討委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 宇都宮市の「東西基幹公共交通の実現に向けた基本方針」を踏まえ，ＬＲＴの事業

化に向けて各種専門的な検討を行うため，芳賀・宇都宮基幹公共交通検討委員会（以下「委

員会」という。）を設置する。  

（検討事項） 

第２条 委員会は，前条の目的に従い，次の各号に掲げる事項について検討する。 

⑴ ＬＲＴの導入ルートや施設整備等，芳賀町の延伸区間を含めた整備方針に関すること。 

⑵ ＬＲＴ事業の許認可に必要となる事項に関すること。 

⑶ その他，ＬＲＴの事業化に必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は，別表第１に掲げる委員で組織することとし，市長が委嘱する。 

２ 有識者委員の任期は，委嘱の日から検討終了の会議の日までとする。 

３ 行政委員，軌道運送事業者委員の任期は，委嘱の日から検討終了の会議の日までとし，

委嘱された時における当該職又は身分を失ったときは，その職を失う。  

４ 欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。  

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に，委員長及び副委員長１人を置く。 

２ 委員長は，委員の互選によって定める。 

３ 副委員長は，委員のうちから委員長が指名する。 

４ 委員長は，会務を総理し，会議の議長となる。 

５ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるとき，又はやむを得ず欠席するとき

は，その職務を代理する。 

（行政アドバイザー） 

第５条 委員会に，別表第２に掲げる行政アドバイザーを置く。 

（オブザーバー） 

第６条 委員会に，別表第３に掲げるオブザーバーを置く。 

（会議） 

第７条 委員会は，必要に応じて，委員長がこれを招集する。 

（意見の聴取） 

第８条 委員会は，必要に応じて，関係者の出席を求め，その意見を聞くことができる。 

（部会） 

第９条 委員会は，第２条各号に掲げる事項について，高度に専門的，かつ，技術的な検討

を行うため，必要に応じて，部会を設置することができる。 

２ 部会の組織，運営その他必要な事項は，委員長が別に定める。 

 

   
 

参 考 



 

 

（事務局） 

第１０条 委員会の事務局は，宇都宮市建設部ＬＲＴ整備室及び芳賀町建設産業部都市計画課

に置く。 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか，委員会の運営に関して必要な事項は，委員長が委員

会に諮って定める。 

 

  附 則 

この要綱は，平成２５年１１月２１日から施行する。 

この要綱は，平成２６年３月２０日から施行する。 

この要綱は，平成２７年６月１日から施行する。 

この要綱は，平成２７年１１月１２日から施行する。 

この要綱は，平成２８年２月２２日から施行する。 



 

 

別表第１（第３条関係） 

 氏名 役職等 

有識者委員 森本 章倫 早稲田大学教授 

岸井 隆幸 日本大学教授 

望月 明彦 元 富山市助役 

内野 直忠 公認会計士 

行政委員 吉田 信博 宇都宮市副市長 

上野 哲男 芳賀町副町長 

軌道運送事業者委員 中尾 正俊 宇都宮ライトレール株式会社常務取締役（安全統括管理者） 

 

別表第２（第５条関係） 

行政アドバイザー 国土交通省 都市局 街路交通施設課 街路交通施設企画室長 

国土交通省 関東地方整備局 建政部 都市整備課長 

国土交通省 関東地方整備局 道路部 道路計画第二課長 

国土交通省 関東地方整備局 宇都宮国道事務所長 

国土交通省 関東地方整備局 下館河川事務所長 

国土交通省 関東運輸局 交通政策部 交通企画課長 

国土交通省 関東運輸局 鉄道部 計画課長 

国土交通省 関東運輸局 栃木運輸支局長 

栃木県 県土整備部 交通政策課長 

栃木県 県土整備部 道路保全課長 

栃木県 警察本部 交通部 交通規制課長 

 

別表第３（第６条関係） 

オブザーバー 鹿沼市総務部企画課 

真岡市総務部企画課 

上三川町企画課 

益子町総務部企画課 

茂木町企画課 

市貝町企画振興課 

壬生町総務部総合政策課 

高根沢町総務企画部地域安全課 

東日本旅客鉄道株式会社大宮支社 

東武鉄道株式会社 

関東自動車株式会社 

東野交通株式会社 

ジェイアールバス関東株式会社 

栃木県タクシー協会 


