自由民主党議員会は︑
本市における新型コロナ感染者の急増に対
し︑
市民の生命・健康を守り抜く体制整備や︑
医療関係者・事業者
への迅速な支援と必要十分な補償を求める
﹁新型コロナウイルス
感染症に関する要望書﹂
の第４弾を市長に提出いたしました︒
❶医療崩壊を招かぬよう︑県と連携のう
え︑民間で独自にＰＣＲ等の検査を実
施している医療機関も含めた団体・機
関等との連携体制と︑無症状者や軽症
者の受け入れ体制について︑状況に応
じた見直しや再構築を行うこと︒あわ
せて︑医療機関や従事者等に対し︑金
銭面も含めた新たな支援を行うこと︒
❷ワクチンに関する国や県よりの情報収
集を積極的に行い︑接種が可能となっ
た 場 合 に︑速 や か に 対 応 で き る よ う︑
準備を進めること︒

会 長 あ い さつ

小林紀夫

会長

この度︑新たに自民党議員会の会長を拝

さて︑本市においては︑一昨年より人口

減少の局面に入りました︒内閣府の経済財

政諮問会議には様々な専門調査会があり︑

その中の﹁選択する未来﹂委員会では︑数

年前から︑人口減少・超高齢化の問題点と

して︑
﹁経済規模の縮小﹂
︑
﹁基礎自治体の担

いくことになります︒今までも︑そのよう

を受け入れ︑他の危機とともに乗り越えて

危機が発生しました︒私たちは︑その危機

昨年︑新型コロナウイルスという新たな

何卒よろしくお願い申し上げます︒

をすべきかを議論し︑実行して行くことが

て︑私たち議員は︑この問題に対峙し︑何

こととして共有することが重要です︒そし

これらの問題点を注視し︑全国民が自分の

数を持てない社会﹂の4つを挙げています︒

制度と財政の持続可能性﹂
︑
﹁理想の子ども

い手の減少・東京圏の高齢化﹂
︑
﹁社会保障

にして困難を打開してきました︒そして︑

求められています︒

命した小林紀夫です︒

将来を描き︑時代を築き上げてきました︒

すでに本市では︑様々な施策を

進めてきました︒子育て支援︑教

育の充実︑医療体制の整備︑魅力

あるまちづくり︑公共交通の整備

など︑それらは全て︑問題点を解

決するための手段でもあります︒

そして︑今︑私たちは︑あらゆ

と考えています︒ＡＩの進歩︑Ｓ

❸事業者へ営業時間の短縮要請を行う際の補償については︑国や県
本市独自に基金の活用などの予算措置を行い︑
の制度活用とあわせ︑
必要十分な補償とすること︒
❹中小の病院や診療所・高齢者や障がい者等の福祉施設・子どもの
家を含む保育施設・学校等の集団感染の可能性が高く︑且つ社会
的影響の大きい施設に対し︑状況にあわせた感染予防対策の指導
と支援を継続して行うこと︒

入れる社会︑それが︑﹁スーパー

我々自民党議員会は︑常に進歩

スマートシティ﹂です︒

に活用し︑生活の一部として取り

ています︒イノベーションを十分

ＤＧｓ︑５Ｇなど︑時代は変化し

マートシティ﹂を目指していこう

る問題を解決できる﹁スーパース

❺小中学校での教育機会の確保や︑働く保護者への影響を考慮し︑
休校等の対応については︑現状通りの学校単位で行うこと︒
❻成人式等の本市が関係する式やイベントにおいて︑中止や延期に
よるキャンセル料等の損害について︑特段の措置を講ずること︒

を目指す保守会派として︑誇りと

活力ある宇都宮像を目指し︑最大

会派として﹁未来﹂への責任を自

覚し︑市勢発展のために一丸とな

り邁進することをお誓い申し上げ

ます︒

︵ ＝ 持 続 可 能 な 開 発 目 標 ︶﹂と は ︑
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❼人権・プライバシー保護の観点と︑感染拡大を招く﹃感染隠し﹄
に直結する︑風評被害や差別を防止払拭するため︑正しい情報の
発信など︑市民理解醸成へ向けた対策を強化継続すること︒
❽感染拡大の防止と︑経済・社会活動への影響を最小限に抑えるため︑
これまでに得た知見に加え︑科学や統計に基づいた最新の対処方
法と正確な情報や︑様々な施策等について︑広報うつのみや臨時
号の発行やホームページ等︑あらゆる媒体を活用し︑市民へ随時
発信すること︒

﹁

﹁

︵ サステイ ナブ ル・デベロップメント・ゴ ー ル

ズ︶
﹂
の略︒﹃持続可能な開発のための

年までの国際目標です︒
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夢・うつのみや
自由民主党議員会

令和3年1月6日
（水）

❾前例のない非常事態であるため︑市長自らが前面に立ちリーダー
本市全部署あげての対応
︵保健所への応援体制︶
シップを発揮し︑
や︑
民間医療機関や関係する事業者などと一層の連携強化を図るなど︑
前例にとらわれない対応を行うとともに︑終息まで臨機応変に的
確な対策対応を継続し行うこと︒
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市民と議会を結ぶ Vol.47
宇都宮市議会

令和３年１月
 Vol.４７

夢・うつのみや
市民と議会を結ぶ

（ 1 ） 宇都宮市議会 自由民主党議員会

■ルートの概要
■平面イメージ図

延長
（駅東口の交差点〜上河原交差点）

停留場の位置

東口駅前広場（地上部）
西口駅前広場（高架部）
最小曲線半径
（Ｒ＝２５ｍ以上）

篠﨑圭一 議員

約１，１００ｍ
（地上部）Ｌ＝約２７０ｍ
（高架部）Ｌ＝約８３０ｍ

Ｒ＝約３０ｍ

市長は︑責務となった公約実現へむけ︑
どう取り組むのか伺う！
﹁５期目の市政運営と︑
令和３年度へ向
けた準備について﹂
の
﹁公約の各計画へ
の反映について﹂
の質問

駅西側約５％，
駅東側約６％

■縦断イメージ図

停留場
（地上）
停留場
（高架）

車両も
完成間近

！！
▲先頭仮組

◀胴体部

子ども用体験遊具
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世界 に誇 る交通未来都市宇都宮 へ

宇都宮駅東口地区整備事業
中央街区

約について︑各計画への位置づけや整合性をどのよ
うに考え︑
実現させようとしているのか伺う︒
佐藤市長 公約を4年間で全て実現・着手することが
私に課せられた使命であるため︑第6次宇都宮総
合計画をはじめ︑各分野の計画に事業として位置
づけし︑
速やかに取り組むべき事業については︑
令和
3年度当初予算に計上する︒
今後とも強いリーダーシップのもと︑
スピード感を
もって全ての公約の具体化に取り組み︑﹁今を生き
る市民と︑
次世代の子どもたちの誰もが豊かで幸せ
に暮らすことができるまち﹂
の実現に向け︑全身全
霊を傾け︑
邁進してまいります︒
■その他の質問

最急勾配
（６％以下）

❶LRT事業とJR宇都宮駅の東口地区と西口地区
の整備❷新型コロナウイルス感染症への備え❸スー
パー・スマートシティ❹民間誘導によるアリーナ建
設❺子育て・教育の未来都市づくり❻中期財政計画
と今後の財政運営

L
R
T

『停留所』順調に工事中！！

在来線
新幹線
田川

東口
駅前広場
鉄道施設
西口
駅前広場
再開発事業
検討地区

駅東口交差点
宮の橋交差点
上河原交差点

!!

▲運転席

▲すべり台（後ろより）

▲すべり台（正面斜めより）

JR宇都宮駅西口周辺構造決定！！
篠﨑議員 市長は選挙で︑
子育て教育・健康福祉・安
心安全・魅力創造交流・産業経済・行政基盤と交通
の６つの未来都市づくりを掲げ当選され︑
市民の信
認を得たと同時に︑公約の実行が責務となった︒
こ
の中の6つの公約を市政へ反映させるには︑
第6次
宇都宮総合計画や︑各計画への位置づけや整合性
を持たせることが必要である︒
そこで︑
この6つの公

ル
ベルモー
置
に設

宇都宮市議会 自由民主党議員会 市民と議会を結ぶ 夢・うつのみや Vol.４７ （ 2 ）
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柴田賢司 議員

ＬＲＴの駅西側延伸について問う

などについて検討を行っており︑
これらを総合的に
判断し︑
今年度中に整備区間をお示しする︒

大谷の観光振興について問う！
今回の選挙にあたってのビ
柴田議員 佐藤市長は︑
ジョンとして︑
大谷エリア全体の
﹁ミュージアム・パー

柴田議員 今回の市長選挙において︑
佐藤市長はＬＲＴ ク﹂
の創造を掲げたが︑﹁まるまる一日楽しめる︑
大谷
の駅西 側の早 期 着工を 掲げ見 事 当 選されたが︑交 通
の
ミュージアム・パーク化﹂
の実現に向け︑
どのよう
ネットワーク形成や観光拠点大谷へのアクセス性向上
に取り組みを進めようとしているのか見解を伺う︒
などの効果を考えると︑
段階的な整備であっても大谷ま
で延伸していただきたいと考えている︒整備区間は︑道 佐藤市長 今後とも︑地域や民間事業者等と連携しなが
や
﹁学び﹂
などのコンテンツの充実を図り︑
一日を
路空間やバス路線の再編などの前提となることから︑
早 ら︑﹁体験﹂
期に決定する必要があると考えるが︑駅西側における かけて楽しめるエリアを創造するととともに︑歴史︑産業︑
食文化︑
芸術等の多様な魅力を有する大谷地域を
﹁ミュー
整備区間の検討状況と今後の見通しについて伺う︒
ジアム・パーク﹂
として一体的に発信することにより︑世界
に誇れる
﹁観光地・大谷﹂
の創生に着実に取り組んでいく︒

■その他の質問
❶都市ブランド戦略❷稼げる農業❸自転車のまち宇
都宮の推進❹教育行政

金崎芙美子 議員

脱炭素社会の実現に向けて継続的な取組を

金崎議員 本市が
﹁CO２排出量の削減﹂
や
﹁地域経済
の活性化﹂
を図ることを意図して︑
令和３年４月を目途
に
﹁地域新電力会社﹂
の設立を発表したのは︑
高く評価
できる︒
脱炭素社会の実現に向けて継続的な取組をし
ていくことが重要であり︑
市全体のCO２排出量及び
全体の削減量の
﹁見える化﹂
を進める必要がある︒
毎年
出される環境状況報告書は市民の理解が得られるわ
かりやすいものにしてほしい︒
防災対策も重要だが︑
市
を挙げて︑
災害をもたらす根源的な地球温暖化問題へ
の取組を強化する必要があるのではないか︒
また︑
今後︑
工場誘致を図る際︑
再生可能エネルギーによる工場設
置を働きかけていく必要があると思うが︑
見解を伺う︒

岡本源二郎 議員

コロナ禍における地域活動について

地域活動に伴う
﹁感染拡大への不安﹂
を解消し安心して活動して

環境部長 環境状況報告書について︑
本市全体の二酸
化炭素排出量や削減量︑地域新電力等の個々の事
業による二酸化炭素削減量の
﹁見える化﹂
を図るな
ど︑
すべての市民にとって︑
わかりやすい内容となる
よう工夫し︑市民理解の促進に取り組んでいく︒
ま
た︑
災害をもたらす根本的な地球温暖化問題への取
組として︑
本年度
﹁第３次宇都宮市環境基本計画﹂
の
改訂を進めており︑
もったいない運動による実践行
動の促進や再生可能エネルギーの地産地消の促進
などの具体的な取組について検討を行っている︒
次に工場誘致の際の再生可能エネルギー使用の働
きかけについてであるが︑
工場誘致の際なども含め︑
脱炭素化に向けた取組の必要性や効果の説明など
と併せて︑
本市等における支援制度の紹介や再生可
能エネルギーの使用の働きかけを行っていく︒
■その他の質問

❶市長の政治姿勢❷コロナ禍の対策❸子どもの家の
指定管理者選定について❹子どもとLRT

避難所対応について

岡本議員 本市においては︑風水害時に優先的に開設する か
所の避難所に従事する職員を選定し︑
研修等を実施したとのこ
より大規模な災害が発生し︑
さらに多くの避難所を
とであるが︑
運営する場合の体制については︑
他自治体からの応援職員を受け

❶災害に強いまちづくり❷地域の安全を守る取り組
み❸介護︑障がい者福祉

■その他の質問

整を一括で行うための必 要な体 制について詳 細に検 討しているところである︒

避難所ごとに必要な応援職員数の把握や︑
他自治体への応援要請など︑
庁内外の調

おいても︑
長時間の避難所運営が可能になるよう︑
人的受援の役割を担うチームが︑

﹁受援﹂
も想定して整備する必要があることから︑
岡本議員 各地域においては︑地域住民相互の協力と支え合いの精 入れて活用する
神に基づき︑
自主的な地域活動を行っている地域団体の果たす役割 このような避難所運営にかかわる体制の整備状況について伺う︒
は非常に大きく︑
コロナ禍においても一定の活動の継続と︑
コロナ後の 行政経営部長 ﹁組織体制﹂については︑応援の要請と受援に関して︑庁内外の調整
活動再開後においては以前にも増した活動の活性化が必要であると を円滑に行うことができるよう応援職員の要請や配置などを行う﹁人的受援﹂の役
考える︒
そこで︑
現在の
﹁地域活動ガイドライン﹂
はコロナ禍での活動 割のほか︑応援物資の要請や配分などを行う﹁物的受援﹂の役割︑さらに︑応援物資を
の注意点が主な内容であることから︑
コロナ禍における一定の活動継
一元的に管理し輸送を担当する
﹁物資拠点﹂
の役割など大きく３つの役割を担う各チ
続と︑
コロナ後の活動再開を見据え︑
より活動がスムーズに進んでい
ームの編成について検討している︒
特に
﹁避難所運営﹂
ついては大規模災害発生時に
くような新たなガイドラインの策定などの支援について見解を伺う︒

佐藤市長

を明らかにするとともに︑
創意工夫のもと︑
市内外で取り組まれている活動の好

いただけるよう︑
活動内容に応じた感染防止対策を行う上での具体的なポイント

■その他の質問

やかに地域まちづくり組織や地区連合自治会等に対しまして広く周知していく︒

地球の歴史を１年と例えると︑
縄文時代でさえわずか 秒である︒
それを考えると︑
我々の人生は一瞬の瞬きのように短い︒
だからこ
そ︑
その瞬きが大きな光となるよう︑
市民全員で共生社会をつくる
ことが必要である︒
私は︑
今を生きる市民のため︑
これから未来を生
きる市民のため︑
命を賭してこうしたまちを創っていく決意である︒

佐藤市長 愛する故郷である宇都宮が
﹁１００年先まで反映する
と
し
て
段
階
的
に
活
用
し
て
い
く
︒
Ａ
Ｉ
ド
リ
ル等の教材ソフトについては︑﹁宇都
都市﹂
となるよう︑
全力で取り組んできた︒
就任当初から
﹁人口減 宮モデル﹂
に基づく指導を進める中で︑
令和３年度より段階的に導入する︒
少﹂
を乗り越えるべき最大の課題であると認識してきた︒
今を生き
■その他の質問
る自分たちだけ幸せを求めて︑
その対策を怠っては︑
未来を生きる
❶コロナ禍における自助と共助の呼びかけ❷指定管理者制
子どもたちに多大な影響を及ぼす︒
将来世代が支えやすい
﹁スーパ 度における相手方の選定❸市街化調整区域における市民協
働による環境の保全❹ネット誹謗中傷❺社会のデジタル化
ー・スマートシティ﹂
を創っていくことが責任世代の使命である︒

込みである︒
先ずは︑
児童生徒が端末に慣れることを目標に
﹁身近な文具﹂

今野議員 ﹁今のうちに︑
将来世代が支えやすい社会に作 小中学校への1人１台端末導入の効果について
り変えなければならない﹂
との危機感と︑﹁人に選ばれる宇 今野議員 本市版ＧＩＧＡスクール構想について︑﹁１人１台端末﹂
都宮市﹂
を目指す意気込みを︑
正々堂々と語り続けた姿勢 の配備が決定しているが︑ＡＩドリル等︑個人の理解度に合わせた教
が今回の市長選挙の勝因であると感じている︒
ご不安を 材︑より主体的な学びの姿勢を育む教材についての検討状況を問う︒
抱えながら年を越さねばならない方の心情と︑﹁未来﹂
とい
教 育 長 ﹁１人１台端末﹂は︑年度内には全小中学校に配備完了の見
う言葉の懸隔を埋めるために︑
市長の決意を聞きたい︒

未来を創る決意を問う

今野哲也 議員

事例などを盛り込んだ
﹁地域活動ガイドライン﹂
の改訂を令和３年１月に行い︑
速

❶市長の政治姿勢❷森林公園の総合的な整備❸平日
の防災訓練

ら示されたガイドライン等を案内するとともに︑
１
歳６か月児健康診査等の各種健康診査や保育施設
に対する指導監査のほか︑
健康や安全等に対する指
導監査︑健康や安全等に関する各種研修及び救命
救急の実技講習等を通し︑事故防止のための注意
事項や事故が発生した場合の対応について︑
助言指
導を行っている︒
事故の対策として市は施設管理者に対し︑
速やかに
報告することを依頼するとともに︑
事故の発生原因
の分析や再発防止策を検討するため︑検証委員会
等を適宜︑開催し︑
その結果を公表することとして
いる︒
また︑
施設管理者の方と協議しながら︑
ヒヤリ
ハット事案の共有化も含め︑
より効果的な仕組みづ
くりについて検討を行っている︒
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佐藤市長 今回の選挙において︑
駅西側ＬＲＴの早期
実現を期待する多くの声をいただいた︒
まずは︑事業化の前提となる駅西側の整備区間を
明らかにするため︑現在﹁ＬＲＴの延伸による沿線
土地利用の促進﹂
や
﹁交通ネットワーク形成の効果﹂

今井政範 議員

子どもの誤飲・誤食・誤嚥について

今井議員
本
市
における子どもの誤飲・誤食・誤嚥
事故について︑
ヒヤリハット事案も含めて︑保育園
や学校等の実態をどのように把握しておられるの
か︒保育園や学校等︑
また小さな子がいるご家庭に
は︑どのような周知と対策がなされているのか︒未
だに同様な事故が起こるのは︑事故の検証結果が
生かされなかったことに原因がある︒
全園・全学校で情報を出し合い検証できる仕組み
こそが︑安全安心を保つ唯一の方法であると考える
が見解を伺う︒
子ども部長 子どもの誤飲・誤食・誤嚥事故の周知にお
いて本 市 は ︑家 庭 や 保 育 施 設 ︑学 校に 対し ︑国か

❶自治会への加入促進❷地域における防犯カメラ設
置推進❸岡本駅周辺の宅地開発に伴う周辺道路への
影響❹白沢公園木道の補修❺ＬＲＴ沿線の花を生か

田 原 地 区を 含む 河 内・上 河 内 地 域につ した景観づくり❻廃棄物や土砂の不法投棄への対応
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！
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いては︑﹁身近な田園と共生する潤いの空間とゆと
りある居住環境づくり﹂
を目指す地域の将来像に
菅原一浩 議員
掲げ︑
自然環境と良好な市街地が調和したメリハリ
のある都市の形成を目指している︒
河内地域西部の田原地区の活力維持
アウトドア施設などの立地誘導につきましては︑
市
民や来訪者が自然体験を通して︑地域の魅力を直
につながる施策の構築について
接肌で感じ地域に興味や関心を持つきっかけとな
菅原議員 市内でも特に高齢化や人口減少が進行す
る取り組みの一つと考えられるが︑希少な動植物が
る田原地区において︑現在の立地適正計画に基づ
生息・生育する豊かな自然環境の保全や自然景観
く︑居住誘導や生活利便施設への支援のみならず︑
の保護︑施設立地に伴う土地利用上の制約などの
地域の魅力付けとして︑
都会から来る若い人などに
課題もあることから︑
今後とも地域振興につながる
魅力を感じてもらえるような︑
豊かな自然を生かし
取り組みについて調査・研究していく︒
た民間のアウトドア施設などの立地誘導について
も ︑地 域 の 活 力 維 持 や︑地 域 の 個 性 を 生 かし た ■その他の質問
NCC形成の観点から積極的に支援すべきと考え
るか見解を伺います︒
都市整備部長
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一般質問（抜粋）
令和2年 第5回
市議会

令和３年１月
 Vol.４７

夢・うつのみや
市民と議会を結ぶ

（ 3 ） 宇都宮市議会 自由民主党議員会

◎ＱＲコードをスマートフォン等で読み取れば動画がご視聴出来ます。
動画の再生やご視聴には大量のデータ
（パケット）
通信を行うため、
ご視聴される方に通信料のご負担が発生します事予めご了承ください。
スマートフォン・タブレットでのご視聴の場合は、
Wi-Fi環境でのご利用を推奨いたします。

宇都宮市議会 自由民主党議員会 市民と議会を結ぶ 夢・うつのみや Vol.４７ （ 4 ）

令和３年１月

インタビュー対象者

現在、
「バスカード」をお持ちの方へ…

外国人向け相談員インタビュー

令和３年１月４日に「バスカード」
の利用は終了となっています。
お持ちの方は精算
が必要です。
「いきいき７０バスカード」と交換した「紙の回数乗車券」は、
「totra」導
入後も、引き続き利用できます。なお、一般の「バスカード」は、バス事業者の営業所
などで「手数料なし」で「現金」に払い戻します。

「交通未来都市
が目前に!!
うつのみや」
ト

令和3年3月21日 日

ト

1

１枚で
便利・快
適！

により
型決済
非接触
対策！
感染症

初 地域連携
国
ICカード
全

Question

運賃支払
い
乗車方法 時間の短縮と
の
乗り降り 変更により
がスムー
ズ！

ラ

発売・サービス開始！
！

地域連携ＩＣカードとは？
JR東日本が提供する「Suica」の機能に加え、地域独自サービスの提供が可能な全国初の交通ICカード

と
とき
乗る ときに ！
る
け
降り するだ
チ
タッ

ポイントサービス（サービス開始日と同時に開始）

・関東バスや JR バス、LRT の運賃を支払った際に、運賃支払額の２％分の
「ポイ
ント」
が貯まります。
・貯まった
「ポイント」
が次回の支払い運賃額以上となった場合、自動的に利用されます。

宇都宮市の福祉サービス（令和３年４月から開始予定）
以下の既存の行政サービスを「totra」に移行します。
・高齢者外出支援事業

運賃負担軽減サービス

・上限運賃制度 ・１日フリー乗車券 ・乗り継ぎ割引

宇都宮市交通政策課 TEL 028（632）2134

■国際交流プラザ

・ポルトガル語【月曜日 15：00〜18：00】
・ス ペ イ ン 語【月曜日 15：00〜18：00】
・ベ ト ナ ム 語【第1・3月曜日 15：00〜18：00】
・中
国
語【火曜日 15：00〜18：00】
・タ
イ
語【水曜日 15：00〜18：00】
・英
語【金曜日 15：00〜18：00】
●各言語とも、第4日曜日は要予約
※受付は終わる時間の30分前まで

市議会副議長

つかだ
のりかつ

幹事長
政調会

しばた
けんじ

柴田賢司

宇都宮市馬場通り3丁目1-10
TEL 028-635-3681

1

幹事会

げんじろう

陽

あきら

おかもと

政調会

ふくだ

てつや

岡本源二郎

宇都宮市古賀志町639
TEL 028-652-8025

1
宇都宮市緑2丁目22-11-204
TEL 028-645-5100

剛

ごう

宇都宮市宝木本町1140-84
TEL 028-666-7573

福田

幹事会

こんの

今野哲也

かずひろ

宇都宮市石井町3414-84
TEL 028-612-1020

うまがみ

よしひろ

2

3

副幹事長・研修担当

ないとう

ひであき

幹事会

すがわら

菅原一浩

1

内藤良弘

宇都宮市陽東1丁目16-12
TEL 028-660-1240

馬上

まさのり

副政調会長

くろこ

けいいち

黒子英明

政調会長

しのざき

宇都宮市中岡本町2919-400
TEL 028-673-9223

宇都宮市上小倉町388-1
TEL 028-674-4878

副政調会長・会計監査

いまい

けいいち

3

2

1

索

今井政範

さくらい

宇都宮市篠井町1577
TEL 028-669-2994

2
宇都宮市雀宮町1-1
TEL 028-653-9898

検

4

篠﨑圭一

宇都宮市海道町143
TEL 028-661-5465

櫻井啓一

のりお

たけし

1
宇都宮市西川田本町3丁目9-4
TEL 028-645-1800

自民党

※役職は当議員会の役職、名前の後の○数字は期数です。

会長

こばやし

政調会

はせがわ

長谷川武士

宇都宮市下荒針町3372-6
TEL 028-647-1681

皆様方より頂戴した声に耳を傾け、市民に開かれた市議会を
！
目指し引き続き頑張って参ります！

宇都宮市議会

小林紀夫

まさこ

2

ご意見・ご感想は身近な当会議員に！

4

副幹事長・会計担当

やまざき

山﨑昌子

よしかず

1

肇

はじめ

幹事会

やこう

矢古宇芳一

宇都宮市東峰町3029-5-101
TEL 028-661-5207

副政調会長・会計監査

ふなもと

ふみこ

副幹事長・広報担当

かねさき

金崎芙美子

宇都宮市御幸ケ原町155-1
TEL 028-689-3711

2

宇都宮市岩原町759-2
TEL 028-652-0271

舟本

よしあき

宇都宮市上籠谷町1739-1
TEL 028-667-0343

馬場通り4-1-1 うつのみや表参道スクエア5階 TEL 028（616）1567
相談窓口：TEL 028（616）1564

TEL. 028-632-2618 FAX. 028-632-7140
URL. h t t p : / / w w w . m i y a - j i m i n . j p /

5
宇都宮市松原1丁目2-12
TEL 028-627-1662

4

■相談窓口：
「行政書士の相談」

※受付は終わる時間の30分前まで

塚田典功

かずお

総務会長

おかもと

岡本芳明

4

相談窓口 外国人のための総合相談

・ポルトガル語【木曜日 9：00〜12：00、14：00〜17：00】
（国際交流プラザ）
・ス ペ イ ン 語【木曜日 9：00〜12：00、14：00〜17：00】 ・開設日
第3月曜日 15：00〜17：00【要予約】
・ベ ト ナ ム 語【第2木曜日 14：00〜17：00】
・内 容
・中
国
語【第2木曜日 9：00〜12：00】
在留資格（VISA）、国籍、帰化など
・タ
イ
語【第1木曜日 14：00〜17：00】
・英
語【第3木曜日 14：00〜17：00】 担当部署：国 際 交 流 プ ラ ザ

5
宇都宮市松原2丁目7-39
TEL 028-623-9898

相談窓口で外国人の相談に取り組んだ感想と今後の抱負

■市民相談コーナー（市役所２階）

市議会議長

くまもと

さぶろう

宇都宮市大寛2丁目6-13
TEL 028-634-4705

相談員になろうと思った理由

Answer：日本に来日した当初、ベトナム人の先輩はいましたが、少なく、行政制度
や法律に詳しくなく、携帯電話の購入や引越し等に伴う市役所での手続き等にすごく
困ったことがありました。
ベトナム人が増加してきた中で、知り合いや会社関係のベトナム人から相談されることが多く、
日本の社会制度を理解するまで大変だった経験からアドバイスをしていました。
宇都宮市や宇都宮市国際交流協会からベトナム人の増加を踏まえ、相談環境の充実を図るにあ
たり、通訳相談員をやってほしいと声をかけていただき、引き受けました。

対象 市内在住外国人，
市内に通勤通学する外国人 料金 無料

熊本和夫

かまくら

顧問

鎌倉三郎

12

2

Answer：新型コロナウイルスの影響で相談窓口にベトナム人が来ることは少ない傾
向にありますが、自分が相談員をやっていることを知ったベトナム人から自分の
Facebook に相談が直接くることがあり、相談窓口以外でも対応しています。
生活で困っているベトナム人が相談しないで、最終的に法律違反のことをやってしまうことや
報道されているような事件がありますが、そのようなことはベトナム人として恥ずかしく、日
本人から信頼されて、お互いに協力して働くことができるように、困っているベトナム人に相
談窓口に来てもらい、正しい方法で問題が解決できるようアドバイスをしていきたいです。
新型コロナウイルスで帰国できず、相談できずに困っているベトナム人は今後も増えていくと
思いますので、少しでも困っている人の力になれるよう、対応していきたいです。

精神障がい者保険福祉手帳2級又は3級の交付を受けた方が、
1，
000円に通院月数を乗じて
得た額
（最大12，
000円/年）
相当分、
関東バスやJRバス、
LRTで利用できます。

外 国人住民相談窓口の概要

Question

3

・精神障がい者交通費助成事業

問い合わせ先

ベトナム相談員
来日約15年

日本に来た理由と
そのきっかけ

Answer：ベトナムは発展途上国であり、
80 年代〜 90 年代に日本がODAでベト
ナム各地にインフラ整備
（学校や橋、上
下水道等）
をしており、小学校で先生か
ら日本のインフラ整備の話を聞き、いつ
か日本へ行ってみたいと夢を持ちました。
（当時、日本へ留学できるのは超富裕層のみ）
高校卒業後、ホーチミンの日本語学校で日本へ留学する選抜試験に合格し、約8ヶ月の間で日
本語や英語、数学等を勉強した上で、奨学生となり東京の日本語学校に留学後、富山大学、作
新学院大学、作新学院大学大学院に進学しました。

Question

満70歳以上の市民が、
年度内で10，
000円相当分、
関東バス・JRバス・LRTで利用できます。

グエン チョン
ダイ氏

1
宇都宮市下岡本町4520-18
TEL 028-673-2075

Dream・Utsunomiya
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