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﹁住めば 愉快だ 宇都宮﹂

新年︑明けましておめでとうございます︒
私が市長に就任し︑６回目の新春を迎えることができま
した︒これもひとえに︑日頃より支えていただいておりま
す皆様のご協力の賜物と︑深く感謝申し上げます︒さて︑
一昨年から続く百年に一度と言われている世界不況の中︑
宇都宮市におきましても︑不況の影響を受け︑今後も非常
に厳しい状況にありますが︑今こそ都市の力を磨くための
好機と前向きに捉えていく必要があると考えております︒
また︑私はこの５ 年間︑市民の皆様にはっきりと数字で示
せるような財政改革を進めてまいりました︒その結果︑こ
のような経済状況でも︑迅速かつ柔軟に対応することがで
きました︒
今後も﹁百年先も活力ある発展が続く持続可能な都市う
つのみやの確立﹂に向け︑これまでの取り組みや仕組みな
どを抜本的に見直し︑この閉塞感を打ち破り︑明るい未来
への希望をもっていただける年にしていきたいと考えてお
ります︒
昨年 月に宇都宮市のブランドメッセージが﹁住めば 愉
快だ宇都宮﹂に決まり︑このメッセージで魅力を市内外に
発信し︑市民の皆様には﹁住んでよかった﹂宇都宮︑来訪
者からは﹁もう一度来たい﹂︑そして﹁住んでみたい﹂と
憧れをもたれるまちづくりを目指します︒
本市のもっている魅力はまだまだ潜在しているものが多
く︑ジャズ・カクテル・餃子はもちろんのこと︑大谷石・
宇都宮牛︑近年ではプロスポーツチーム﹁宇都宮ブリッ
ツェン﹂﹁栃木SC﹂﹁リンク栃木ブレックス﹂が宇都宮
を拠点に活動し︑さらに利便性では北関東自動車道の全線
開通を目前に控え︑中心の位置となる宇都宮から東西南
北・海へ山へと︑拠点にしていただくよう︑全国へ PRし
てまいります︒市民の皆様とともにオール宇都宮で盛り上
げてまいりましょう︒
本年もより一層のご支援︑ご協力をお願い申し上げます
とともに︑皆様にとりましても素晴らしい年になりますよ
うご祈念いたしまして︑新年のご挨拶といたします︒
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宇都宮
ブランドメッセ ージ
観光PRに活用
宇都宮の魅力を全国に発信する
„ブランドメッセージ ﹁住めば
月

日にオリオンスクエアで

愉快だ宇都宮﹂の発表セレモニー
が
開かれた︒宇都宮の名前を全国的
に知ってもらい︑﹁宇都宮らし
さ﹂をアピールする︒
言葉には﹁来て楽しい︑食べて
楽しい︑そして︑住めばもっとも
っと楽しいまち﹂などの意味が込
められているという︒
佐藤市長は︑﹁このメッセージ
とあわせてジャズのまち︑カクテ
ルのまち︑餃子のまち︑妖精のま
ち︑宇都宮城︑大谷石︑宇都宮牛
などの魅力をもっともっと県内外
に発信し︑定住人口︑交流人口が
増えればいい﹂と話した︒
餃子

日︑首都圏県都市長懇話会

日︑市が公表した本年

宇都宮で首都圏サミット開かれ る
県 都 ７ 市 長 が 意見交換
月

︵首都圏サミット︶が宇都宮で開か
れた︒首都圏の県庁所在地の市長７
人が出席し﹁子育て支援策や地球温
暖化対策﹂について意見交換がなさ
れた︒
佐藤市長は︑冒頭に﹁政権が代わ
り︑どうまちをつくっていくか苦労
もあるが︑新たな国づくりをする機
会︒われわれも市民のために汗をか
きたい﹂とあいさつした︒

月

度の市政世論調査結果報告書で
行政改革に関する評価トップは
﹁窓口サービスの向上﹂とわか
った︒
４月の市職員訓示で幹部職員
約270人の前で佐藤市長は

﹁大切な食で育む
宮っ子の誓い﹂
うつのみや食育フェア

月４日﹁うつのみや食育フェ
ア﹂が宇都宮城址公園︑オリオンス
クエア︑バンバひろばで開かれた︒
４回目となる今回は︑市民一人
ひとりが食を通し︑豊かな生活を
実現できるよう︑体験イベントを
多く盛り込んだ︒
栃木県出身の双子の兄弟による
お笑いコンビ﹁ザ・たっち﹂も食
育フェアを盛り上げた︒
また︑佐藤市長は︑自ら佐藤家
の朝食を披露した︒

市長生出演
皆さん︑ご存知ですか？
CRT栃木放送﹁うつのみやイ
時

〜

分︑レ

ンフォメーション﹂に︑毎月最終
月曜日︑午前

ディオベリー︵FM栃木︶﹁トワ
イライトう
つのみや﹂
に︑毎月最
終金曜日︑
分は佐

午後６時
〜

藤市長が出
演し︑市政
に関するお
話をします︒

2009年11月10日付より
下野新聞

市長トップセールス
﹁諸国往来市﹂東京で
宇都宮の農産物PR
月に東京で開かれた全国物産販

売祭り﹁諸国往来市﹂で宇都宮の農

県の

産物をPRしようと佐藤市長がトッ
プセールスを行った︒
祭りには青森から沖縄まで
団体が出店し︑各地の名産品が並ん
だ︒
応援に駆け付けた佐藤市長は大き
な声を張り上げ︑宇都宮の農産物を
売り込んでいた︒

日︑市内初のデマンド

清原地区に続き板戸地区で
宇都宮市初︑
デマンド運行

昨年の４月

交通方式の乗り合いタクシー﹁板戸の
ぞみ号﹂の運転開始式が行われた︒登
録者数は同地区の半数世帯が登録する
などニーズが高い︒すでに清原地区で
はジャンボタクシーが
運行し︑続いて板戸地
区ではデマンド運行が
開始︒他地域でも説明
会や意見交換会などが
行われている︒

宇都宮市は環境・経済対策の
一環として︑環境配慮型自動車
への新規買換えや住宅省エネル
ギー化を普及・促進するため︑
購入費・設置費の一部を個人に
助成し︑CO 2の削減と個人消費
億円の

のさらなる広がりを目的とした
助成制度を実施し︑約
販売効果があった︒

現在は出力１kW 当たり７万円
（４kW まで上限 28 万円）

﹁われわれが先頭に立って汗を
かき︑宇都宮が継続的に発展す
る都市となることで︑市民も安
心し希望をもつことができる﹂
と述べたことが市職員にも伝わ
ったのではないだろうか︒ま
た︑役所事務改善に職員からア

イデア募集を行った︒市は︑よ
り質の高い行政サービスを提供

行政サービス水準
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▲市長自ら料理自慢の腕を披露するコーナー
▲FM栃木出演時の市長と井出文恵アナ

位
[住宅用太陽光発電システムの設置]

25

1
食品小売価格

78
設置する機器が、国の補助事業で規定
している適合品であり、未使用品。
自ら居住する市内の住宅に設置。

15

全国

サステナブル度
[住宅用高効率給湯器の新規設置]

10

位

するため現在︑第４次行政改革

15

18

1

●総務省「小売物価統計調査」より算出

全国
「週間ダイヤモンド別冊 2008 年４月号」
47 都道府県庁所在地中

位

●環境保全度・社会安定度・経済豊かさ度

2

●産み・育てやすい・医療の充実

全国
「AERA with Baby 2009 冬号」
全国 95 自治体ランキング

子育てに優しい町

「日経グローカル・115」（平成 20 年）
人口 50 万人以上の 24 都市中

全国
●子育て・福祉・教育・公共料金等

位

財政健全度

「日経グローカル・115」（平成 21 年）
人口 50 万人以上の 26 都市中

2
クリーンエネルギー型自動車
（排気量 2,000cc 以下）
車両本体価格の５％（上限 10 万円）
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25

11

2009年11月２日付より

位

[環境配慮型自動車への新規買換え]

20

下野新聞

３
●地方債残高・自主財源比率・財政力指数等

全国

■助成内容

宇都宮市 スゴイぞ ! ランキング
11

東洋経済「都市データパック 2009 年版」
人口 50 万人以上の 27 都市中

位
●産業・消費

〜事業所数・新設住宅着工戸数等〜

1

地域内
交通

牛

全国

環境・経済危機対策

大谷

東洋経済「都市データパック 2009 年版」
人口 50 万人以上の 27 都市中

民力度

!!

石

位

ECO 助成

23

窓口サービス向上 「先頭に立って汗を」

2009年10月24日付より

城

1

下野新聞

妖精

全国
●安心度・利便度・快適度・富裕度・住居水準充実度

31
カク
テル

東洋経済「都市データパック 2009 年版」
人口 50 万人以上の 27 都市中

住みよさ

10

Jazz
10

■宇都宮市政に関する世論調査
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■自転車のまち宇都宮を日本一に！
昨年、誕生しましたプロ自転車チー

■BRAEK THROUGH 昨シーズン
JBL初参戦ながら５位と健闘し、今

■ 一枚岩

ム「ブリッツェン」、ジャパンカッ

シーズンはプレイオフ圏内（2位
2010.1.24現在）と大活躍。プレイオフ
出場への期待がかかる中、会場へ足を

昇格を果たしました。今シーズン
J2、２年目を迎え昨シーズン以上の
結果を期待するとともに、一人でも

お運びいただき、市民の皆様で盛り上
げて、選手とともに感動の一瞬を。

多くの方に会場に来て応援をいただ
き宇都宮市民に夢と感動を！

プではヨーロッパの強豪選手が参加
する中、見事に廣瀬選手が山岳賞を
とりました。宇都宮を拠点に活動を
しておりますのでご声援を！

宇都宮のプロスポーツチーム

活 動報 告

この街でＪが観られる喜
び！栃木ＳCが、昨シーズン悲願のJ2

「もったいない」を推進！ “MOTTAINAI”

日本経済新聞「交遊抄」に佐藤市長掲載

日本経済新聞
2009年11月６日付より

09 女性の集い
月

17

日︑﹁さとう栄一市

長を囲む女性の集い﹂を開催

恒 例 の 女 性 の 集 い も５ 回 目

いたしました︒

となる今回は︑新たなアトラ

クションや写真撮影会など市

長 と 親 睦 を 深 め ︑ 約３ ０ ０ 名

のご参加をいただき︑盛会に

終了いたしました︒本年もお

待ちしております︒
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04/07 A1Club 総会

04/25 A1Club ゴルフコンペ

07/22 さとう栄一後援会総連合会

拡大役員会

10/17 さとう栄一宇都宮市長を囲む

女性の集い

11/28 さとう栄一後援会総連合会

ゴルフコンペ

4

Vol.

2010.1

［発行所］さとう栄一

編集後記
早いもので市長の初当選から５年の
月日が経ちました。皆様のおかげで、
佐藤市長も「若い青年市長」から宇都
宮を代表する顔に育ちつつあります。
そんな佐藤市長の活躍の一部を本紙で
ご紹介させていただきました。今後と
も、温かいご声援をお願いします。

後援会総連合会

321-0954 栃木県宇都宮市元今泉5-1-22 TEL.028-662-3300 FAX.028-662-5501

