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平成２５年第４回宇都宮市議会定例会提出予定案件 

 

議案  ３６件 

予  算  案   ６件 

条  例  案   ７件 

 そ の 他 の  ２３件 
 事 件 議 決 案 
 

 

 

１ 予算案   ６件 

平成２５年度宇都宮市一般会計補正予算（第６号）及び５件の特別会計補正予算案 

   別紙のとおり 

 

 

 

 

２ 条例案   ７件 

⑴ 宇都宮市都市計画税条例の一部改正                  （税制課） 

税率の特例期間の延長 

 

 

 

⑵ 宇都宮市コミュニティセンター条例の一部改正      （みんなでまちづくり課） 

五代若松原地域コミュニティセンターの設置 

 

 

 

⑶ 宇都宮市墓園条例の一部改正                   （生活安心課） 

指定管理者による管理施設及び指定管理者が行う業務の範囲の拡大 

 

 

 

⑷ 宇都宮市国民健康保険税条例の一部改正              （保険年金課） 

国民健康保険税の税率等の改定 
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⑸ 宇都宮市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準を定める 

条例の一部改正                      （子ども発達センター） 

指定小規模多機能型居宅介護事業所に関する特例の要件の整備 

 

 

 

⑹ 宇都宮市市営住宅条例の一部改正                   （住宅課） 

市営住宅の入居者資格等に係る特例の対象の追加等 

 

 

 

⑺ 宇都宮市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正  （サービスセンター） 

受益者負担金及び分担金に係る延滞金の特例の新設 

 

 

 

 

３ その他の事件議決案   ２３件 

⑴ 指定管理者の指定について   １９件 

① 五代若松原地域コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

（みんなでまちづくり課） 

    施設の名称  宇都宮市五代若松原地域コミュニティセンター 

    指定管理者  五代若松原地区まちづくり推進協議会 

    指定の期間  平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

 

 

② 墓園４施設の指定管理者の指定について             （生活安心課） 

    施設の名称  宇都宮市北山霊園 

           宇都宮市上河内東山霊園 

           宇都宮市河内霊園 

           宇都宮市河内北霊園 

    指定管理者  栃木県造園建設業協同組合 

    指定の期間  平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

 



－３－ 

③ 墓園３施設の指定管理者の指定について             （生活安心課） 

    施設の名称  宇都宮市聖山公園 

           宇都宮市東の杜公園 

           宇都宮市八幡山墓地 

    指定管理者  平石環境システム・宇都宮文化センター・五光宇都宮店共同事業体 

           （平石環境システム株式会社，宇都宮文化センター株式会社，株式 

           会社五光宇都宮店） 

    指定の期間  平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

 

 

④ 総合福祉センター及び身体障害者福祉センターの指定管理者の指定について 

（保健福祉総務課・障害福祉課） 

    施設の名称  宇都宮市総合福祉センター 

           宇都宮市河内総合福祉センター 

           宇都宮市障害者福祉センター 

    指定管理者  社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会 

    指定の期間  平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

 

 

⑤ 老人福祉センターの指定管理者の指定について          （高齢福祉課） 

    施設の名称  宇都宮市老人福祉センターことぶき会館 

           宇都宮市老人福祉センターふれあい荘 

           宇都宮市老人福祉センターやすらぎ荘 

           宇都宮市老人福祉センターすこやか荘 

           宇都宮市上河内老人福祉センター 

    指定管理者  社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会 

    指定の期間  平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

 

 

⑥ 茂原健康交流センターの指定管理者の指定について        （高齢福祉課） 

    施設の名称  宇都宮市茂原健康交流センター 

    指定管理者  宮ビルサービス株式会社 

    指定の期間  平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 



－４－ 

⑦ サン・アビリティーズの指定管理者の指定について        （障害福祉課） 

    施設の名称  宇都宮市サン・アビリティーズ 

    指定管理者  企業組合労協センター事業団 

    指定の期間  平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

 

 

⑧ 泉が丘ふれあいプラザの指定管理者の指定について        （障害福祉課） 

    施設の名称  宇都宮市泉が丘ふれあいプラザ 

    指定管理者  社会福祉法人飛山の里福祉会 

    指定の期間  平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

 

 

⑨ 障害者作業所の指定管理者の指定について            （障害福祉課） 

    施設の名称  宇都宮市雀の宮作業所 

           宇都宮市若草作業所 

    指定管理者  社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会 

    指定の期間  平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

 

 

⑩ 環境学習センターの指定管理者の指定について          （環境政策課） 

    施設の名称  宇都宮市環境学習センター 

    指定管理者  特定非営利活動法人うつのみや環境行動フォーラム 

    指定の期間  平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 
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⑪ 市営駐車場の指定管理者の指定について             （商工振興課） 

    施設の名称  宇都宮市営駅西駐車場 

           宇都宮市営中央駐車場 

           宇都宮市営相生駐車場 

           宇都宮市営大谷駐車場 

           宇都宮市営多気山駐車場 

           宇都宮市古賀志山南登山道駐車場 

    指定管理者  野里電気工業株式会社 

    指定の期間  平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

 

 

⑫ 西鬼怒川地区グラウンドワーク活動センターの指定管理者の指定について 

（農林環境整備課） 

    施設の名称  西鬼怒川地区グラウンドワーク活動センター 

    指定管理者  特定非営利活動法人グラウンドワーク西鬼怒 

    指定の期間  平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

 

 

⑬ 市営駐車場及び自転車駐車場の指定管理者の指定について     （道路保全課） 

    施設の名称  宇都宮市営雀宮駅東口駐車場 

中央１丁目自転車駐車場 

           東武宇都宮駅東自転車駐車場 

           中央小学校北自転車駐車場 

           新幹線高架下自転車駐車場 

           ＪＲ宇都宮駅西口自転車駐車場 

           ＪＲ宇都宮駅西口歩道上自転車駐車場 

           ＪＲ宇都宮駅東口第１自転車駐車場 

           ＪＲ宇都宮駅東口第２自転車駐車場 

           ＪＲ鶴田駅自転車駐車場 

           ＪＲ雀宮駅東口自転車駐車場 

    指定管理者  公益社団法人宇都宮市シルバー人材センター 

    指定の期間  平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

 



－６－ 

⑭ 森林公園，自然休養村管理センター及びサイクリングターミナルの指定管理者の指 

定について                           （公園管理課） 

    施設の名称  宇都宮市森林公園 

           宇都宮市自然休養村管理センター 

           宇都宮市サイクリングターミナル 

    指定管理者  宇森・サイクル・恵・ウイズ共同事業体 

           （宇都宮市森林組合，サイクルスポーツマネージメント株式会社， 

           恵産業株式会社，ウイズテック株式会社） 

    指定の期間  平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

 

 

⑮ みずほの自然の森公園の指定管理者の指定について        （公園管理課） 

    施設の名称  みずほの自然の森公園 

    指定管理者  特定非営利活動法人みずほの 

    指定の期間  平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

 

 

⑯ 河内図書館の指定管理者の指定について             （生涯学習課） 

    施設の名称  宇都宮市立河内図書館 

    指定管理者  大高商事・紀伊國屋書店・藤井産業共同事業体 

           （株式会社大高商事，株式会社紀伊國屋書店，藤井産業株式会社） 

    指定の期間  平成２６年４月１日から平成２９年３月３１日まで 

 

 

 

⑰ 文化会館の指定管理者の指定について                （文化課） 

    施設の名称  宇都宮市文化会館 

    指定管理者  公益財団法人うつのみや文化創造財団 

    指定の期間  平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 
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⑱ 体育施設１８施設の指定管理者の指定について        （スポーツ振興課） 

    施設の名称  宇都宮市体育館 

           宇都宮市雀宮体育館 

           宇都宮市明保野体育館 

           宇都宮市サッカー場 

           宇都宮市弓道場 

           宇都宮市屋板運動場 

           清原中央公園 

           宮原運動公園 

           駒生運動公園 

           御幸公園野球場 

           鬼怒川緑地運動公園石井緑地 

           柳田緑地 

           みずほの中央公園 

           道場宿緑地 

           清原南公園野球場 

           陽南第１公園 

           陽南第２公園 

           錦中央公園 

    指定管理者  公益財団法人宇都宮市スポーツ振興財団 

    指定の期間  平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

 

 

⑲ 体育施設３施設の指定管理者の指定について         （スポーツ振興課） 

    施設の名称  宇都宮市陽南プール 

           宇都宮市スケートセンター 

           宇都宮駅東公園プール 

    指定管理者  株式会社オーエンス 

    指定の期間  平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 
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⑵ 栃木県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び栃木県市町村総合 

事務組合規約の一部変更に係る協議について             （行政改革課） 

  岩舟町の栃木市への編入合併に伴う構成団体の数の減少及び共同処理する事務の変 

更等の規約の一部変更 

 

 

 

⑶ 損害賠償の額の決定及び和解について                 （管財課） 

元今泉２丁目地内において発生した交通事故 

 

 

 

⑷ 栃木県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少及び栃木県後期高 

齢者医療広域連合規約の一部変更に係る協議について         （保険年金課） 

    岩舟町の栃木市への編入合併に伴う構成団体の数の減少及び規約の一部変更 

 

 

 

⑸ 市道路線の認定について                     （土木管理課） 

    １４路線の認定 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


