
 

会  議  録 

 

１ 会議名 平成２１年度 第１回河内自治会議 

２ 開催日時 平成２１年４月１０日（金） 午後２時００分～午後４時００分 

３ 開催場所 河内地域自治センター 第１会議室 

４ 出席者 【委 員】 

中村祐司（会長），山根登（副会長），伊藤昭博，大田原加久司，菊地久

美子，小嶋由美子，駒田静雄，櫻井清一，渋井トミ子，五月女勝正，五

月女純，手塚米子，中西幸子，永見幹夫，西岡隆義，福田義雄，前野巌，

松谷悦広，森本喜美子  

【事務局】 

自治振興部長，地域自治制度担当参事，自治振興部次長，河内地域自治

センター所長，河内地域自治センター参与，地域経営課長，地域づくり

課長，窓口課長，保健福祉課長，産業課長，土木課長 ほか３名 

 

５ 公開･非公開 公 開 

６ 傍聴者数 【傍聴者】 ２名 

７ 会議経過 (1) 開会 

(2) 辞令書交付 

(3) あいさつ 

(4) 委員紹介 

(5) 事務局紹介 

(6) 地域自治会議について 

・地域自治制度について 

・地域自治会議について 

・会議及び会議録の公開について 

(7) 会長・副会長の選任 

(8) 諮問 

・合併市町村基本計画の執行状況について（諮問） 

(9) 合併市町村基本計画について 

 ・概要と現状について 

(10) その他 

 ・今後のスケジュール等について 

 ・上河内・河内地域のうつのみや百景募集について 

(11) 閉会  
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(1) 開 会 

司会 

 

皆さん，こんにちは。それでは，ただいまから，第１回宇都宮市河内自治会

議を開会させていただきます。 

今回は，第２期目の新たなスタートの回となりますので，よろしくお願いい

たします。 

(2) 辞令交付 

司会 

 

それでは，最初に委員の皆さまに辞令書をお渡しいたします。 

委員の皆さまを代表して，渋井委員にお受け取りいただきたいと思いますの

で，前へお願いいたします。 

部長 渋井トミ子様 宇都宮市河内自治会議委員に委嘱いたします。平成２１年４

月１日 宇都宮市長佐藤栄一。よろしくお願いいたします。 

司会 なお，他の皆さま方におかれましては，机の上にお配りさせていただきまし

たので，よろしくお願いいたします。 

(3)あいさつ 

司会 ここで自治振興部長より，ご挨拶を申し上げます。 

部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん，あらためまして，こんにちは。自治振興部長の小林でございます。 

本日，平成２１年度第１回の河内自治会議の開催に当たりまして，ひとこと

ごあいさつ申し上げます。 

ただいまは，２０名の新しい河内自治会議の委員さんに，気持ちよく委員を

お引き受けいただきまして，誠にありがとうございます。 

心よりお礼を申し上げます。 

この会議の中で答申をいただきました合併市町村基本計画の１２事業でござ

いますが，岡本駅西土地区画整理事業，そして，道路新設改良事業，それから

公共下水道整備事業など順調に整備が進んでいるものと受け止めております。 

これもいままで委員をしていただいた方々のご努力，ご熱心な協議の結果で

あると感謝を申し上げます。 

さて，現在，宇都宮市では，昨年３月に合併後の新しい宇都宮市の総合計画

である，第５次総合計画を作りまして，まちづくりに取り組んでおります。 

その中でこれから宇都宮市が目指しますのは，ネットワーク型コンパクトシ

ティと申しまして，連携結束型の都市というようなコンパクトシティでござい

ますが，それに向けて様々な取り組みをしてまいります。 

これから宇都宮が，明るくて，楽しくて，そして，みんなが住みやすい街を

めざすための計画を作りまして，まちづくりをやっております。 

また，新たに，市民サービスの向上ということで，行政改革の推進，それから，

宇都宮ブランドの確立のために，宇都宮の特色，魅力を発信してまいります。 
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部長 地産地消の推進などで，農業王国宇都宮を目指そうということで，その３つ

を，新たな総合計画の中にも重点事業と位置づけて，これから取り組んで行こ

うとしております。 

このようなことから，皆さんにも，この会議を協議の場として，有効な活用

していただき，この地域が魅力ある地域，そして，やがては宇都宮全部が魅力

ある宇都宮となりますように，２１年・２２年の２年間の期間でございますが，

ご協議いただけると期待しております。 

これから皆さんは，地域の代表ということで，建設的で，率直なご意見を出

していただきまして，この河内地域が，宇都宮市の誇れる地域として，歴史や

文化，伝統を施策に反映できるような，ご提案をいただければと思っておりま

す。 

これから，行政も皆さんと協力して，議論して，良いまちにしようというこ

とでやっていきたいと思いますので，皆さんのご協力，それに加えまして，皆

さまのご健勝と，これからの益々のご活躍をお願いして，簡単ではございます

が，あいさつとさせていただきます。 

これから，よろしくお願いいたします。 

(4) 委員紹介 

名簿順で，各委員を紹介 

(5) 事務局紹介 

自治振興部長以下職員１３名，自己紹介 

(6)  地域自治会議について  

・地域自治制度について，資料に基づき事務局説明 

・地域自治会議について，資料に基づき事務局説明 

・会議及び会議録について，事務局説明 

事務局 

 

本日の会議の出席者数は，欠席者１名の１９名で，過半数に達しております

ので，会議が成立することをご報告いたします。 

会議の公開についてですが，本市では，審議会や懇談会の会議及び会議録は，

原則として公開しています。 

平成１９年４月５日に開催いたしました，河内自治会議の初回において，会

議は，傍聴者を１０名として公開することとし，また，会議録は，個人名を除

き，要点筆記する形として公開することと決めておりますので，ご了解くださ

いますよう，お願いいたします。 

 

議     事 

(7)  会長・副会長の選任について 
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事務局 つづきまして，会長・副会長の選任に移ります。 

お手元にお配りしてあります宇都宮市地域自治会議規則の第２条を見ていた

だきたいのですが，「自治会議に会長及び副会長を置き，委員の互選によって定

める」と規定されております。この規定に基づき，会長と副会長を皆さま方の

中から選任いただきたいと思います。 

いかがいたしましょうか。 

委員 この自治会議が始まって２年が経過します。２年前は私たちも素人で，いろ

いろと苦労して，何とか道筋がたって，会議の内容が見えてきた状況だと思い

ます。 

その間，会長としていろいろお骨折りいただきました，中村委員を会長とし

て推薦したいと思います。 

また，副会長としては，河内地区連合自治会の会長さんがなさっていた経緯

がありますので，いろいろな防災とか，防犯とかの責任者であられる連合自治

会の会長さんであります，山根委員を，副会長として推薦したいと思います。

よろしくお願いいたします。 

事務局 はい，ありがとうございました。 

ただいま，会長に中村委員，副会長に山根委員というご意見がありましたが，

いかがでしょうか。 

委員 （拍手） 

事務局 はい，ありがとうございます。 

それでは，会長に中村委員，副会長に山根委員にご就任いただきたいと思い

ますので，どうぞよろしくお願いいたします。 

それではここで，中村会長からごあいさつを頂戴したいと思いますので，ど

うぞよろしくお願いいたします。 

会長 中村でございます。非常に重職かつ，責任のあるポジションに，推していた

だきまして，大変緊張しております。 

先ほど自治振興部長のお話にもありましたように，新しい制度でありまして，

私自身地方自治を研究する研究者のひとりとして，委員の方に助けていただき

ながら，何とか２年間で，非常に貴重な部会の積み上げや，答申，まちづくり

に対しての提言という形で，実施させてもらいました。 

河内発の，宇都宮市の発展につながるというような刺激を受けつつ，全国的

にみても，宇都宮市独自の形をもっている会議だと思っています。 

力不足のところも，多々皆さんから目につくと思いますが，一生懸命やらせ

ていただきますので，よろしくお願いいたします。 

委員 （拍手） 

事務局 ありがとうございました。 

それでは，この後の進行につきましては，中村会長にお願いしたいと思いま
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す。よろしくお願いいたします。 

(8) 諮問 

  ・合併市町村基本計画の執行状況について 

会長 それでは，早速，今日の会議を進めさせていただきたいと思います。 

会議次第といたしましては，「８」に入ります。 

先ほど事務局から説明がありましたように，この河内自治会議の大きな２つ

の役割といたしまして，市長からの諮問を受けて，それに対して，合併市町村

基本計画の執行状況につきまして，答申を行うということが，２つの大きな機

能のうちの１つでございます。 

もう１つは，今年の後半になってきますが，まちづくりに関する提案を行う

こととなっております。 

早速，「８」の諮問に移りたいと思いますので，事務局から説明をお願いいた

します。 

 

事務局 ただ今の「合併市町村基本計画の執行状況について」は，本年も本日付けで

市長より諮問があります。 

本日は，市長に代わりまして，自治振興部長からお渡しさせていただきます。

部長 宇都宮市河内自治会議 会長 中村祐司 様  

合併市町村基本計画の執行状況について(諮問) 

宇都宮市地域自治会議条例第３条第２号に基づき，合併市町村基本計画の執

行状況についての意見を求めます。 

平成２１年４月１０日 宇都宮市長 佐藤栄一 

どうぞ，よろしくお願いいたします。 

事務局 委員の皆さまには，諮問書の写しを配布させていただきます。 

一昨年，昨年に引き続き，今年も諮問がありました。 

皆さまでご議論いただき，答申書をまとめてくださいますよう，どうぞよろ

しくお願いいたします。 

(9) 合併市町村基本計画について 

  ・概要と現状について 

会長 ただ今，市長から諮問を受けましたが，早速，皆さま方と意見交換をしなが

ら，答申をまとめていきたいと思います。 

スケジュールにつきましては，昨年の経験で申しますと，７月か８月ぐらい

を目途に答申をまとめていく，ということでございます。 

今日のところは，あまり構えずに，どんなご意見でも結構ですから，一番最

初の議論は，のびのびと言っていただける機会だと思いますので，事務局から

の説明が終わりましたら，皆さまの意見をいただきたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

それでは，ただ今，諮問がありました，合併市町村基本計画の執行状況につ
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きまして，現状を事務局から，説明をお願いいたします。 

事務局 それでは，説明させていただきます。 

皆さま方には，今日お配りいたしました資料以外に，以前お配りした資料１

をお持ちいただいていると存じます。 

今まで委員でいらした方には，前回３月の会議での資料，新しく委員になら

れた方は，先週，説明をさせていただいたときの資料の中に，資料１が入って

ございます。 

一旦は，皆さま方にざっとご説明をさしあげているものですので，こちらに

ついては，おさらいというような形で，話をさせていただきたいと思います。 

それから，本日は，お配りしたクリップ止めした資料の中に，「資料１追加」

と書いてある資料が，青いパンフレットの前あたりに，写真が載っている紙が

ございます。 

これは，昨日，道路などについて，いくつか回ってきまして，昨日時点での

状況を写真に撮ってまいりました。そちらも含めてご覧になっていただきたい

と思います。 

（資料１「合併市町村基本計画」地域別計画における主要事業により事務局

説明） 

（第５次総合計画のパンフレット，「実施計画の概要」及び「当初予算の大綱」

の該当部分を事務局説明） 

会長 委員の方々がこれから検討，答申に向けてやっていくうえで，基本的な資料

になりますので，少し丁寧に，事務局から説明していただきました。 

合併市町村基本計画に盛り込まれている１２事業について，昨日撮った写真

も含めて，執行状況について説明していただきました。 

そして，総合計画，特に実施計画については，なかなかなじみのない方もい

らっしゃるかもしれませんが，ここに反映されなければ，実際に事業として回

っていきませんので，実施計画のところでの反映，それから，当然予算への反

映ということで，今，説明していただきました。 

今日は，答申に向けた最初の意見交換ですので，個別的なところでも結構で

すし，大きなところでも結構です。 

今日のご意見につきましては，次回以降につなげていき，今日，ここで何か

を決定したりするものではございませんので，私としては，時間は限られてお

りますが，皆さま方の自由な意見をいただけたらと思います。 

あるいは，ただ今の説明についての質問等でも結構ですので，いかがでしょ

うか。 

はい，どうぞ。 

委員 資料１の事業名④⑤⑥の小中学校整備事業について，前回３月２５日にこの

資料をいただいて，写真で納得したのですが，その後，田原小を訪問いたしま

して，目で確かめてきました。 

小中学校整備事業については，一昨年，現地を見て，答申に載せてきました。
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特にトイレを含めて，大規模改造が行われたので，校長以下職員が大変感謝して

いるで，私も，皆さんにその意をお伝えしたいと思いました。 

市当局にあらためて，感謝したいと思います。 

ありがとうございました。 

会長 元気付けられるというか，一昨年視察をいたしまして，前の委員の方々の皆

さまの意見として，一刻も早くということで，今，やっているということです。

ありがとうございました。 

最初のご意見としては，元気が出るご発言でした。 

ありがとうございました。 

他に，いかがでしょうか。 

委員  事業に関連してのことですが，昨年の市長を囲んでの懇談会で，下水のこと

で，大変意見が出たところですが，事業名２番の公共下水道整備事業に付きま

して，河内地域全部の下水道の認可区域が書いてございますが，近所のことで，

自分のところしかわかりませんが，私の住んでいる宝井団地の北側，現在，下

水道は，認可されておりません。 

 連続している東野地区というところは，市長のお話ですと，「下水は認可でき

ないから，合併浄化槽でやるんだ。」という意見がございましたが，この図でい

きますと，将来，見込みがあるということなのでしょうか。 

図面の見方を教えていただきたいのですが。 

事務局 

 

 

 

 

 今，ご発言のありましたところですが，こちらの地図のピンク線で囲った部

分につきましては，下水道の認可区域と申しまして，近い将来，下水道を整備

していくという区域として，つい先日，認可が下りたということです。このエ

リア内については，基本的に近い将来，整備工事が進められて，接続をしてい

くというエリアになってございます。 

委員 

 

はい，わかりました。 

会長 ありがとうございます。 

近い将来というと，平成２２年度以降ということですか。 

事務局 こちらについては，予算も限られておりますので，順番に計画を立てて，予

算立てをして，順番に進めていくということです。 

基本的に赤い線で囲んだところが，近い将来なっていくという予定が立って

いるところです。 

会長 他に，いかがでしょうか。 

委員 岡本駅西口の都市計画について，ご質問したいのですが，市単独の事業なの

か，それとも国から補助がでるとか，いろいろな制度の中でやっているのでし 

ょうか。 

それから，我々の公共の下水とか電気とか，今，宇都宮市内では，どんどん

道路の電線が地下に埋まって，きれいになっていますね。 
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そういうことからいきますと，岡本駅西口も，一緒に電気を入れるとか，都

市ガスもすぐそばの工業団地まで来ているので，ガス，電気，電話を一緒にし

た計画を，やれないのでしょうか。 

いいチャンスだと思うのですが。 

道路をほじくり返し，下水のためにやりますとか，電気のためにやりますで

はなく，先見的にやるということで岡本西地区は，こういうことでやりますよ

ということでいければ，すばらしいと思うのですが。 

会長 ２つですよね。最初のところは，お金の出どころと，２つめは，電線の地中

化とか，ガスの地中化とか。 

事務局  まず，補助につきましては，市単独ではございませんので，国などの補助を

受けながら，事業を進めているところです。 

それから，下水，電気などいろいろお話がありましたが，具体的にどのよう

な形で進められているのかについては，現在，私どもでも，細かい情報まで持

ってございませんが，完全に街を新しくしていく，道を新しく通すというよう

な，まっさらなところに作るというようなものに近いものですので，特に，下

水につきましては，当然，道路の下に作っていくものですので，道路の整備に

合わせて，下水の工事を進めていくというようなことは，なされているようで

す。 

ただ，電線の地中化とかについては，私どもの方では，現在資料を持ってご

ざいませんが，道を新しく作っていくのに合わせて，まちづくりを進めていき

ますので，何等かは，進めていかれるものと思っています。 

会長 はい，どうぞ。 

委員 電線の地中化とか，歩道のカラーとか，私も前に聞いたことがありますが，

はっきりした返事もしていないで，それはまた後で，というような雰囲気で聞

いた覚えがあります。 

委員 税収が下がってきているので，１回工事をやったら，全部の準備ができてる

よ，というような先見性のあるようなことをやってほしいですね。 

会長 はい，ご意見ということですね。 

はい，どうぞ。 

委員 先週，事前説明ということで，今日と同じように，細かいお話を聞くことが

できまして，私としましては，何処にどのようなものがあるか，この目で見た

いということで，１２事案につきまして，４月６日に車を利用して，回ってみ

ました。 

個人的に回れなかったのは，公共事業の整備の関係と，小中学校の補強の関

係についてでした。 

ほかは，全部で約５０キロほど回ってきたのですが，なるほどと，いうこと

を新たに感じました。 

 8



 

 

１つだけ感じましたのは，長丁場の工事であります岡本駅西の区画整理の関

係。 

事務局のご説明にもあったように，道路がその都度曲がり整備されていて，

工事中になっています。 

そこで思いますのは，栃木県は，道路標識が非常にお粗末だなという感じを

受けています。 

この工事に関しましても，岡本駅から来る場合は，白沢方面，宇都宮方面と

いう大きな道路標識があるのですが，上戸祭の方から来る道路のダントータイ

ルから駅の方へ向っていく場合と，白沢から上っていく場合の道案内が非常に

わかりづらい。 

ぐるぐる回りして，どっちに曲がれば駅に行けるのか，非常に不安でした。 

長丁場の工事であるがゆえに，また，大きく道路事情が変わるという理由も

ありますので，北部区画整理事務所さんの担当かと思いますが，道路が変わる

たびに明確な道しるべ，道案内，道路標識というものを掲げられることを，是

非ともお願いしたい。 

あとまた，おりがありましたなら，見たところの感想を申し上げたいと思い

ます。 

とにかく，新参者で，これといった専門知識がありませんので，見ること，

聞くこと，調べることをもって，これからも勉強させていただきたいと思いま

すます。 

どうぞ，よろしくお願いいたします。 

会長 現場を実際に回られたということですが，ありがとうございます。 

他には，具体的なご指摘や，答申の中でスバリと言えることを，検討したい

というようなご意見として，ありがとうございました。 

他に，いかがでございましょうか。 

岡本駅西土地区画整理事業ですが，３０年間みているということですが，こ

の自治会議として，答申を出すときには，難しかったと思います。 

なかなか，ご意見としての皆さんの一致したものを，どのように自治会議の

中でやってくか，その辺のところが難しかったという印象があります。 

コストの関係とか，よりいいものの財源の条件とか。 

この岡本駅の場合には，精力的に取り組んでいるようです。しかし，身近な

ところですと，宇都宮の東口のエリアとかは，止まっている状況で，世界経済

緊縮の下では，自治体の財源も，いろいろとあるようです。 

他にいかがでしょうか。はい，どうぞ。 

委員 私は，説明会にこられなくて，今日初めてということで，愚問になってしま

うかもしれませんが，素朴な疑問なのですが，田原小学校の耐震と改造工事と

なっているのですが，これを見るとトイレだとか直してあるのですが，岡本西

小の方をみて見ると，体育館の耐震工事となっていると思うのですが，たまた 
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 ま何回か行っているので感じるのですが，岡本西小のトイレもかなり臭って，

こども達がいやな思いをして，ご父兄方が，定期的に掃除に行ったりしている

のです。 

そういうのも含めて，耐震だけではなく，トイレは一番清潔でなければいけ

ないところだと思うので，トイレだけでも考慮していただければ，いいのかな

と素朴な意見なのですが，そう思いました。 

会長 ありがとうございました。 

事業名④から⑥ですね。 

今年度を見る限り，岡本西小のトイレ工事が入っていないので，是非，２２年

度以降に入れていただきたいということですね。 

委員 はい。 

事務局 事務局から補足説明をさせていただきます。 

資料１をお開きいただいて，事業名④⑤⑥の学校の整備事業のところをお開

きいただきたいのですが，資料裏面，写真のすぐ前のページなのですが，参考

としまして耐震化工事対象校一覧という表が書いてございます。 

こちらに書いてあります１番の校舎，２番の体育館，こちらについて，今後，

耐震化の工事が予定されている学校となっております。 

先ほど体育館につきましては，岡本西小学校が今年度予定されています，と

お話させていただきましたが，校舎につきましても，岡本西小学校の校舎が耐

震化の工事の対象の予定と入っておりますので，今，現在はまだ工事の順番の

予定というのがたっていないところですが，こちらについても，最終的には，

田原小学校と同じような耐震補強と，原則として，耐震補強をするに当たって

は，同じような大規模改造というものがセットで行われているように聞いてお

りますので，おそらく同じような形の工事が，岡本西小でも行われると，こち

らでは考えております。 

会長  ありがとうございました。 

そういう傾向だということですね。 

委員 はい，ありがとうございました。 

会長 確かに書いていないので，なかなか捉え方が，難しいですね。 

ありがとうございました。 

今日，いただいたご意見を次回につなげたいと思います。 

 

委員 初めて出させていただきましたので，愚問になるかもわかりませんが，これ

から次回以降で，いろいろ勉強したうえで発言させていただきたいと思います。

資料１と書いてあるところで，①道路新設改良事業の中の「通学路への歩道の

設置」というところで，私は民生児童委員をやっている関係で，朝晩，児童の

登下校の見守りをさせていただいております。 
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 私の住まいは，岡本北小南側なのですが，別に私の住まいのところがという

わけではないのですが，岡本北小南側から，申内地域から台ハイツまでに向っ

ての地域のところでは，一旦道路の簡易舗装を，今から２０～３０年前にやっ

ただけで，そのままの地域があります。 

あまり長い地域ではありませんが。 

それから，現在，岡本北小の西側，台岡本の地域で，下水道の管の敷設工事

をやっています。その関係で，細かく農道のところを舗装したところが，迂回

路との関係で崩れて，朝晩，児童生徒の通行を見ていて，大きいトラックでも

通ると，崩れたまま，飛んでこないかというような危惧もあります。 

あまり個人的なことで，自分の住まいの近所ばかり申し上げると，失礼だと

思ったのですが，参考意見として，道路の舗装，見直し，結構ですが，私ども

のところは農村地域で，調整区域であり，農地と住宅地が一緒に共存している

ところですので，道路の舗装の改修等は，遅れているような気もいたします。 

そういう地域も他にもあるかと思います。 

それから，事前説明の資料で，例えば，大塚地区とか，下田原地区を整備し

ているようですが，それらは，住民の意向もあってかもわからないし，また，

市の職員の観察から出てきたものと，いろいろあると思いますが，地域からの

要望を集約するのに，また，勉強させていただければ，ありがたと思っていま

す。特定地域の大きいところの道路のカラーなども必要かもしれませんが，地

域住民の細かいところの見直しまで，していただけると，非常にありがたいの

ではないかと思います。 

後退的な意見で申し訳ありませんが，毎日毎日の日常的なことで，一番大切

なところも，声を聞かせていただいているものですから，この際と思って発言

させていただきました。 

会長 ありがとうございました。 

身近な視点から，言っていただいたと思います。 

ほかの委員の方も，よろしくお願いいたします。 

今回，いただいた意見につきましては，次回につなげていきたいと思います。

質問の方は，よろしいでしょうか。 

それでは，次回以降も，是非，いろいろな意見を出していただけたらと思い

ます。 

身近な小さなことでも，そこの情報をフルにお使いになって，全体を見なが

ら，いろいろな意見をお出しいただけたらと思います。 

次回は，今回いただいたご意見を，事務局の方で，ある程度ポイントをまと

めていただいて，資料として出していただいて，また，別のご意見もどんどん

追加しつつ，答申に向けた議論を，のびのびと，どんどん進めていきたいと思

いますので，よろしくお願いいたします。 

それでは，「その他」になりますが，今後のスケジュールなどにつきまして，

事務局からお願いいたします。 
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(10)その他 

 ・今後のスケジュールについて 

事務局 皆さまにお配りしている資料の中で，「その他１－１」という資料が，Ａ４版

紙１枚の資料が書いてございます。 

会議開催スケジュールということで，書いてございます。 

平成２１年度の会議の開催回数と会議内容については，概ね次のとおり予定

しております。 

回数につきましては，年間８回ということで，これはまだ予定でして，イメ

ージとしてとらえていただければよろしいのですが，４月・５月・６月・７月・

９月・１１月・１月・３月という形で，前半に詳しく，後半にかけては，少し

緩やかな形で，定期的にこちらの会議を進めていきたいと思っております。 

年間８回で，審議内容のイメージとして，１年かけてやっていくことを，こ

ちらに書いてございます。 

まず１つ目としましては，合併市町村基本計画の執行状況について，本日諮

問がありまして，今，皆さま方に，少し意見をお聞かせいただいたところです。

次回以降も，この答申というものをまとめるに当たって，皆様方にご意見を

いただきたいと思っております。 

２番目としまして，地域のまちづくりに関する施策についてということで，

１番最初に，自治会議の内容について，というところで説明をさしあげました

が，こちらの諮問以外のところで，自主的に独自のまちづくりに関する施策を

検討して，提案していくということがございます。 

前回までの委員さん方は，答申書と提案書ということで覚えていらっしゃるか

と思いますが，新しい委員さんの方々にも，先週の説明会の中で答申書，提案

書というものをお配りさせていただきました。 

 あのような形のものを，これから任期の中で，つくりあげていただくような

ことを予定しておりますので，そちらの提案の中のものが，こちらのまちづく

りに関する施策となっております。 

 それから，この８回の会議のうち１回を使いまして，先進地視察を予定して

ございます。 

時期につきましては，また，こちらから提案をさせていただきたいと思って

おります。 

こちらにつきましては，市のバスを利用しまして，関東近県の日帰りで，ま

ちづくりなり，合併のからみとか，いろいろなことの先進地的な事例を，視察

をしていきたいと思っております。 

こちらの行き先につきましても，事務局で研究をさせていただいて，のちほ

どご連絡させていただきたいと思います。 

それから，その他，必要な事項として，随時，皆さま方に，いろいろご議論

をいただきたいと思います。 
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 大きく分けてこの４つのことにつきまして，１年間かけまして，ご議論いた

だく内容を，説明させていただきました。 

それから，次回の予定ですが，第２回会議は，５月１９日を予定しておりま

す。 

午後の１時半から，同じこちらの場所というような予定でおります。 

会長 午後の１時半からですね。 

事務局 あらためて文書で，皆さま方にご案内をさしあげますので，よろしくお願い

いたします。 

スケジュールにつきましては，以上となります。 

会長 他にございますか。 

事務局 はい，それから，進め方の１つの方法として，「その他１－２」という資料を，

今回最後につけさせていただいております。 

実は，前回まで２年間やっていただきました委員さん方については，十分ご

承知だと思いますが，前回まで専門部会というものを作って，いろいろな議論

を少人数で集まって，自主的にしていただいておりました。 

これまでの経緯というところで，地域のまちづくりに関する施策について，

提案を検討するにあたって，少人数で具体的な話し合いをするために，委員に

よる，自主的な集まりである専門部会というものを，設置していたところです。

これが平成２０年の２月から，このような形で前回は進めていたところです。

それから，そのときの内容なのですけれど，大きく分けて４つの部会を持っ

て，活動しておりました。 

１つ目が，生活環境部会，住みやすい地域にするための諸活動に関すること，

ということで，環境問題，福祉，交通，防犯，防災，そういった内容について，

いろいろなお話をされていたところです。 

２番目が，スポーツ・教育・文化ということで，地域の特長をのばすため，

スポーツ・教育・文化等に係る活動について，いろいろご検討されていたとこ

ろです。 

３番目としましては，自然・農業検討部会ということで，こちらについても，

地域の特徴としての，自然であるとか，農業等に係る活動について，いろいろ

お話をされていたところです。 

それから，最後に，まちづくり検討部会というものですが，上の３つと性質

がちょっと違っておりまして，まちづくり総体というところで，地域づくりを

進めるための人材育成や，団体のネットワークのあり方を含めたまちづくりの

あり方に関することということで，上の３つを含むような形で，全体的なとこ

ろをお話ししたり，いろいろな研修会とか，実際に，清原地区などについて，

皆さま方自身で見に行っていただいたり，そういったいろいろな活動をしてい

ただいたところです。 
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３番目の構成メンバーについてなのですが，上の３つ，生活環境，スポーツ・

文化，自然・農業部会については，会長を除いて，参加を希望される委員さん

が，参加をしていたところです。 

それから，４番目のまちづくり検討部会については，会長を除く委員さん全

員が参加している，全員部会というようなものでした。 

そして，専門部会には，それぞれ部会長，副部会長，書記というような役割

を決めていたところです。 

そうした報告ということで，少人数で皆さん方，個別に集まっていただいて

おりますので，そういった情報を，委員の皆さま方全員が共有するために，専

門部会での話し合いの内容を，自治会議，今日みたいな正式に全員が集まる会

議で，全員に報告をして，皆さん方の情報共有を図っていただいたというとこ

ろです。 

こちらの部会についてですが，基本的には，一旦，委員の任期が切れて，新

しい方も入ってきたところですので，こちらの構成についても終ったというこ

とになるのですが，今後，皆さま方が，細かいいろいろな話をされていくため

にも，こういった部会を立ち上げるかどうかについて，皆さま方のご意見をい

ただきまして，必要があるとなれば，皆さま方にどういったことをやりたいの

かを，お聞きしたいと思っております。 

会長 

 

次回以降のことを考えると，早いほうがよろしいのですね。 

いかがでしょうか。 

私もスケジュールの関係で，ここには参加させていただけないのですが，河

内自治会議において，この積み上げが基になって，だからこそ，限られた回数

での会議で充実していまして，答申などにつながっていったということです。 

 私自身，この中に入っていないのに，生意気を言うようですが，部会という

ものは，２年間で，できてきた財産だと思いますので，強制ではありませんの

で，出られる人が出るというものです。私としては，是非，部会の制度を引き

受けて，皆さんどこかに属していただきたいと思います。  

いかがでございましょうか。 

委員 昨年，私は，自然・農業部会で，いろいろな意見をまとめさせていただきま

した。メンバーが５人という中で，農業をやっておられる方が，そのうちの２

名ということで，もう少し農業をやられている方の意見への期待がありました。

もしもできるものであれば，５人では人数が少なくて，時に２人ぐらい休まれ

ることもありましたので，７人ぐらいのメンバーで，話し合いができればいい

なと思っています。 

去年，商業関係で，この５人の中では専門的な方がいなかったものですから，

商工会の事務局長さんなどに入っていただいて，いろいろご意見を聞いたこと

もありました。 

メンバーを増やして，もしも農業でやるのであれば，農業関係の方がいろい 
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 ろ他にもおられると思いますので，そういう方を１～２名加えて，ご意見を

聞けたらいいなと思っております。 

会長 部会というものを置いたほうが，良いと思うのですが，人数の点でというこ

とですね。 

委員 人数が少ないと，昨年は，農業の専門の方が２人も休まれてしまい，せっか

く集まっても，なかなか話し合いが盛り上がらないということが，何回かあり

ました。 

ですから，７人ぐらいのメンバーを置いてとなると，１９名のメンバーを人

数で割るとそうはいかないのですが。 

足りないところは，専門の農業，あるいは環境の関係のＮＰＯの方もおりま

すので，そういった方を入れて，検討をしたらより話し合いが盛り上がって，

内容が深まるのではないかと思っています。 

会長 その辺のところは，事務的にいかがでしょうか。 

昨年の場合には，部会につく全員が，自治会議のメンバーだったわけです。 

すごくいいことなのですが，手続き上，難しいでしょうかね。 

部会には，その都度，事務局の方も張り付いてくれますし，いろいろな資料

の提供もしてくれますし，場所もここを使えるということですし。 

委員 昨年，事務局に確認したところ，こういう方を呼んでいいですか，というこ

とで了解を得て，商工会の事務局長さんに入っていただいて，この地域の商業

をどうするのか，という話をしていただきました。 

会長 毎回ですか。 

委員 毎回でなく，１回だけでした。 

そういうことを踏まえて考えてみると，農業などは幅広いいろいろな問題が

ありますので，実際に農業をやっておられる方を，その場だけでも，意見を聞

くオブザーバーという形で参加していただければ，いいのかなと，私は思うの

ですが。 

すべての専門部会で，必要とは思わないのですが。 

特に農業などは，現場の方の意見がもう少しないと，うまくいかないのでは

ないかと思います。 

特に，自然関係では，ここにＮＰＯの団体がいくつかありますが，そういっ

た方の意見も聞きたいですし。 

これは，手当ても出ない会ですから，去年の私どもの担当者は，結構ですよ

ということで，お呼びしたのですが。 

会長 来ていただいても，１回や２回ということですね。 

毎回のように，部会のメンバーとしてということではないのですね。 

委員 毎回でないです。 

必要に応じて，専門の方の意見を聞きたいということです。 
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事務局 前回，そういった形で，お一人，参考にいろいろな意見を，お話を聞きたい

ということで，入っていただいた経緯がございます。 

確かに，メンバーに入るということではなく，専門家に教えを請うとか，そ

ういった専門家にお話をお聞きするという機会は，あってもいいかと思います。

会長 はい，ありがとうございました。 

その辺のところは，部会が立ち上がったときに，皆さんのお入りになりたい

部会とか，人数とかは調整が出てくる中で,柔軟にできると思います。 

部会の設置そのものについてのご意見は，いかがでしょうか。 

はい，どうぞ。 

委員 少人数でやりますので，すごく気軽に話ができて，すぐに資料などが事務局

から取り入れていただきまして，最初からやっていただいたほうがよろしいか

と思います。 

会長 ありがとうございます。 

部会の設置については，やっていこうということで，運用しながら，いろい

ろな意見をいただくということでよろしくお願いいたします。 

そうなると，次回までにということですか。 

事務局 それでは，こういった部会を作っていただけるということで，どういったも

のにするのか，皆さん，どういったご希望があるのか，今までの流れがござい

ましたので，上の３つ，生活環境，スポーツ・教育・文化，自然・農業という

一定の枠がございますので，とりあえずは，皆さま方に次回までに，どういっ

た部会にご興味があるのか，その辺の希望調査をさせていただきたいと思いま

す。 

その後，部会編成ということで，詳しく皆さま方とお話し合いをさせていた

だきたいと思います。 

会長 ありがとうございます。 

とにかく，じっくり回していきましょう。 

次回までに，事務局から希望をお聞きしますので，次回の開催の前までに希

望を出していただく，ということでよろしくお願いいたします。 

・上河内・河内地域のうつのみや百景募集について 

会長 続きまして，うつのみや百景につきまして，お知らせがございますので，よ

ろしくお願いいたします。 

事務局 都市計画課から，うつのみや百景の追加募集について，皆さま方に，是非，

お知らせしてほしいと依頼がありましたので，私の方から，ご紹介をさせてい

ただきます。 

（チラシとパンフレットについて，事務局から説明） 

それから，もう一つ皆さま方の机の上に，パンフレットが置いてございます。

宇都宮の自治基本条例のパンフレットでございます。 

先日，新しい方の説明会の中で，実は，しばらく前に，新聞折込で皆さんに

お配りしてございますが，見あたらないので，もう１度ほしいとご要望がござ
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いました。 

宇都宮の自治，行政の姿，それから，議会，市民を含めて，宇都宮市の憲法

に当たるような，基本的な事項を定める条例が定まっておりますので，参考ま

でに，このパンフレットをお配りしてございます。 

以上のこの２点につきまして，ご説明いたしました。 

以上です。 

会長 はい，ありがとうございました。 

ほかに委員の皆さま方から，連絡等ございますでしょうか。 

それでは，以上で，本日の会議を終了させていただきます。 

次回以降も，よろしくお願いいたします。 

本日はありがとうございました。 
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