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回覧

会長あいさつ
会員の皆様方におかれましては，ご健勝にご活躍のことと思います。
さて本年度も，新型コロナウイルス感染症の感染防止の為，定期総会は
形を変えての対応となり，新任自治会長研修会は昨年度に引き続き中止と
なりましたこと，ご了承頂きたいと思います。
宇都宮市におきましても，夏の風物詩である『ふるさと宮まつり』や

『うつのみや花火大会』をはじめ多くの行事が，残念ながら開催中止となっ
ているところであります。
また，各地区におきましても，同様の対応で大変苦慮されていることと
思いますが，感染が鎮静化するまでは，残念でありますが，自粛もやむを
得ないものと思います。
このような時期でありますが，宇自連が３年計画で取り組んできた，会員の福利厚生の一環としての

『宮PASS』制度を，５月１日から運用開始させて頂きました。会員の皆様方には，ぜひ宮PASSを活用して，
自治会員であることの満足感を高めて頂ければ幸いです。またこの制度によりまして，自治会加入率の向上
につながることを，大いに期待したいと思います。
そして，運用開始にあたりましては，宇都宮市・各事業所・関係者の皆様方に大変なご協力を頂きましたこと，
感謝申し上げます。
最後になりましたが，感染力が強いデルタ株の流行などにより，栃木県においても８月に緊急事態宣言が
講じられるなど大変厳しい状況が続いておりますが，一日も早い収束を，そして通常の生活が出来ますよう，
皆様方とご祈念をしたいと思います。
またこの度退任されました役員の皆様方におかれましては，在任中大変ご苦労様でした。心からご慰労
申し上げます。
そして，新しく役員になりました皆様におかれましては，地域発展の為，活動して頂きますよう，よろ
しくお願い致します。

宇都宮市自治会連合会
会長　藤原由房
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令和３年度定期総会開催
４月27日，令和３年度定期総会を市役所大会議室
にて開催いたしました。新型コロナウイルス感染症
の感染拡大防止のため，昨年度は中止となった定期
総会ですが，今年度は，委任状を活用し出席人数を
限定するなどの感染対策により，開催することがで
きました。来賓の佐藤市長，熊本市議会議長からご
祝辞をいただき，また，市民まちづくり部の鈴木部
長をはじめ，所管の職員の方々にもご臨席いただき
ました。
総会は議長団に，増本澄男氏（五代若松原地区）
と丸山次夫氏（宝木地区）のお二人が選出され，宇
自連会則の一部改正（案）・令和２年度事業報告・決算報告，令和３年度事業計画
（案）・会費の額（案）・予算（案）について審議が行われ，各議案は何れも承認さ
れました。

役員の改選については，宇自
連会長に藤原由房氏（御幸ヶ原
地区），監事に南木栄弘氏（御幸
地区），稲葉孝治氏（宝木地区）
が推薦され，全て可決承認され
ました。
また，副会長には新しく４名，会計には２名の理事が就
任し，８地区においても理事の改選がありましたので，下
記の役員一覧をご覧下さい。

佐藤市長

増本議長　　　　　　　　　丸山議長

会　長　藤原　由房（御幸ヶ原）
副会長　古澤　勝司（清　原）

○新 副会長　永井　　寛（河　内）
○新 副会長　稲葉　　豊（雀　宮）
○新 副会長　小島　弘義（　東　）
○新 副会長　三坂　茂晴（細谷･上戸祭）
○新 会　計　前田　　隆（昭　和）
○新 会　計　小池惠一郎（五代若松原）
○新 理　事　伊原　成美（石　井）
○新 理　事　亀井　皖司（泉が丘）
理　事　大森　幹夫（今　泉）
理　事　斉藤　光男（上河内）
理　事　星野　和男（国　本）

○新 理　事　鈴木　忠男（　桜　）

理　事　手塚　俊夫（篠　井）
理　事　塚原　毅繁（城　東）
理　事　阿部　　操（城　山）
理　事　佐久間宣昭（姿　川）
理　事　大金　勇夫（宝　木）
理　事　斎藤　高蔵（中　央）
理　事　竹之内英明（戸　祭）
理　事　舘野　常利（富　屋）

○新 理　事　首藤　愼二（豊　郷）
理　事　長島　俊夫（　西　）
理　事　増田　良二（　錦　）
理　事　福田　光作（西　原）
理　事　吉澤　恭一（平　石）

○新 理　事　小松　整洸（富士見）

理　事　坂本　保夫（瑞穂野）
理　事　金田　貞夫（緑が丘）
理　事　池﨑　　隆（　峰　）

○新 理　事　上野　久男（宮の原）
理　事　森﨑　恭宏（御　幸）
理　事　島田　弘二（明　保）

○新 理　事　栗原　伸一（簗　瀬）
理　事　小栗　秀夫（陽　光）
理　事　竹内　　律（陽　東）

○新 理　事　谷田貝賢司（陽　南）
理　事　網野　　昇（横　川）

○新 監　事　南木　栄弘（御　幸）
○新 監　事　稲葉　孝治（宝　木）

令和３年度宇都宮市自治会連合会役員一覧　	 （　）内は地区名，敬称略



− 3−

＊ 自治会活動紹介 ＊
　令和２年度に宇都宮市から派遣されたアドバイザーの
支援を受けて，積極的な加入促進対策の取組みを行った
モデル地区の活動をご紹介いたします。

宝木地区

河内地区

西地区

【自治会名】西中丸自治会　【世帯数】１,077世帯
【地域が抱える課題】
・開発に伴い新しく居住する分譲地，アパート等住民への自治
会加入促進
・若者世代への自治会活動に関する情報発信の強化（自治会活
動の見える化）
・住民同士，住民と自治会とのつながりを創出することが必要
・自治会役員の負担軽減（情報の共有，回覧板の配布等）
【支援を受けた内容】
1回目 　地域の課題，自治会の課題についてのワークショップ開催
2回目 　集合住宅オーナーからのヒアリング
3回目 　「役員や担い手の確保，女性の活躍促進」に関するヒアリング
4回目 　支援内容についての意見交換
5回目 　新型コロナウイルス感染症の影響による支援策の変更検討
6回目 　西中丸自治会公式LINEの活用提案

【自治会長の声】
西中丸自治会は１,000世帯超であり情報発信や共有に苦慮
してきたが，今後は提案された公式LINEを活用し，自治会の
活性化を図っていきたい。
【成果】
・LINEを活用した若者世代への情報発信の強化（自治会活動の
見える化）や，自治会役員の負担軽減につながる仕組みを作
ることができた。
・自治会において，公式LINEを活用し，回覧物や地域のイベント情
報・地域内の事故や事件情報等の配信の検討を始めており，主体
的な情報収集活動が進められるなど活性化につながっている。

【自治会名】岡本駅前二区自治会　【世帯数】269世帯
【地域が抱える課題】
・自治会による加入の働きかけが難しい集合住宅等への加入促進
【支援を受けた内容】
1回目 　支援内容の説明及び提案
2回目 　地域の課題，自治会の課題についてのワークショップ
3回目 　集合住宅等住民へのアンケート内容の打合せ及び項目の決定
4回目 　地元不動産業者と窓口での自治会案内について依頼
5回目 　集合住宅等へアンケート及び自治会会報のポスティング
6回目 　自治会活性化策についての意見交換
7回目 　集合住宅等へのポスティング２回目実施
8回目 　調査報告と今後の進め方の提案

【成果】
・アパート等の未加入者世帯へのポスティングを通じた地域情報の
発信（自治会だより等）

・自治会だよりをさらに未加入者にも読んでもらうことを想定した内
容の充実

・不動産屋へ，アパート等契約者へ窓口で自治会案内をしてもらう
よう依頼
・自治会活動への参加のご案内（市まちづくり活動応援事業の活用）
・岡本駅前二区自治会の住民が「まち歩きガイド」になって，アパー
ト・マンションにお住いの方に参加を呼び掛けて，自治会内を知っ
てもらうまち歩きイベントを実施する。

・一斉清掃や資源回収を岡本駅前二区自治会のエリアに住んでいる
方（アパート・マンション）全員で行い，自治会活動の協力に貢
献してもらう。

【自治会名】三条町南部自治会　【世帯数】82世帯
【地域が抱える課題】
・高齢自治会員（特に一人暮らし高齢者）の脱会防止
・高齢化に伴う担い手不足の解消
・高齢自治会員に必要とされる新たな共助の仕組みづくり
【支援を受けた内容】
1回目 　自治会の課題や現状の聞き取り，支援内容について

打合せ
2回目 　大学生の力を取り入れた暮らしの困りごと解決事業

の提案
3回目 　なんでも相談カフェの実施提案と大学生による課題

解決に向けた打合せ
4回目 　大学生に対する自治会の事前学習
5回目 　なんでも相談カフェの実施（令和２年11月22日）
6回目 　暮らしの困りごと解決に向けた打合せ及び解決の実施

【自治会長の声】
住めば愉快な自治会を目指して，地域の子どもたちや地域外
の住民を巻き込みながら，電球交換から家の片付け，健康相談
など，新しい助け合いにつなげていきたい。
【成果】
・高齢世帯や一人暮らし自治会員の脱会防止につながる，高齢者の
生活支援の新しい仕組みをつくることができた。

・自治会の課題解決にあたり，自治会外の大学生や病院との協働に
よる事例を創出することができた。

「西中丸自治会公式LINE開設による　
　若者世代への情報発信の強化」

「アパート・マンション住民への
　　　　　　　　　  加入促進」

「暮らしの困りごと
　　　“なんでも相談カフェ”」



「宮 PASS特設ページ」http:www.ujiren.com/miyapass/
宇都宮市自治会連合会のホームページに宮 PASS の特設ページを開設しています。
【サービス提供施設一覧表】も掲載していますので，ぜひご覧ください。

●８月１日より追加された店舗・施設
店 名 住 所 電 話 サ ー ビ ス 内 容

グルメ
風見鶏 中央1-6-9 ℡.633-4105 受付時提示／食事注文の方全員　ディナー時グラ

スワイン（またはソフトドリンク）サービス

アジアン料理ドゥエル宇都宮 馬場通り2-3-12
MEGAドン･キホーテB1F ℡.638-5233 受付時提示／食事注文の方全員　ソフトドリンク

サービス

葬 祭
施 設

ギャラリーメモリア
宇都宮ベルモール店

陽東6-2-1
ベルモール２F ℡.611-1118 会計時提示／全員　線香・ローソク・念珠 ５％

割引
はまつ斎苑 山本1-2-8 ℡.624-0123 会計時提示／提示者のみ　供物を会員価格で提供
とわノイエ 山本1-2-8 ℡.666-0200 会計時提示／提示者のみ　供物を会員価格で提供
メモリアルさくら想 松原1-9-1 ℡.650-6100 会計時提示／提示者のみ　供物を会員価格で提供
セレモニーホールやなせ 簗瀬町1441-5 ℡.611-3874 会計時提示／提示者のみ　供物を会員価格で提供

ス ー パ ー
マーケット

フードオアシスOTANI平松店 平松本町1141-2 ℡.614-3911

受付時提示／提示者のみ

「宮ＰＡＳＳ」とともにオータニ発行の
「お買物券」（有効期限内）および
オータニカードを
サービスカウンターに提示で，

「お買物券」500円につき
オータニカードポイントを
25ポイント付与。

【受付時間】
月曜日を除く店舗開店時～18：30

フードオアシスOTANI宇都宮駅東店 元今泉4-1-14 ℡.635-6201
フードオアシスOTANI鶴田店 鶴田町513-4 ℡.636-6261
フードオアシスOTANI戸祭店 上戸祭町548-1 ℡.643-3121
フードオアシスOTANI五代店 五代1-3-8 ℡.688-3388
フードオアシスOTANI岡本店 下岡本町4278 ℡.673-3555
フードオアシスOTANI明保店 下荒針町3473-5 ℡.649-1388
フードオアシスOTANIみずほの店 西刑部町桑島台2450-4 ℡.657-8661
フードオアシスOTANI御幸ヶ原店 御幸ヶ原町91-13 ℡.661-6521
フードオアシスOTANI一の沢店 鶴田町2180-3 ℡.612-7522
フードマーケットオータニ 雀宮店 南町12-1 ℡.653-2621
フードマーケットオータニ 野沢店 野沢町40-1 ℡.665-4131
フードマーケットオータニ 宝井店 下田原町3230-29 ℡.672-2231
フードマーケットオータニ 江曽島店 江曽島町1062-1 ℡.645-0521

●対象外となった店舗・施設
店 名

グルメ
Café un fil 県外への移店にともない対象外となりました。
石焼らーめん火山 戸祭店 閉店にともない対象外となりました。
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information

『宮 PASS』
宇都宮市自治会連合会

福利厚生制度

■更新のお知らせ■
８月よりサービス提供施設
が122か所になりました。下
記に追加および対象外になっ
た店舗・施設をお知らせします。

※カードは１世帯に１枚の発行です。ご加入の自治会名と世帯代表者の
氏名をご記入の上ご利用ください。
※カードはご加入の自治会よりお渡ししています。未配布または再発行等
につきましては，各自治会長へご連絡ください。

○○○自治会 ○○　○○


