平成３０年度 第１回
栃木西部地域会議会議録

平成３０年４月１７日(火)
栃木市吹上公民館大交流室

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１回 栃木西部地域会議

開催日時

平成３０年４月１７日（火） １９時 開会

開催場所

吹上公民館大交流室

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

２０時２２分 閉会

公開

非公開の別
傍聴人の数

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
〈説明〉

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。１３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といたします。
では、議事に入らせていただきます。

（１）

栃木市総合計画後期基本計画について（報告）

市総合政策課より説明を求めます。
〈説明〉
総合政策課

資料に基づいて説明。
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。
質問はありませんか。
内容については大変良いと思うのですが、農商工業や観光、雇用の振興につい
てはかなり力を入れないと、若い人の移住・定住促進にしても働く所がないとい
うことになるので、重点的に進めていただく必要があると思います。

総合政策課

総合計画の中でも事業の選択と集中は必要と考えていますので、市として重要
と考えるところには力を入れていくスタンスでおります。

会長

他にございませんか。
〈意見等なし〉
それでは、栃木市総合計画後期基本計画については、終わりにいたします。

〈総合政策課担当者退席〉

（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

前回の地域会議において、平成２９年度第９回で NPO 法人ハイジに提案いた
だき、今後さらに内容を具体的に検討しながら進めていく、ということを決定し
ております。NPO 法人ハイジから説明をお願いします。

NPO 法 人 ハ
イジ

まず開催時期についてですが、地域会議だより第６号での事前周知と実際の周
知期間を考えると、一定の期間が必要です。キックオフ分だけでもできるだけ早
く開催に向けて決定したいと考えます。
キックオフの落語会については、栃高ＯＢの春風亭柳橋さんのほか、春風亭昇
太さんに出演を依頼する予定です。小中学生も対象に含めて多くの参加者を集め
たいと考えており、地域や学校行事などと重ならないよう調整し、２回目以降は
あまり間隔を開けないで年度の後半に集中して４回としてはどうかと考えてい
ます。
第２回では「農と食」をテーマに、県内の事例紹介として地元で生産した作物
を加工販売し活用している先進地と、寺尾地区での取り組みを。第３回では「学
校と地域」としまして、先進事例として学校と地域の連携についての活動を行っ
ている県外の NPO 法人、あるいは宇大の先生にこれからの学校と地域の協同の
在り方をお話しいただいたうえで、市で取り組んでいるアシストネットの活動の
なかから、西部地域内各地区の地域教育コーディネーターの活動の情報交換を。
第４回は、まちづくり塾のまとめの回として「高齢者と若者」が共に育んでいけ
る何かを皆さんと見つけていこうという内容で、グループワークを中心に話し合
いの場を設けてはどうかと考えています。説明は以上です。皆様のご意見など頂
戴したいと思いますので、よろしくお願いします。
〈質問〉

会長

委員に対して、質問を求めます。

委員

第３回についてですが、皆川地区についてはそちらはかなり進んでいます。ア
シストネットは２月に市内全域の取り組み状況についての発表をすでに行って
います。県外の都市部の人を招待しての農業体験のイベントを実施するなど、提
案内容だとダブってしまいますが、どのように考えますか。

NPO 法 人 ハ
イジ

アシストネットの取り組み状況の発表がすでに行われているとのことですが、
その際にお話を聞くことができた人は限定されていたのではないかと思われ、ま
ちづくり塾では対象をより広く、多くの方に聞いていただきたいと思っていま
す。

委員

寺尾地区においても、アシストネットについては地域の人へは毎月学校の広報
で報告しており、それを見てボランティアに参加してくださる人もいました。な
ので活動内容については、周知できていると思います。

会長

リーダー育成が、まちづくり塾事業の最終的な目標となると思うのですが、ど
のように計画していくのでしょうか。

委員

最初からリーダー育成を表に出すと気軽に参加できなくなるので、まずは少子
化でも元気で暮らせる地域づくりがメインになるかと思います。

会長

まず人を呼んでにぎやかに開催し、リーダー育成も考えるということで進めた
いとします。
ほかに意見等ありませんか。

委員

今回の提案ではまだ具体的なことが分からなので、次回ではもっと詳細な内容
を提示していただき詰めていきたいと思います。

会長

他に意見などはよろしいでしょうか。
〈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は、終わりにいたします。

（３）
会長

平成３０年度地域予算提案制度取扱事業について

事務局より説明を求めます。

事務局

平成３０年度地域予算提案制度取扱事業につきまして説明いたします。
３０年度で市長に要望し、３１年度に実施する事業について、別紙「地域予算
制度取扱事業の提案書」により、５月の地域会議までにご提案ください。地区
により委員が集まって協議をして提案も可とします。限度額は２８９万円とな
っています。説明は以上です。ご質問等あればお受けいたします。
〈質問〉

会長

委員に対して、質問を求めます。

委員

委員一人一人が提案書を提出するとまとめるのが大変なので、各地区で集まっ
てある程度まとめてから出したほうがよいのではないでしょうか。

事務局

地区でまとめたものを出していただいても、個人個人で出していただいても、
どちらでも結構です。

会長

地域予算につきましては、他に意見などはよろしいでしょうか。
〈意見等なし〉

会長

それでは、地域予算事業については、終わりにいたします。
以上をもちまして、本日予定しておりました議事事項は終了いたしました。今
後の進行は事務局にお願いいたします。ありがとうございました。

事務局

それでは、その４のその他の事項に移らせていただきます。
・ 市街化調整区域における地区計画制度活用方針について（情報提供）
・ 栃木市環境基本計画書概要版の配付について（情報提供）
「市街化調整区域における地区計画制度活用方針について」及び「栃木市環境
計画書概要版」の資料が配付されていますので、今後の参考にご覧ください。
また、環境基本計画書の通常版は各公民館に各１冊配付されているので、ご覧
になりたい場合はお申し出ください。
・

平成３０年度第２回栃木西部地域会議について
平成３０年５月１５日（火）皆川地区公民館大研修室で開催。

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８時２２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 飯塚 昌宏
委 員 飯塚 督樹
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
欠席者（委員）
委 員 臼倉 由美子
委 員 寺内 茂
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
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 議 事
（１） 栃木市総合計画後期基本計画について（報告）
（２） まちづくり塾の事業内容について
（３） 平成 30 年度地域予算提案制度取扱事業について
４ その他
・ 市街化調整区域における地区計画制度活用方針について（情報提供）
・ 栃木市環境基本計画書概要版の配付について（情報提供）
・

平成３０年度第２回栃木西部地域会議について

５ 閉 会

配付資料一覧
平成３０年度第１回栃木西部地域会議会議次第
総合計画後期基本計画の地域計画について（報告）
栃木市総合計画《後期基本計画》
栃木西部地域会議まちづくり塾 企画案

資料１

地域予算提案制度で取り扱う事務事業の提案について（依頼）
（別紙）地域予算提案制度取扱事業の提案書
平成２９年度の地域予算の提案限度額について
平成３０年度の地域予算の提案限度額について

資料２

市街化調整区域における地区計画制度活用方針について（情報提供）
栃木市環境基本計画書の送付について

資料４

資料３

