
 



豊かな郷づくり推進協議会役員 富山市の LRT 体験 
 2018 年 8 月 22 日（火）、豊かな郷づくり推進協議会役員 10 名が富山市 LRT の実情を体験してきま

した。丁度その日は、富山市が瞬間的には日本一暑い気温 39.3 度になり、39 度の暑さを体験しました。

LRT（富山ライトレール㈱運行）は、新幹線に合わせて運行され、富山駅との平面接続が出来るように

なっている。また各停留所はバリヤフリーに十分考慮され折りたたみの椅子も設置されている。しかも

乗降時に道路へ出るのも信号に合わせ交通安全に配慮、各駅には近くの観光施設や主要建造物の地図や

案内が豊富に展示され、地元客、観光客にも好評だろう。バスとの接続ターミナルには駐車場、トイレ

も設置され非常に利用勝手が良いと感じられ、コンパクとなまちづくりに活用されていることは宇都宮

市にも参考になるだろう。 

 
 富山市内を走る LRT 段差が小さい乗り降り 

   
 愛称「サントラム」超低床 デ 800 形：富山市中心部用 デ 9000 形 
 

防防防犯犯犯パパパトトトロロローーールルル隊隊隊出出出発発発式式式   
 
 豊郷地区連合自治会防犯パトロ一隊では、専用

の青色回転灯防犯パトロール車を 2台所有してい

ます。防犯パトロール隊出発式が市民センター 
坂本会長挨拶 で行われました。 

 今年 3 月には防犯パトロール隊を「社団法人豊郷地区防犯パ

トロール隊」として一般社団法人化し、これまで以上に活発な

パトロール活動の展開に向けて取り組みを強化しています。 

   岡地氏の宣誓 青パト出発 青パト 2 台 



 
豊豊豊郷郷郷地地地区区区地地地域域域ビビビジジジョョョンンン策策策定定定方方方針針針   及及及びびび   具具具体体体的的的ななな取取取組組組（（（主主主なななもももののの）））   

 「豊郷地区地域ビジョン」の策定に向けて、さる８月１０日に第４回地域ビジョン策定委員会が開催

されました。 
 この委員会では、前回の広報とよさと６月号に記載した「１０年後の豊郷地区のあるべき姿」の分野

別の６本の柱について、事務局で作成した「今後の取組・重点化項目」についての素案をお示ししなが

ら委員の皆様方による活発な意見交換がおこなわれました。 
 なお、今後、ワーキンググループ、策定委員会によりまして、年度内には、「豊郷地区地域ビジョン」

が策定される予定です。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地域内交通運営委員会からの 

お知らせ 
平成 30年 10月 1日から一部運

行が変わります。 
◎月曜日から金曜日の9時から13時の時

間には今までの「とよさと まほろば

号」と「通常タクシー」の２台体制に

します。タクシーのボデーには「とよ

さと まほろば号」のステッカーを貼

って走ります。 
◎上記の時間帯以外は現状通りです。 

豊郷地区敬老会 
 9 月 15 日（土）宇都宮市・市社協・地区社協主催の敬老会

が開催されました。午前と午後に分けて開催され、約 300 名

の参加でした。午前は市長の祝辞を篠原所長が代読、午後は

市長ご自身から祝辞を頂きました。この他、来賓のご挨拶が

ありました。敬老者へ地区社協から記念品、100 歳の方 7 名

へ国・県等から記念品が贈られました。アトラクションはニ

ュー富士見ヶ丘にあり、宇都宮

で音楽を通じて福祉活動をして

いる演奏ボランティア「フリー

ダム・フォー」の懐かしい歌を

聴いたり共に歌った楽しいひと

ときでした。 

策定方針① 地域コミュニティ（地域情報発信を含む） 

みんなが情報を共有し，みんなの気持ちが通じ合い，みんなが幸せを実感できる活力あるまち 

 具体的な取組 「あいさつ運動」の徹底，魅力あふれる広報紙の発行及びホームページの運営 など 

策定方針② 安全・安心 
事件・事故のない，誰もが安心して安全に暮らせるまち 

具体的な取組 防犯カメラの設置，青パト車（２台）によるパトロールの実施，防犯灯の設置及び管

理，防災訓練の充実 など実，防災マップの更新 など 

策定方針③ 自然環境・生活環境 
美しい自然と環境を大切にし，安らぎをもって暮らせるまち 

具体的な取組 地域ぐるみの「花の郷とよさとづくり」の推進，古墳群の清掃活動，ＬＥＤ防犯灯

の設置 など 

策定方針④ 歴史・文化・スポーツ・教育 
伝統文化を継承するとともに，歴史を大切にしながら新しい文化を創造するまち 

スポーツに親しみ仲間を増やすとともに，地域の再生や活性化を図るまち 

誰もが学ぶことを大切にするまち 

具体的な取組 地域スポーツクラブの充実，地区内外に向けた伝統文化の情報発信 など 

策定方針⑤ 子どもの健全育成 
子どもたちが，心身ともにたくましく，健やかに育てられる生活環境が整ったまち 

具体的な取組 子ども食堂の検討，ありがとう運動の実施，花いっぱいコンクールの充実 など 

策定方針⑥ 健康・福祉 
みんなで支え合い，生きがいをもって心豊かに暮らせる元気なまち 

具体的な取組 地域内交通の利用促進，高齢者に関するあらゆる相談の受付体制の確立，見守り活動

の実施 など 

フフフリリリーーーダダダムムム・・・フフフォォォーーーののの演演演奏奏奏   
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豊かな郷づくり推進協議会のホームページ  ゆたかなさと豊郷   検索  

豊郷データ 

面 積 23.73ｋ㎡ 

世帯数 14,090 世帯 （＋56 世帯） 

人 口 33,328 人 （+96 人） 

 男 16,639 人 （+34 人） 

 女 16689 人 （＋62 人） 

平成 30 年 9 月 1 日現在 

（H30 年 6 月 1 日比） 

広報紙編集または 

ホームページ作成をして下さる 

ボランティアの方はいませんか。 
豊郷地区内にお住まいで、ご自分
のパソコンを持っている方であれ
ば、初心者でも大歓迎です。1～2
人募集します。下記に連絡下さい。 
豊かな郷づくり推進協議会広報部会 

(豊郷地区市民センター内) 
☎660-2340 FAX660-2270 

バレーボール大会の結果 
開催日 ６月１7 日 

優 勝：ニュー富士見ヶ丘団地自治会 
準優勝：横山町下自治会 

以下順不同です。 
第３位：岩本町自治会 

山本自治会 
第５位～第 8 位：関堀町上自治会、

岩曽団地自治会。ローズタウン自

治会、富士見が丘自治会 

野球大会の結果 
開催日 ７月 1 日・8 日 

優 勝：川俣町桜ヶ丘自治会 
準優勝：豊郷台三丁目自治会 
以下順不同です。 
第３位：岩曽団地自治会 

ニュー富士見ヶ丘団地自治会 
第５位～第 8 位：岩曽町自治会、

海道町自治会、豊郷台二丁目自治

会、瓦谷長下自治会 

  ククリリススママススココンンササーートト  
☆12 月 16 日（日） 
☆第 1 回 開場：午前 9 時 30 分 開演：午前 10 時 
☆第 2 回 開場：午後 1 時 開演：午後 1 時 30 分 
☆場所 豊郷地区市民センター ホール 
☆出演 宇都宮北高等学校吹奏楽部 
主催 豊かな郷づくり推進協議会 

 平成 31 年豊郷地区成人式出席の新成人を

祝うため、地域企業・団体さんからの成人式

協賛金を募集しています。（個人でも可） 

 詳しくは、下記まで直接、または電話にて

問い合わせください。 

豊郷中学校区会場実施委員会事務局 

（豊郷生涯学習センター内） 

☎660－2340 
 

どんどん焼き 

☆平成 31 年 1 月 12 日（土） 
☆午後 5 時 20 分~7 時 30 分 

（雨天の場合は 15 日） 
☆県立北高東側にて 
主催 豊郷地区子ども会育成会連絡協議会 
後援 豊郷地区社会福祉協議会 

豊豊豊 郷郷郷 ままま つつつ りりり   
期日：11 月 11 日（日） 雨天決行 
場所：豊郷地区市民センター 
▼作品展示（ホール・その他）9 日（木）から 
▼体験 10 日（土） 
▼ステージ発表（ホール 1・2） 
▼館外イベント 
 ○農産物即売 ○福祉相談コーナー 
 ○各種模擬店 ○はしご車体験 
 ○豊郷中学校吹奏楽部演奏 
 ○野菜の重さ当てチャレンジ 
 ○金魚すくいなど！ 
※各行事の詳細は回覧板でご確認ください！ 
※『とよさと まほろば号」臨時運行！ 

午前 8 時から午後 4 時まで、ご自宅と市民センタ
ー間を運行します。ほかの目的施設には行けませ
ん。『とよさと まほろば号」の利用は利用登録が
必要です。 

8 月 26 日花いっぱいコンクールの結果 
  １班 ２班 
金賞 山桜子ども会 

（山本町） 
ポプラ子ども会 
（岩曽町） 

銀賞 
２丁目子ども会 
（富士見が丘） 
４丁目西子ども会 
（富士見が丘） 

友の会子ども会 
（関堀町上） 
あけぼの子ども会 
（海道町） 

銅賞 

ローズタウン子ども会 
（ローズタウン） 
４丁目東子ども会 
（富士見が丘） 

フレンズ子ども会 
（ニューローズタウ
ン） 
ひばり子ども会 
（ニュー富士見が丘団地） 

特別
賞 

富士見が丘 
１丁目子ども会 
富士見が丘 
３丁目子ども会 

長岡町 
百穴子ども会 
下川俣町東 
ひまわり子ども会 

 


