
 

議  事  録  要  旨  
件 名 第 1回（仮称）第２次栃木市総合計画策定懇談会 

日 時 令和３年 10月７日(木) 午後 7時～午後８時 30分 

場 所 キョクトウとちぎ蔵の街楽習館 大交流室 

出席者  別添名簿のとおり（欠席者１名） 

１．開  会 （19：00）（全体進行：岡主査） 

 

２．市長あいさつ   大川市長 

 

  ・栃木市総合計画後期基本計画は、「“自然”“歴史”“文化”が息づき“みんな”が笑顔のあったか 

栃木市」を本市の将来都市像とし、平成２５年度から令和４年度までを計画期間とする基本構想と、 

５年間の部門ごとの現状と課題、施策の方向性を取りまとめ、基本構想や、将来像を実現するための 

具体的な計画を定めております。 

・現在の計画は、令和５年３月をもって終了いたしますが、急速に進行する少子高齢化や地域経済の 

振興等への対応に加え、大規模な自然災害に対する備えや新型コロナウイルス感染症予防等、新たに 

取組むべき課題を反映させ、また、栃木市に住んで良かったと思える、栃木市に愛着と誇りを持てる 

ような計画を策定していきたいと考えております。 

・懇談会の参加者の皆様には、計画策定に至るまでの間、適宜、ご意見等を伺ってまいりますので、 

よろしくお願いいたします。 

 

３．自己紹介  

 

４．座長、副座長選出  

  ・座長が選出されるまでの間について、事務局が進行を行う。 

  ・座長選出について、事務局一任の発言を受け、事務局（案）を提案。 

   ○事務局（案） 

    ・座 長  学識経験者 中村 祐司 様 

    ・副座長  栃木市都市計画審議会 増山 正明 様 

 

≪ 了  承 ≫ 

 

５．議  事  

（１）（仮称）第２次栃木市総合計画策定の概要について（資料１）（資料に沿って、横倉副部長説明） 

【概要】 

 1.総合計画策定の目的と根拠 

  （1）計画策定の目的 

  （2）策定の根拠 

 2.計画策定の体制と期間 

  （1）市民、市議会、地域会議、庁内の役割 

  （2）策定スケジュール 

  （3）基本構想、基本計画、実施計画の期間 

 3.総合計画の構成（イメージ） 

 4.市民の声を反映する主な取組みについて 

  （1）栃木市総合計画策定懇談会 

  （2）栃木市市民会議の総合計画部会 

  （3）高校生等との意見交換 

  （4）市議会との意見交換 

  （5）パブリックコメント 

  （6）広報誌、HP等 



 

【質疑等】 

■（参加者） 私は大学 4 年で、埼玉の大学に通っています。生まれてからずっと栃木市に住んで

おり、魅力を多く感じて、大好きな場所です。これからも栃木市内で人生を送りたい

と考えているので、栃木市をもっと知りたい、市にどんな人が関わっているのか、ま

た、自分がどのように関わることが出来るかを考えながら、携わりたいと思っていま

す。 

⇒（座長）  ありがとうございました。そのようなことを支援したい総合計画にしていければい 

いですね。 

■（参加者） 栃木市が合併して 10 年以上経ちます。この懇談会の人選について、地域ごとに割

り振りをしているのか、お聞きしたい。 

⇒（事務局） 懇談会の人選について、地域ごとに割り振りを行っておりません。各分野、年齢、

性別等のバランスを考慮して、学識経験者、各種団体推薦、公募としております。結

果として、栃木地域 17 名、大平地域 4 名、都賀地域 4 名、西方地域 2 名、岩舟地域

3 名となっております。藤岡地域にお住まいの方はおりませんが、懇談会とは別に、

8つの地域会議に付議し、意見等を頂く予定となっております。 

■（参加者） 資料 1 P3 基本計画について、詳細をお聞きしたい。 

⇒（事務局） 後期基本計画 P38-39 をお開きください。施策の体系が記載されております。 

      まちづくりの目標である基本方針があり、それを実現するための施策として 2つに 

      分け、さらにその下に具体的な施策となっております。資料 1 P3の基本計画に 

ついて、現段階では決まっておりませんので、「○○部門」と表記させていただいて

おります。 

■（参加者） 普段は、巴波川遊覧船の船頭をしております。巴波川沿いの街並みを見ると、 

      あまり活気がありません。いきいきと賑わいのあるまちづくりと書いてあるとおり、

商工会などとも連携していく必要があると思います。 

       西方には耕作放棄地が多く、農業後継者が居ないのが現状です。また、獣害の被害 

      も多く、市だけでなく、県や他市と連携して対策を行うことが必要だと思います。 

このような課題を認識し、対応していくことが必要だと思います。 

⇒（座長）  市の現状と課題に関するご指摘ありがとうございます。 

■（参加者） 資料 1 P3 市民の声を反映する主な取組についての、「パブリックコメント」に 

      ついて、今までの経験から、どこで実施しているのか等、分かりにくいと感じる。 

      募集の仕方や、これからを担う 20～40代の方に届き、意見を多くもらえるような 

周知の仕方を検討して実施し、その声を活かして欲しいと思います。 

⇒（座長）  ご指摘ありがとうございます。パブリックコメントの問題点は、タイトな日程で 

      行わなければならないということだと思います。より多くの意見が募集できるよう、 

      周知の仕方を工夫しなければならないですね。 

⇒（事務局） パブリックコメントについては、おっしゃるとおりだと思います。 

      基本構想及び基本計画の 2回実施することになりますが、いきなりパブリックコメン 

トを実施するのではなく、計画の進捗について情報を発信していくことで機運を 

高め、パブリックコメントを実施していきたいと思います。 

⇒（座長）  中学生や高校生からも意見が頂ければ理想ですね。 

■（参加者） 私は宇都宮出身で、現在は栃木市に住んで 40年以上になりますが、まだまだ市に 

      ついて勉強し、栃木市の魅力を伝えていかなければならないと考えております。 

■（参加者） 今後、人口推計や様々な現状と課題についての説明を期待したいと思います。 

■（参加者） 皆さんの意見等を可能な限り集め、意見を整理しながら、一つの軸を示していけ 

れば良いなと思います。懇談会の一員として、自分の知識見分も深めなければなら 

ないと実感しました。 

⇒（座長）  本日の議題は、総合計画の概要ですのであまり意見等は無いと思いますが、次回以

降は、より具体的な意見等を出していただきたいと思います。全て盛り込むことはで

きないかもしれませんが、反映できる部分も出てくるのではないかと思います。 

■（参加者） 内閣府の資料によると、2050年には 20％人口減少すると言われています。 

      栃木市も減るだろうと予想しますが、最終的には、市民の方が、栃木市に住んでいて 

よかったなと思えることが一番だと思います。また、県の魅力度ランキングが低く、 

栃木市の取組みが、県の魅力を引っ張っていけるような、その一助を担うことができ 



 

れば良いなと考えています。 

 茨城県結城市の取組み事例として、若者の定住化及び地域の活性化を促進するため 

の奨学資金制度があることや、地元ケーブルテレビと連携し、高齢者への支援を行う 

など、他市の事例を参考に、取り組んでいくことができればと思います。 

⇒（座長）  予想より早いスピードで人口減少が進んでいると言われています。栃木市では 

      どのようにとらえるかということですね。 

■（参加者） 高校生との意見交換についてどのように実施するのかお聞きしたい。 

⇒（事務局） 中学生を対象に行ったアンケート調査や市民アンケート調査の結果を踏まえ、 

とちぎ高校生蔵部に声をかけ、意見交換を実施したいと考えております。 

■（参加者） 中村先生の大学での活動についてお聞きしたい。 

⇒（座長）  専門分野は政治学で、地方自治、行政学を教えており、NGOや NPO、企業等 

      多様な諸アクター間の調整や協力を実現するガバナンスの在り方を追求しています。 

■（参加者） 市民アンケート調査の結果は、総合計画にどのように反映しているのかお聞き 

したい。 

⇒（座長）  報告事項（2）の中で、事務局から回答をお願いします。 

 

≪ 了  承 ≫ 

 

６．報告事項  

（２）栃木市総合計画策定に係る市民アンケートについて（資料２）（資料に沿って、森下主幹説明） 

【概要】 

 1.目的 

  2.市民アンケートの概要 

  3.中学生へのアンケートの概要 

  4.市議会議員へのアンケートの概要 

 

【質疑等】 

■（参加者） 市民アンケート調査の結果は、総合計画にどのように反映しているのかお聞き 

したい。 

⇒（事務局） 後期基本計画 P9 をお開きください。市民アンケート調査結果をもとに、市民満足

度や重点を置くべき分野を明らかにするとともに、後期基本計画に反映させており、

今回も、アンケート調査結果を踏まえ、基本構想や基本計画に反映させていきたいと

考えております。 

■（参加者） 資料 2 P6 アンケート調査において、今回新たな質問項目が設定されていますが、 

「ヤングケアラー」など、新しい社会問題になっていることも今後考えられるの 

ではないかと思いました。 

■（参加者） 中学生アンケートについて、結果が気になるところですが、こういったアンケート

を、将来を担う 10 代の中学生に聞くということは、市の現状や将来を考えることに

繋がり、大変意義があると考えております。将来も、栃木市に住み続けたいと思える

ような教育をしていきたいと考えている我々にとっても、アンケート調査は良かった

と思います。 

⇒（座長）  そういったことを言っていただけてありがたいと思います。 

 

７．そ の 他  

 ・特になし 

 

８．閉  会 （20：30） 

 

  



 

【別添】第 1回（仮称）第２次栃木市総合計画策定懇談会 出席者一覧 

 

【懇談会参加者】                        （敬称略） 

 所属等 氏名 

学識経験者 中村 祐司 

栃木市議会 中島 克訓 

栃木市議会 氏家 晃 

栃木市議会 針谷 正夫 

栃木市議会 永田 武志 

栃木市自治会連合会 関口 茂一郎 

栃木市地域会議連絡調整会議 髙久 厚子 

部落解放同盟栃木市協議会 関口 輝雄 

栃木市女性団体連絡協議会 大森 明美 

社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会 橘 唯弘 

とちぎ蔵の街シニアクラブ連合会 小倉 理一 

栃木市民生委員児童委員協議会連合会 秋山 善男 

栃木市農業士会 稲葉 延生子 

栃木市商工経済団体連絡協議会 小野口 美治 

千塚産業団地連絡協議会 和田 伸二 

栃木市建設業協同組合 大木 敬 

栃木市都市計画審議会 増山 正明 

（一社）栃木市観光協会 大橋 嘉孝 

栃木市PTA連合会 柏崎 陽香 

栃木市校長会 牧野 初美 

栃木市子ども・子育て会議 松本 真由美 

日本労働組合総連合会栃木県連合会下都賀地域協議会 神原 康博 

栃木市スポーツ協会 大塚 孝司朗 

栃木市文化活動協議会 上村 和久 

公募 青木 理恵 

公募 荒川 浩幸 

公募 大塚 未来 

公募 黒田 聡美 

公募 中島 美和 

公募 三瓶 里子 

 



 

【事務局】 

総合政策部長 増山 昌章 

総合政策副部長兼総合政策課長 横倉 延男 

総合政策課主幹 森下 義浩 

総合政策課主査 岡 正美 

 

【策定支援業務業者】 

株式会社 栃木都市計画センター 山口 堅一 

 


