
　日頃より、「高橋ひでき」の活動にご理解とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。
　新型コロナワクチン接種については、高齢者に対する2回の接種に目処が立ち、基礎疾患のある方、教職員や保育
士、高齢者施設等の従事者への優先接種も開始されました。今後は、60歳未満の方への接種が開始されますが、職域
接種も含めたワクチン供給の遅れが生じている状況であり、引き続き、早期接種完了に向け行政と一体となって県や国
への働きかけを行っていきます。
　市政においても様々な課題が山積しており、６月議会での一般質問や常任委員会において、
様々な意見・提言を行いました。今回の活動通信では、一部を抜粋し報告させていただきます。
　今後も「夢・笑顔・活気」あふれる宇都宮を目指し、組織内議員としての役割・責任を果たして
いきたいと思いますので、引き続き、皆様のご支援とご協力をお願い申し上げます。

「夢・笑顔・活気」あふれる宇都宮

高橋ひでき活動通信
発行：全国本田労働組合連合会　栃木地方協議会
住所：〒321-3395 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台6-1 本田技研労働組合 栃木西支部内　電話番号：028-677-5526
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　令和3年6月定例会において、4度目の一般質問登壇をいたしました。地域や職場の皆さんから寄せられた声をきっかけとした課題を
もとに質問いたしました。

令和3年6月定例会　一般質問　登壇

宇都宮市議会議員 高橋　ひでき

議会
動画

１． 市長の政治姿勢について
　（1） LRT整備事業について
　（2） 中央卸売市場について
　（3） ゆいの杜地区の交通安全対策
　　　について

２． 環境行政について
３． 森林火災対策と文化財の保護に
　 ついて
４． 子どもの家の指定管理について
５． 図書館運営について

新型コロナウイルスワクチン接種
宇 都 宮 市 最 新 情 報 は こ ち ら

高橋ひでき後援会Facebookページ
https://www.facebook.com/hideki.takahashi.utsunomiya/

宇都宮市議会ホームページ　
http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/gikai/
宇都宮市議会Facebookページ
https://www.facebook.com/utsunomiyashigikai/

最新情報
更新中‼

市民連合ホームページ
http://u-shimin.jp/

ご意見・ご要望をお待ちしております。

活動実績（2021年4月～6月）

2021年7月スタートの宇都宮市制度　ご紹介

 3 日 日本女子ソフトボールリーグ宇都宮大会
 4 日 佐野市議会議員選挙・けいの常夫候補出陣式
10 日 佐野市議会議員選挙・けいの常夫候補マイク納め式
11日 佐野市議会議員選挙・けいの常夫候補開票報告会
12 日 議員協議会
14 日～ 15 日  本田技研労組栃木西支部合職
14 日 本田技研労組栃木支部新主任セミナー
 本田技研労組栃木西支部語る会
16 日 全本田労連栃木地協フードドライブ寄贈式
 連合栃木宇河地協春の集い・議会報告会
21日 本田技研労組栃木東支部ステップアップセミナー
23 日 広報広聴委員会
 本田技研労組栃木支部安全呼びかけ
24 日 連合栃木宇河地協メーデー
27 日 全本田労連栃木地協幹事会
28 日 本田技研労組栃木支部安全呼びかけ
 本田技研労組栃木西支部語る会 

4月（Apr.）
11日 連合栃木政策・制度討論集会
16 日 国民民主党栃木県連設立大会
18 日 本田技研労組役員フォーラム
19 日 本田技研労組中央委員会
 本田技研労組栃木西支部語る会
21日 ホンダテクノフォート労組新入組合員セミナー
22 日 本田技研労組栃木西支部オンラインレク
25 日 本田技研労組栃木支部議員懇談会
26 日 ホンダ販売労組ホンダ四輪販売北関東支部ユニオンセ 
 ミナー
28 日 広報広聴委員会
29 日 全本田労連地域政策推進会議・政策検討会議
30 日 全本田労連栃木地協オンライン文体イベント
31日 LRT 車両お披露目式

5月（May）
 2 日 ユタカ技研労組栃木分会語る会
 3 日 次世代技術を生かしたまちづくり調査特別委員会
 自動車総連栃木地協三役－議員懇会議
 4 日 議員説明会
 7 日 国民民主党栃木県連関係産別組織内議員ミーティング
 8 日 議会運営委員会
11日 本会議（6 月定例会開会）
16 日 本田技研労組栃木支部新入組合員セミナー
17 日～ 22 日
 本会議（一般質問）
19 日 ショーワ労組栃木支部新入組合員セミナー
24 日 文教国体常任委員会
28 日 議員協議会・分科会
28 日～ 29 日
 オートテクニックジャパン労組本社支部職場委員会議
30 日 広報広聴委員会
 本田技研労組栃木東支部対話集会
7 月 1日　本会議（6 月定例会閉会）

6月（Jun.）

制度
案内

パンフ
レット

制度
案内

パンフ
レット

令和3年度　おすすめ制度のご紹介

制度
案内

パンフ
レット

制度
案内

パンフ
レット

フレッシュマン･若年夫婦･
子育て世帯等家賃補助金

マイホーム取得支援補助金

結婚新生活支援事業 家庭向け低炭素化普及促進補助金

　本市への居住を促進し、活力あるまちづくりを進めるため、市
内の居住誘導区域にある民間賃貸住宅に転居した若年夫
婦世帯・子育て世帯（市外在住者の
み）、新卒採用者、結婚を希望する女
性に対し、家賃の一部を助成します。 

（最大12万円）
※補助対象となる区域、資格要件、
　収入基準等をご確認のうえ、申請
　をお願いします。

　本市への定住を促進し、活力あるまちづくりを進めるため、
本市の居住誘導区域等に新たに住宅を取得し、転入、転居
する世帯に対し、住宅取得費用の一部を助成します。
 （最大60万円）
※補助対象となる区域、資格要件、収
　入基準等をご確認のうえ、申請をお
　願いします。 
※今年度から、テレワーク勤労世帯加
　算が追加されました。

　宇都宮市では，地球温暖化の抑制に貢献するとともに、災害
に強い安全・安心なまちづくりの推進を目指し、再生可能エネル
ギーや自立分散型エネルギーの普及を図るため、住宅用 太陽
光発電システムや定置型蓄電池、燃
料電池（エネファーム）、 ZEH、給電性
能を備えた電気自動車の設置や購入
に対して補助を実施しています。
※補助事業の概要や申請にあたって
　の注意点などについては、ホーム
　ページをご確認下さい。

　宇都宮市で新生活をスタートさせるご夫婦に、住宅購入費
や賃貸住宅の家賃、引越し費用などを補助します。 

（最大30万円） 
※まずは、補助対象要件をご確認下さ
　い。

それぞれの事業については予算に限りがありますので、早めの申請をお願いします。

質　問 回　答

1．市長の政治姿勢について
（１）LRT整備事業について
　①�今後、どのように需要予測の見直しを行ってい

くのか、また、駐輪場・駐車場のキャパシティな
どの検証を行うため、局所的な需要の変化を
把握する必要があると考えるが、見解を伺う。

　需要予測は、長期的な収支計画等を立てるために実施するものであるため、今後、ワ
クチン接種の状況などを注視するとともに、引き続き社会動向等の変化を見定めつつ、
有識者等の意見を伺いながら、まずは「人の動きの変化の把握」などに取り組んでい
く。あわせて、「局所的な需要の変化の把握」についても、これらに取り組む中で検討
していく。

　②清原中央通りをLRT車両
　　が横断し、利用者も横断
　　歩道を渡るため、特に通
　　勤時間帯における交通安
　　全対策が必要と考えるが、
　　関係機関との調整も含め、
　　検討内容を伺う。

　LRTの軌道が横断する全ての交差点において、交通管理者と協議を行い、交通安全対
策を講じているところであり、信号機のある交差点については、LRT車両専用の信号機
を設置し、歩行者・自動車とLRT車両の通行を分離することとした。信号機のない交差
点については、LRT車両の接近を音や文字で知らせる接近表示機を設置することによ
り、安全性の確保に努めていく。
　また、自動車ドライバーや歩行者向けの交通ルールに関するチラシや動画を作成し、
関係機関との連携のもと、あらゆる機会を活用し、沿線工業団地の企業や搬入業者など
に対する交通ルールの普及・啓発に取り組んでいく。

（２）中央卸売市場について
　①�宇都宮市中央卸売市場における新型コロナウ

イルス感染症の影響や、卸・仲卸業者への支
援など、現状と今後の対応

　　策について伺う。

　令和２年度の取扱金額は、青果が前年並みの水準を確保する一方、水産物については
飲食店などを主な取引先としており、会合等の開催自粛などに伴い約15％の大幅減少と
なった。新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、市場内業者の販路開拓の取
り組みに対し、「経営活性化事業補助金」により支援を行うとともに、市場内のドライ
ブスルー販売や予約来店販売、民間企業への出張販売などに取り組んでいる。
　今後も、より多くの市民に直接市場で水産物を購入していただけるよう、７月初旬か
ら毎週土曜日に「水産朝市」を開催するなど、水産物の消費拡大に取り組んでいく。

（次ページに続く）



（会派意見）
　本議案は、子どもの家を利用する児童やその保護
者、支援員などの不安や混乱を収束させ、早期に指定
管理へ移行するための対応として、やむを得ないと考え
る。しかし、今回の事態については、指定管理者の選定
から取り消しに至る一連の経過において不透明性も多
く、見通しが甘かったと言わざるを得ない。また、移行前の
指定取消処分や、さらにその取消処分を取り消すという
前代未聞の対応となったことは、本市の指定管理者制
度に対する信頼性にも影響を与える重大事案である。こ
れまでも指摘したように、組織のガバナンスやマネジメン
トの欠落があったと考えており、今回の顛末について、
しっかりと総括を行ったうえで、再発防止を改めて求める
ものである。

文教国体常任委員会（6月11日）における質問と提言

　この議案は、一部の子どもの家指定管理者を指定取消処分としたことに伴い、
当該事業者から取消処分差止請求訴訟が起こされたことを受け、新たな指定管理
者の募集にあたり、より安定した施設運営の確保に向け、係争を早期終了させるた
め、指定取消処分を取り消し、前指定管理者の指定期間の変更を行うものです。
　文教国体常任委員会での質問と提言は以下の通りです。

（質問事項）
・今回の指定管理者の指定取消処分は妥当だったのか。
・指定期間の変更という対応は実態と異なるが、法的・倫理的に問題はないのか。
・今回の対応（指定期間の変更）は相手との和解条件なのか。
・指定取消処分を取り下げることで、相手方は確実に提訴を取り下げるのか。
・市が非を認めたのではという受け止めもある中、市民にどのように説明するのか。

　6月11日に開催された文教国体常任委員会において、議案に対する質問と提言を行いました。

要望書
本文

「新型コロナウイルスワクチン接種に関する緊急要望」を提出
　5月13日、所属会派「市民連合」として、高齢者
への新型コロナワクチンの接種予約が開始され
たことを受け、接種予約に対する苦情や負担・不
安の解消を求める市民意見が多く寄せられたこと
から、ワクチン接種コールセンターなどの体制強
化や急な予約キャンセル時の対応など、6項目か
らなる緊急要望書を提出しました。

　宇都宮市においては、公共交通の利便性向上や負担の軽減に向けた取り組みの一環として、JR東日本が提供する「Suica」の機能
に加え、地域独自サービスを1枚で提供できる全国初の地域連携ICカード「totra（トトラ）」を、本年3月に導入しました。これにより、市内
の路線バスや全国の鉄道などでの利用はもちろんのこと、今後はLRTや地域内交通においても利用できるよう整備を進めていきます。
　また、地域独自のサービスとして、
　・ポイント付与
　・高齢者外出支援事業（満70歳以上の方に10,000円／年を支給）
　・精神障がい者交通費助成事業（最大12,000円／年を支給）
　・バスの上限運賃制度（9時～16時の運賃の上限を400円とする）　なども運用が開始されました。
　引き続き、高齢化社会を見据え、公共交通の利便性向上や負担軽減を進め、誰もが移動しやす
いまち“宇都宮”を目指して取り組みます。

議案第83号及び第84号（一部の子どもの家指定管理者の指定期間の変更について）

公共交通の利用促進に向けた取り組み（totraを活用したバスの上限運賃制度など）

　市長・教育長および所管部長からいくつかの前向きな答弁を引き出すことができた一方で、宇都宮市と
しての「ゼロカーボンシティ」宣言は今回も引き出せなかったことが残念でなりません。引き続き、働きか
けを行っていきたいと思います。
　今後もいただいた声をもとに、会派の議員との連携や様々なチャンネルを活用した取り組みにより、政
策実現につなげていきたいと思います。皆さんからのご意見・ご要望をお待ちしております。

質　問 回　答

（３）ゆいの杜地区の交通安全対策について
　①�生活道路の安全性向上に向けて、歩行者や自

転車の通行空間の確保や自動車の速度抑制効
果が期待できる路側帯の設置について、地域
の声を踏まえ、通学路合同点検などで検討す
べきと考えるが、見解を伺う。

　ゆいの杜地区は、４月に開校したゆいの杜小学校を中心とした約500mの範囲に設定
しているスクールゾーン内に約９割の児童が居住しているため、通学路の交通安全対策
を進めることは、児童のみならず地域の交通安全対策にもつながると考えている。
　ゆいの杜地区では、各種店舗の出店等により生活の利便性が高まるにつれて地域内の
交通量が増加しており、区画線の更新や交差点へのカーブミラーの設置など交通安全対
策を進めてきた。また、ゆいの杜小学校の開校に伴い、学校やPTA、地域団体等と連
携を図り、スクールゾーンの設定や路面標示の設置など、自動車ドライバーへの注意喚
起を促してきたところである。
　ゆいの杜地区の通学路については、開校後間もないことから、引き続き、通学路の交
通状況に応じた安全対策を進めることが必要と考えており、今後、「宇都宮市交通安全
プログラム」に基づき、地域住民の声を踏まえながら、対策が必要な箇所を抽出した上
で、県警や道路管理者等を交えた「通学路合同点検」を実施し、路側帯の設置を含めた
効果的な対策を検討するなど、学校や地域等と連携を図りながら、さらなる交通安全確
保に努めていく。

２．環境行政について
　②�国の温室効果ガス削減目標が見直されたこと

を受け、本市として、今後、どのようなプロ
セスで温室効果ガス削減

　　目標の見直しと新たな施
　　策の検討を行っていくの
　　か伺う。

　本市では、本年3月に策定した「地球温暖化対策実行計画」において、本市域の2030
年度における温室効果ガス排出量削減目標として、国・県を上回る2013年度比27%
以上の削減を掲げたところである。
　このような中、国における削減目標の大幅な引き上げを踏まえ、本市においても将来
の脱炭素社会の実現を見据えた中期的な取り組みを加速化する必要があると考えてお
り、国における「地球温暖化対策計画」の見直しや脱炭素化を推進するための制度など
を踏まえ、市民や事業者、有識者等で構成する環境審議会等のご意見を伺いながら、本
市における2030年度の温室効果ガス排出量削減目標の見直しと、新たな施策事業など
について検討していく。

３．森林火災対策と文化財の保護について
　①�足利市西宮町の両崖山で発生した山林火災

を踏まえ、本市における森林火災予防につ
いて、どのような点に力を入れていくのか伺
う。

　森林火災は、貴重な森林資源を大量に焼失するばかりでなく、地形・水利等の面から
消火活動に困難を伴うこともあるため、火災予防の徹底と発生時の対応計画を定めてお
くことが極めて重要であると考えている。
　本市における森林火災対策として、古賀志山や羽黒山などハイカーの多い地域におい
ては、地元消防団とも連携し、林野パトロールや消防車両による防火広報を実施すると
ともに、市有施設等におけるポスター掲示や啓発物品の配布、市HPなどを活用し、山
火事防止への協力を呼びかけている。
　また、全国山火事予防運動期間や行楽シーズンには、登山道などにおいて消防職員が
年間約1,300人の入山者に対し、リーフレットを手渡しながら、火の取り扱いについて
注意喚起を行っている。
　今後は、これらの取り組みを継続するほか、休憩所や山頂付近など、入山者の目につ
きやすい場所に、新たに「林野火災防止用標識」を設置し、林野火災対策の強化を図る
とともに、より効果的な対策について検討していく。

　②�万一、森林火災が発生した場合の対応計画や
広域応援要請の手順確認など、事前の訓練や
心構えが重要と考えるが、現時点の整備状況
について伺う。

　森林火災の発生を想定し、消火活動を迅速かつ効果的に実施できるよう「山林火災警
防計画」を策定しており、その実効性を確保するため、日頃から消防隊の侵入経路や消
防ポンプの配置場所に加え、使用する資機材や水利の点検・確認を行うとともに、地元
消防団との中継送水訓練など実際の災害を想定した様々な訓練を実施している。
　さらに、関係機関との連携が不可欠なため、「国・県・市災害対策連絡協議会」にお
いて、毎年、自衛隊や警察、県などと森林火災を想定した訓練を実施している。また、
火災の大規模化などに備え、応援要請の手順などを定めた「受援計画」の策定や、県内
外の消防への速やかな出動要請と応援を円滑に受け入れられる体制を整えているほか、
関東地区における合同訓練などへの参加を通して、連携強化に取り組んでいる。
　今後とも、貴重な森林資源を火災から守るため、火災予防の推進と火災発生時の対応
に万全を期していく。

４．子どもの家の指定管理について
　①�指定管理者による運営への移行に伴い、現場
を知る機会がなくなると危惧するが、市とし
て今後どのように現場の実態や声、課題など
を掴もうとしているのか伺う。

　子どもの家については、保護者からの開所時間の拡大を求める要望や運営委員会から
の負担の増大に伴う運営面の課題など、多くの声が寄せられたことから、公的サービス
として児童の健全育成環境の充実や指導員の働きやすい労働環境を整備するため、指定
管理者制度を導入した。今回、指定管理を導入できなかった一部の子どもの家について
も、令和4年度からの指定管理者による運営開始に向けて、公募を開始したところであ
る。
　このような中、それらの子どもの家に対して、担当職員が日常的に支援員等からの相
談に応じるほか、各子どもの家に随時足を運び運営に関するご意見を伺うなど、丁寧な
対応を心掛け、支援員等の不安の解消に努めていく。
　また、指定管理者制度導入後においても、市によるモニタリングのほか、市・指定管
理者・地域の３者による意見交換を行うとともに、支援員や保護者などから直接ご意見
を伺うなど、現場の実態把握に努めていく。

（次ページに続く）



（会派意見）
　本議案は、子どもの家を利用する児童やその保護
者、支援員などの不安や混乱を収束させ、早期に指定
管理へ移行するための対応として、やむを得ないと考え
る。しかし、今回の事態については、指定管理者の選定
から取り消しに至る一連の経過において不透明性も多
く、見通しが甘かったと言わざるを得ない。また、移行前の
指定取消処分や、さらにその取消処分を取り消すという
前代未聞の対応となったことは、本市の指定管理者制
度に対する信頼性にも影響を与える重大事案である。こ
れまでも指摘したように、組織のガバナンスやマネジメン
トの欠落があったと考えており、今回の顛末について、
しっかりと総括を行ったうえで、再発防止を改めて求める
ものである。

文教国体常任委員会（6月11日）における質問と提言

　この議案は、一部の子どもの家指定管理者を指定取消処分としたことに伴い、
当該事業者から取消処分差止請求訴訟が起こされたことを受け、新たな指定管理
者の募集にあたり、より安定した施設運営の確保に向け、係争を早期終了させるた
め、指定取消処分を取り消し、前指定管理者の指定期間の変更を行うものです。
　文教国体常任委員会での質問と提言は以下の通りです。

（質問事項）
・今回の指定管理者の指定取消処分は妥当だったのか。
・指定期間の変更という対応は実態と異なるが、法的・倫理的に問題はないのか。
・今回の対応（指定期間の変更）は相手との和解条件なのか。
・指定取消処分を取り下げることで、相手方は確実に提訴を取り下げるのか。
・市が非を認めたのではという受け止めもある中、市民にどのように説明するのか。

　6月11日に開催された文教国体常任委員会において、議案に対する質問と提言を行いました。

要望書
本文

「新型コロナウイルスワクチン接種に関する緊急要望」を提出
　5月13日、所属会派「市民連合」として、高齢者
への新型コロナワクチンの接種予約が開始され
たことを受け、接種予約に対する苦情や負担・不
安の解消を求める市民意見が多く寄せられたこと
から、ワクチン接種コールセンターなどの体制強
化や急な予約キャンセル時の対応など、6項目か
らなる緊急要望書を提出しました。

　宇都宮市においては、公共交通の利便性向上や負担の軽減に向けた取り組みの一環として、JR東日本が提供する「Suica」の機能
に加え、地域独自サービスを1枚で提供できる全国初の地域連携ICカード「totra（トトラ）」を、本年3月に導入しました。これにより、市内
の路線バスや全国の鉄道などでの利用はもちろんのこと、今後はLRTや地域内交通においても利用できるよう整備を進めていきます。
　また、地域独自のサービスとして、
　・ポイント付与
　・高齢者外出支援事業（満70歳以上の方に10,000円／年を支給）
　・精神障がい者交通費助成事業（最大12,000円／年を支給）
　・バスの上限運賃制度（9時～16時の運賃の上限を400円とする）　なども運用が開始されました。
　引き続き、高齢化社会を見据え、公共交通の利便性向上や負担軽減を進め、誰もが移動しやす
いまち“宇都宮”を目指して取り組みます。

議案第83号及び第84号（一部の子どもの家指定管理者の指定期間の変更について）

公共交通の利用促進に向けた取り組み（totraを活用したバスの上限運賃制度など）

　市長・教育長および所管部長からいくつかの前向きな答弁を引き出すことができた一方で、宇都宮市と
しての「ゼロカーボンシティ」宣言は今回も引き出せなかったことが残念でなりません。引き続き、働きか
けを行っていきたいと思います。
　今後もいただいた声をもとに、会派の議員との連携や様々なチャンネルを活用した取り組みにより、政
策実現につなげていきたいと思います。皆さんからのご意見・ご要望をお待ちしております。

質　問 回　答

５．図書館運営について
　①河内図書館の指定管理者の更新に合わせ、東
　　図書館、上河内図書館および視聴覚ライブラ
　　リーを含めた4施設の一体管理に向けた指定
　　管理者の公募を行うが、どのような目的で、
　　どのようなことを目指して実施するのか伺う。

　既に指定管理者制度を導入している南図書館、河内図書
館における導入実績も踏まえ、それぞれの施設機能や特色
を活かしつつ、4施設を一体的に管理することで効果的、効
率的な運営を行い、各館連携による講座やイベントの開催
など、サービスの更なる充実を図ることにより、読書活動
の一層の推進を目指していく。



　日頃より、「高橋ひでき」の活動にご理解とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。
　新型コロナワクチン接種については、高齢者に対する2回の接種に目処が立ち、基礎疾患のある方、教職員や保育
士、高齢者施設等の従事者への優先接種も開始されました。今後は、60歳未満の方への接種が開始されますが、職域
接種も含めたワクチン供給の遅れが生じている状況であり、引き続き、早期接種完了に向け行政と一体となって県や国
への働きかけを行っていきます。
　市政においても様々な課題が山積しており、６月議会での一般質問や常任委員会において、
様々な意見・提言を行いました。今回の活動通信では、一部を抜粋し報告させていただきます。
　今後も「夢・笑顔・活気」あふれる宇都宮を目指し、組織内議員としての役割・責任を果たして
いきたいと思いますので、引き続き、皆様のご支援とご協力をお願い申し上げます。

「夢・笑顔・活気」あふれる宇都宮

高橋ひでき活動通信
発行：全国本田労働組合連合会　栃木地方協議会
住所：〒321-3395 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台6-1 本田技研労働組合 栃木西支部内　電話番号：028-677-5526
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　令和3年6月定例会において、4度目の一般質問登壇をいたしました。地域や職場の皆さんから寄せられた声をきっかけとした課題を
もとに質問いたしました。

令和3年6月定例会　一般質問　登壇

宇都宮市議会議員 高橋　ひでき

議会
動画

１． 市長の政治姿勢について
　（1） LRT整備事業について
　（2） 中央卸売市場について
　（3） ゆいの杜地区の交通安全対策
　　　について

２． 環境行政について
３． 森林火災対策と文化財の保護に
　 ついて
４． 子どもの家の指定管理について
５． 図書館運営について

新型コロナウイルスワクチン接種
宇 都 宮 市 最 新 情 報 は こ ち ら

高橋ひでき後援会Facebookページ
https://www.facebook.com/hideki.takahashi.utsunomiya/

宇都宮市議会ホームページ　
http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/gikai/
宇都宮市議会Facebookページ
https://www.facebook.com/utsunomiyashigikai/

最新情報
更新中‼

市民連合ホームページ
http://u-shimin.jp/

ご意見・ご要望をお待ちしております。

活動実績（2021年4月～6月）

2021年7月スタートの宇都宮市制度　ご紹介

 3 日 日本女子ソフトボールリーグ宇都宮大会
 4 日 佐野市議会議員選挙・けいの常夫候補出陣式
10 日 佐野市議会議員選挙・けいの常夫候補マイク納め式
11日 佐野市議会議員選挙・けいの常夫候補開票報告会
12 日 議員協議会
14 日～ 15 日  本田技研労組栃木西支部合職
14 日 本田技研労組栃木支部新主任セミナー
 本田技研労組栃木西支部語る会
16 日 全本田労連栃木地協フードドライブ寄贈式
 連合栃木宇河地協春の集い・議会報告会
21日 本田技研労組栃木東支部ステップアップセミナー
23 日 広報広聴委員会
 本田技研労組栃木支部安全呼びかけ
24 日 連合栃木宇河地協メーデー
27 日 全本田労連栃木地協幹事会
28 日 本田技研労組栃木支部安全呼びかけ
 本田技研労組栃木西支部語る会 

4月（Apr.）
11日 連合栃木政策・制度討論集会
16 日 国民民主党栃木県連設立大会
18 日 本田技研労組役員フォーラム
19 日 本田技研労組中央委員会
 本田技研労組栃木西支部語る会
21日 ホンダテクノフォート労組新入組合員セミナー
22 日 本田技研労組栃木西支部オンラインレク
25 日 本田技研労組栃木支部議員懇談会
26 日 ホンダ販売労組ホンダ四輪販売北関東支部ユニオンセ 
 ミナー
28 日 広報広聴委員会
29 日 全本田労連地域政策推進会議・政策検討会議
30 日 全本田労連栃木地協オンライン文体イベント
31日 LRT 車両お披露目式

5月（May）
 2 日 ユタカ技研労組栃木分会語る会
 3 日 次世代技術を生かしたまちづくり調査特別委員会
 自動車総連栃木地協三役－議員懇会議
 4 日 議員説明会
 7 日 国民民主党栃木県連関係産別組織内議員ミーティング
 8 日 議会運営委員会
11日 本会議（6 月定例会開会）
16 日 本田技研労組栃木支部新入組合員セミナー
17 日～ 22 日
 本会議（一般質問）
19 日 ショーワ労組栃木支部新入組合員セミナー
24 日 文教国体常任委員会
28 日 議員協議会・分科会
28 日～ 29 日
 オートテクニックジャパン労組本社支部職場委員会議
30 日 広報広聴委員会
 本田技研労組栃木東支部対話集会
7 月 1日　本会議（6 月定例会閉会）

6月（Jun.）

制度
案内

パンフ
レット

制度
案内

パンフ
レット

令和3年度　おすすめ制度のご紹介

制度
案内

パンフ
レット

制度
案内

パンフ
レット

フレッシュマン･若年夫婦･
子育て世帯等家賃補助金

マイホーム取得支援補助金

結婚新生活支援事業 家庭向け低炭素化普及促進補助金

　本市への居住を促進し、活力あるまちづくりを進めるため、市
内の居住誘導区域にある民間賃貸住宅に転居した若年夫
婦世帯・子育て世帯（市外在住者の
み）、新卒採用者、結婚を希望する女
性に対し、家賃の一部を助成します。 

（最大12万円）
※補助対象となる区域、資格要件、
　収入基準等をご確認のうえ、申請
　をお願いします。

　本市への定住を促進し、活力あるまちづくりを進めるため、
本市の居住誘導区域等に新たに住宅を取得し、転入、転居
する世帯に対し、住宅取得費用の一部を助成します。
 （最大60万円）
※補助対象となる区域、資格要件、収
　入基準等をご確認のうえ、申請をお
　願いします。 
※今年度から、テレワーク勤労世帯加
　算が追加されました。

　宇都宮市では，地球温暖化の抑制に貢献するとともに、災害
に強い安全・安心なまちづくりの推進を目指し、再生可能エネル
ギーや自立分散型エネルギーの普及を図るため、住宅用 太陽
光発電システムや定置型蓄電池、燃
料電池（エネファーム）、 ZEH、給電性
能を備えた電気自動車の設置や購入
に対して補助を実施しています。
※補助事業の概要や申請にあたって
　の注意点などについては、ホーム
　ページをご確認下さい。

　宇都宮市で新生活をスタートさせるご夫婦に、住宅購入費
や賃貸住宅の家賃、引越し費用などを補助します。 

（最大30万円） 
※まずは、補助対象要件をご確認下さ
　い。

それぞれの事業については予算に限りがありますので、早めの申請をお願いします。


