平成３０年度 第４回
栃木西部地域会議会議録

平成３０年７月１７日(火)
栃木市皆川公民館大研修室

栃木西部地域まちづくりセンター

別記様式
会 議 録
会議の名称

平成３０年度第４回 栃木西部地域会議

開催日時

平成３０年７月１７日（火） １９時 開会

開催場所

皆川公民館大研修室

出席者氏名

別紙１のとおり

欠席者氏名

別紙１のとおり

事務局職員職氏名

別紙１のとおり

その他出席者等

別紙１のとおり

会議事項

別紙２のとおり

会議の公開又は
非公開の別
傍聴人の数

２１時０５分 閉会

公開
０人

その他必要事項
会議の経過
発言者

議題・発言内容・決定事項
１開会
２あいさつ
３議事

会長

事務局に対し、本日の出席委員数を求めます。

事務局

委員総数は１６名です。１４名の出席をいただいております。

会長

過半数以上の委員の出席であるので本日の会議は成立しております。
では、議事に入らせていただきます。
（１） 旧寺尾南中学校の利活用案検討状況について総合政策課より説明を
求めます。

総合政策課

〈資料に基づき説明〉
提案を絞り込んだ結果４つの利活用案に集約し、地域貢献・市民ニーズ・独
自性・先進性等７つの項目で採点をして優先順位を設定いたしました。今後、
年内に募集をし選考の手続きを経て、年度内に契約の相手方を決定したいと考
えております。説明は以上です。よろしくお願いいたします。
〈質問〉

会長

委員に対して、質問を求めます。

委員

校庭の利用はどのようになりますか。

総合政策課

現在は未定です。事業内容によっては何か建物が建つ可能性もありますし、
資材等の置場になるかもしれませんが、特徴のある校舎の外観を損ねない利用
に留意していただくようお願いすることにしています。

委員

地元の人も使えるようお願いしたいのですが。

総合政策課

避難場所や交流の場として使えるようにして欲しいという、地元の方の要望
もいただいております。事業所が建物と敷地を全部使うのかそうでないのかに
もよって対応が変わってしまうかと思いますが、検討いたします。

委員

候補に農産物施設やジビエを利用したレストランとありますが、こういった
施設になる場合、水は市の上水道を使うのか地下水になるのか、また排水はど
のようになるのでしょうか。

総合政策課

事業所と協議のうえ決定いたします。

会長

他にはありませんか。
〈意見等なし〉

会長

それでは、旧寺尾南中学校の利活用案検討状況についてを終わりにいたしま
す。
（２） まちづくり塾の事業内容について

会長

続きまして、まちづくり塾の事業内容について事務局の説明を求めます。

事務局

まず、事務局から提案なのですが、今後新聞などへも PR を図っていくこと
になりますので、マスコミの目に留まるようなネーミングを提案します。
「塾」
と「熟」をかけ、熟議や熟成といった意味を込めて〈じっくり塾〉などはいか
がでしょうかご検討ください。

委員

「じっくり」の部分が平仮名では熟の意味がわかりづらいし、「塾」の字を
「熟」に変えると誤字と間違われてしまいそうなので、
「じっくり」に「熟」の
文字をあて字にして、熟くり塾（じっくりじゅく）としてはどうでしょうか。

委員

「栃木西部」も加えたほうがよいと思います。

事務局

「栃木西部熟くり塾（じっくりじゅく）
」としてよろしいでしょうか。
〈異議なし〉

事務局

では、今後の名称は「栃木西部熟くり塾（じっくりじゅく）
」といたします。
地域会議だより第６号には間に合わないので、次回以降のお知らせから使用
することとします。
まちづくり塾については、方向性が決まってまいりました。第１回の落語会
については、前回日時や講師が決定しましたので、地域会議だより第６号にお
いて事前周知をいたします。
第２回以降について、NPO 法人ハイジから説明願います。

NPO 法 人 ハ
イジ

事業計画書のとおり開催時期等の案を作成してきました。第１回目の開催か
らあまり時間をおかずに、月に１回のペースで２月までにすべて開催できるよ
うに計画いたしました。講師依頼にあたりまして、講座の内容・日時・会場な
ど再度ご確認願います。参加募集の範囲によって開催の時間帯も変わると思わ
れます。そちらも皆様に協議をお願いします。
第 1 回が１０月スタートなので、以降月に１回開催で調度よいのではないか
と思います。

会長

委員に対して、質問等を求めます。

委員

参加対象者は、1 回目は西部地域全体として、2 回目以降はどのように考え
ていますか。

NPO 法 人 ハ

西部地域の全地域を対象としたいと考えております。

イジ
委員

募集範囲は老若男女バランスよく、そして、活動の中心になってほしい若い
人が意見を言いやすい、意見が採用されるような集まりになるよう考える必要

があると思います。子育て世代に参加してもらいたいので、開催時間は夜が良
いと思います。
事務局

募集範囲は、栃木西部地域に在住・在勤の方とします。第 1 回の落語会では
栃木西部地域にチラシを全戸配付、入場券を申し込みいただいて来場者数を把
握したい考えです。2 回目以降もまた別途チラシを配付し、参加者数を確認し
ていきたいと考えております。これらの参加者が、話を聞いて終わりにならな
いよう、意見を出していただいたり、来年度以降の事業につながるような講演
会にすることが大切かと思います。

会長

他にはありませんか。
〈意見等なし〉

会長

それでは、まちづくり塾の事業内容についてを終わりにいたします。
（３） 地域予算提案制度取扱事業について

会長

続きまして、地域予算提案制度取扱事業について事務局の説明を求めます。

事務局

前回協議した４つの事業案につきまして、具体的な事業内容の案をお願いし
ていました。
（資料４）
予算限度額や制度上の制限などを勘案し、見積を取ったうえで、提案書案を
作成いたします。作成の際には、正副会長と協議。３種類ほど用意し、次回の
地域会議にて、決定したいと考えます。
説明は以上です。各委員から補足説明などはございますでしょうか。

委員

１

看板設置事業は７つほど具体案を提示しましたが、全部でなくてもよい

と考えています。ただし、２番と５番は、ぜひ設置してもらいたいと思います。
会長

２

まちづくり塾の継続については、儲かる地域活動として、皆川地区は市

内の業者に商品開発からパッケージまで総合プロデュースを依頼し、サツマイ
モを使った洋菓子の開発を計画したい考えです。
委員

３

テントなどの物品の購入は、予算限度額によって調整する可能性があり

ます。必要数を確認、また、置く場所についても検討します。
会長

４

リーフレット作成事業のうち、皆川城址リーフレットについては、在庫

がまだあるため、今回の提案には含めないこととします。
会長

今の説明に対し、ご意見等ございますか。
〈異議なし〉

事務局

次回、見積を取ったうえで、西部地域内のバランスもあわせて優先順位をつ
け、提案事業を検討するという流れでよろしいでしょうか。
〈異議なし〉

事務局

今までのことを整理しながら、まと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。

会長

それでは、地域予算提案制度取扱事業について終わりにいたします。
今までのことで、他にご意見ご質問等ありませんか。
〈意見等なし〉

会長

それでは、今後の進行は事務局にお返しいたします。

事務局

４番、その他の事項に入らせていただきます。
次第には記載がありませんが、前回の会議の際に西部地域観光コースの設定

について協議をはじめた報告がありましたが、その後の状況について、報告を
いただきたいと思います。
【皆川】報告
副会長

７月１０日に皆川公民館に３地区のまち協の皆様、市の観光振興課の職員が
集まりまして、皆川まち協の活動内容の説明の後、城址公園・皆川氏の墓地が
あります金剛寺など、２時間ほど皆川地区で観光コースに設定したい場所を見
ていただきました。報告は以上です。

事務局

観光コースの設定につきましては、観光振興課で全面的に協力をしてもらう
ことになっておりますので、今後も随時報告しながら進めていきたいと考えて
おります。
栃木市立地適正化計画の策定方針について

事務局

続きまして、（１）栃木市立地適正化計画の策定方針についてでございますが、策
定方針が定まったことを受けての情報提供です。
後ほど、お手元に配付しました資料をご覧いただき、質問等ございましたらご連絡く
ださい。
（１） 平成３０年度第５回栃木西部地域会議について

事務局

平成３０年９月１８日（火）午後７時から場所の寺尾公民館大交流室で開催。

副会長

８月は地域会議の開催はないとのことですが、正副会長だけでも集まって地
域予算提案事業の案の検討などしたほうがよいのではないでしょうか。

事務局

３つ程度案を作成して９月の地域会議で皆様に協議いただく考えでいます
ので、その案をまとめる際に正副会長に集まっていただきご検討いただくこと
にいたします。
以上で本日の会議は全て終了いたします。
──閉会──
（会議終了時刻 午後９時０５分）

別紙１ 出席者及び事務局
出席者（委員）
会 長 関口 茂一郎
副会長 寺内 茂
委 員 臼倉 由美子
委 員 大阿久 安弘
委 員 大橋 利隆
委 員 鯉沼 惠子
委 員 縫村 庫子
委 員 峰岸 晃一
欠席委員
委 員 飯塚 督樹
事務局
茂木
福田
青木
加藤

副会長
委 員
委 員
委 員
委 員
委 員

酒巻 幸夫
大阿久 妙子
大塚 正江
癸生川 孔章
鯉沼 政江
野原 保

委 員 小林 雄一

隆 （栃木西部まちづくりセンター所長）
欽也（皆川公民館館長）
啓安（寺尾公民館館長）
幸子（吹上公民館主査）

その他出席者
増山 昌章（総合政策課長）
川嶋
衛（総合政策課政策調整係副主幹兼政策推進員）
田名網 勉（総合政策課政策調整係主査）
大波 龍郷 （とちぎ市民活動推進センターくらら・NPO 法人ハイジ理事）

別紙２ 会議事項
１ 開 会
２ あいさつ
３ 委員及び職員紹介
４ 会長及び副会長選出
５ 議 事
（１） 旧寺尾南小学校の利活用案検討状況について（報告）
（２） まちづくり塾の事業内容について
（３） 地域予算提案制度取扱事業について
６ その他
・ 栃木市立地適正化計画の策定方針について（情報提供）
・ 平成３０年度第５回栃木西部地域会議について
７ 閉 会
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資料３
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資料４

（３）地域予算提案制度取扱事業について（平成３１年度 案）

資料５

栃木市立地適正化計画の策定方針について（情報提供）

栃木市立地適正化計画の策定について

