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平成３１年第１回市議会定例会の開会に当平成３１年第１回市議会定例会の開会に当平成３１年第１回市議会定例会の開会に当平成３１年第１回市議会定例会の開会に当たり，市政の運営方針と主たり，市政の運営方針と主たり，市政の運営方針と主たり，市政の運営方針と主

な施策の概要を申し上げ，市民及び議員各位の御理解と御協力を賜りたな施策の概要を申し上げ，市民及び議員各位の御理解と御協力を賜りたな施策の概要を申し上げ，市民及び議員各位の御理解と御協力を賜りたな施策の概要を申し上げ，市民及び議員各位の御理解と御協力を賜りた

いと存じます。いと存じます。いと存じます。いと存じます。    

        

１１１１    市政の運営方針市政の運営方針市政の運営方針市政の運営方針    

天地，内外ともに平和を願って名付けられた平成の時代も間もなく幕天地，内外ともに平和を願って名付けられた平成の時代も間もなく幕天地，内外ともに平和を願って名付けられた平成の時代も間もなく幕天地，内外ともに平和を願って名付けられた平成の時代も間もなく幕

を閉じようとしております。を閉じようとしております。を閉じようとしております。を閉じようとしております。    

平成の世を振り返ってみますと，甚大な被害をもたらした阪神・淡路平成の世を振り返ってみますと，甚大な被害をもたらした阪神・淡路平成の世を振り返ってみますと，甚大な被害をもたらした阪神・淡路平成の世を振り返ってみますと，甚大な被害をもたらした阪神・淡路

大震災，東日本大震災を始めとする大規模地震や集中豪雨，猛暑，豪雪，大震災，東日本大震災を始めとする大規模地震や集中豪雨，猛暑，豪雪，大震災，東日本大震災を始めとする大規模地震や集中豪雨，猛暑，豪雪，大震災，東日本大震災を始めとする大規模地震や集中豪雨，猛暑，豪雪，

大型台風等の影響による風水害，土砂災害など想定外の自然災害に見舞大型台風等の影響による風水害，土砂災害など想定外の自然災害に見舞大型台風等の影響による風水害，土砂災害など想定外の自然災害に見舞大型台風等の影響による風水害，土砂災害など想定外の自然災害に見舞

われた時代でありました。われた時代でありました。われた時代でありました。われた時代でありました。    

一方，経済にあっては，バブル崩壊とその後の「失われた２０年一方，経済にあっては，バブル崩壊とその後の「失われた２０年一方，経済にあっては，バブル崩壊とその後の「失われた２０年一方，経済にあっては，バブル崩壊とその後の「失われた２０年」と」と」と」と

もいわれる長い景気低迷期やリーマンショックの影響を受けた未曽もいわれる長い景気低迷期やリーマンショックの影響を受けた未曽もいわれる長い景気低迷期やリーマンショックの影響を受けた未曽もいわれる長い景気低迷期やリーマンショックの影響を受けた未曽有有有有

の経済危機を経験したものの，名目国内総生産（ＧＤＰ）は，３０年での経済危機を経験したものの，名目国内総生産（ＧＤＰ）は，３０年での経済危機を経験したものの，名目国内総生産（ＧＤＰ）は，３０年での経済危機を経験したものの，名目国内総生産（ＧＤＰ）は，３０年で

１５０兆円増え，この１月には，景気拡大期がいざなみ景気を抜き，戦１５０兆円増え，この１月には，景気拡大期がいざなみ景気を抜き，戦１５０兆円増え，この１月には，景気拡大期がいざなみ景気を抜き，戦１５０兆円増え，この１月には，景気拡大期がいざなみ景気を抜き，戦

後最長を更新しました。後最長を更新しました。後最長を更新しました。後最長を更新しました。    

しかしながら，拡大しかしながら，拡大しかしながら，拡大しかしながら，拡大の基調は，緩やかで実感に乏しく，平成の時代との基調は，緩やかで実感に乏しく，平成の時代との基調は，緩やかで実感に乏しく，平成の時代との基調は，緩やかで実感に乏しく，平成の時代と

共共共共に導入された消費税は，本年１０月に１０％に引き上げられることかに導入された消費税は，本年１０月に１０％に引き上げられることかに導入された消費税は，本年１０月に１０％に引き上げられることかに導入された消費税は，本年１０月に１０％に引き上げられることか

ら，個人消費の低迷も予想される上，米中貿易戦争やイギリスのＥＵから，個人消費の低迷も予想される上，米中貿易戦争やイギリスのＥＵから，個人消費の低迷も予想される上，米中貿易戦争やイギリスのＥＵから，個人消費の低迷も予想される上，米中貿易戦争やイギリスのＥＵか

らの離脱など，海外経済の不確実性などが懸念されております。らの離脱など，海外経済の不確実性などが懸念されております。らの離脱など，海外経済の不確実性などが懸念されております。らの離脱など，海外経済の不確実性などが懸念されております。    

また，国と地方の長期債務残高は１また，国と地方の長期債務残高は１また，国と地方の長期債務残高は１また，国と地方の長期債務残高は１,,,,１００兆円を超えており，我が１００兆円を超えており，我が１００兆円を超えており，我が１００兆円を超えており，我が

国が目指している，経済再生と財政健全化を同時に実現することは，容国が目指している，経済再生と財政健全化を同時に実現することは，容国が目指している，経済再生と財政健全化を同時に実現することは，容国が目指している，経済再生と財政健全化を同時に実現することは，容

易なことではありません。易なことではありません。易なことではありません。易なことではありません。    
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このようなことから，国におきましては，今後の経済財政運営に当たこのようなことから，国におきましては，今後の経済財政運営に当たこのようなことから，国におきましては，今後の経済財政運営に当たこのようなことから，国におきましては，今後の経済財政運営に当た

って，消費税率引上げによる需要変動を乗り越えるため，「経済再生なって，消費税率引上げによる需要変動を乗り越えるため，「経済再生なって，消費税率引上げによる需要変動を乗り越えるため，「経済再生なって，消費税率引上げによる需要変動を乗り越えるため，「経済再生な

くして財政健全化なし」を基本として，あらゆる施策を総動員するととくして財政健全化なし」を基本として，あらゆる施策を総動員するととくして財政健全化なし」を基本として，あらゆる施策を総動員するととくして財政健全化なし」を基本として，あらゆる施策を総動員するとと

もに，全ての世代が活躍できる全世代型社会保障への転換を図り，少子もに，全ての世代が活躍できる全世代型社会保障への転換を図り，少子もに，全ての世代が活躍できる全世代型社会保障への転換を図り，少子もに，全ての世代が活躍できる全世代型社会保障への転換を図り，少子

高齢化という最大の壁に立ち向かっていくこととしております。高齢化という最大の壁に立ち向かっていくこととしております。高齢化という最大の壁に立ち向かっていくこととしております。高齢化という最大の壁に立ち向かっていくこととしております。    

本市といたしましても，こうした国際情勢や国の動向を的確に捉えな本市といたしましても，こうした国際情勢や国の動向を的確に捉えな本市といたしましても，こうした国際情勢や国の動向を的確に捉えな本市といたしましても，こうした国際情勢や国の動向を的確に捉えな

がら，誰もが安心・安全で，生き生きと希望を持って暮らせるまちづくがら，誰もが安心・安全で，生き生きと希望を持って暮らせるまちづくがら，誰もが安心・安全で，生き生きと希望を持って暮らせるまちづくがら，誰もが安心・安全で，生き生きと希望を持って暮らせるまちづく

りを実現するため，第８次総合計画に掲げた各施策を着実に推進し，将りを実現するため，第８次総合計画に掲げた各施策を着実に推進し，将りを実現するため，第８次総合計画に掲げた各施策を着実に推進し，将りを実現するため，第８次総合計画に掲げた各施策を着実に推進し，将

来を見据来を見据来を見据来を見据えた市政を展開する必要がございます。えた市政を展開する必要がございます。えた市政を展開する必要がございます。えた市政を展開する必要がございます。    

私は，市長就任以来，終始一貫して「市民と協働のまちづくり」と「行私は，市長就任以来，終始一貫して「市民と協働のまちづくり」と「行私は，市長就任以来，終始一貫して「市民と協働のまちづくり」と「行私は，市長就任以来，終始一貫して「市民と協働のまちづくり」と「行

財政改革の推進」を二本の柱として市政運営に取り組み，市民と行政の財政改革の推進」を二本の柱として市政運営に取り組み，市民と行政の財政改革の推進」を二本の柱として市政運営に取り組み，市民と行政の財政改革の推進」を二本の柱として市政運営に取り組み，市民と行政の

新たな関係や健全でスリムな行財政運営体制を構築することで，強固で新たな関係や健全でスリムな行財政運営体制を構築することで，強固で新たな関係や健全でスリムな行財政運営体制を構築することで，強固で新たな関係や健全でスリムな行財政運営体制を構築することで，強固で

持続可能な市民生活を支える基盤づくりに努め，その礎を基に大型事業持続可能な市民生活を支える基盤づくりに努め，その礎を基に大型事業持続可能な市民生活を支える基盤づくりに努め，その礎を基に大型事業持続可能な市民生活を支える基盤づくりに努め，その礎を基に大型事業

を含めた数多くの施策にまい進してまいりました。を含めた数多くの施策にまい進してまいりました。を含めた数多くの施策にまい進してまいりました。を含めた数多くの施策にまい進してまいりました。    

今後は，市民の皆様との協働をより深化・拡大させ，これまで整備し今後は，市民の皆様との協働をより深化・拡大させ，これまで整備し今後は，市民の皆様との協働をより深化・拡大させ，これまで整備し今後は，市民の皆様との協働をより深化・拡大させ，これまで整備し

た施設を積極的に活用していただけるようソフト面の充実を図り，皆様た施設を積極的に活用していただけるようソフト面の充実を図り，皆様た施設を積極的に活用していただけるようソフト面の充実を図り，皆様た施設を積極的に活用していただけるようソフト面の充実を図り，皆様

と一緒に土浦ならではの個性と魅力を高めながらと一緒に土浦ならではの個性と魅力を高めながらと一緒に土浦ならではの個性と魅力を高めながらと一緒に土浦ならではの個性と魅力を高めながら，活気にあふれたにぎ，活気にあふれたにぎ，活気にあふれたにぎ，活気にあふれたにぎ

わいのあるまちを創出してまいります。わいのあるまちを創出してまいります。わいのあるまちを創出してまいります。わいのあるまちを創出してまいります。    

また，これからも前例にとらわれることなく，行財政改革，職員の意また，これからも前例にとらわれることなく，行財政改革，職員の意また，これからも前例にとらわれることなく，行財政改革，職員の意また，これからも前例にとらわれることなく，行財政改革，職員の意

識改革及び組織改革を実行し，行財政運営の体質改善と強化に取り組み，識改革及び組織改革を実行し，行財政運営の体質改善と強化に取り組み，識改革及び組織改革を実行し，行財政運営の体質改善と強化に取り組み，識改革及び組織改革を実行し，行財政運営の体質改善と強化に取り組み，

持続可能な行財政基盤の確立を目指すとともに，市民・団体・事業者と持続可能な行財政基盤の確立を目指すとともに，市民・団体・事業者と持続可能な行財政基盤の確立を目指すとともに，市民・団体・事業者と持続可能な行財政基盤の確立を目指すとともに，市民・団体・事業者と

行政がそれぞれの役割や主体性を尊重し，共にまちづくりを進める意識行政がそれぞれの役割や主体性を尊重し，共にまちづくりを進める意識行政がそれぞれの役割や主体性を尊重し，共にまちづくりを進める意識行政がそれぞれの役割や主体性を尊重し，共にまちづくりを進める意識

を醸成してまいります。を醸成してまいります。を醸成してまいります。を醸成してまいります。    
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新年度は，新年度は，新年度は，新年度は，２年目を迎える２年目を迎える２年目を迎える２年目を迎える第８次総合計画の進捗を図る上で大事な年第８次総合計画の進捗を図る上で大事な年第８次総合計画の進捗を図る上で大事な年第８次総合計画の進捗を図る上で大事な年

となります。となります。となります。となります。    

このようなことから，引き続き，まちの将来像である「水・みどり・このようなことから，引き続き，まちの将来像である「水・みどり・このようなことから，引き続き，まちの将来像である「水・みどり・このようなことから，引き続き，まちの将来像である「水・みどり・

人がきらめく人がきらめく人がきらめく人がきらめく    安心のまち安心のまち安心のまち安心のまち    活活活活力のまち力のまち力のまち力のまち    土土土土浦」の早期実現に向けて，浦」の早期実現に向けて，浦」の早期実現に向けて，浦」の早期実現に向けて，

「昨日より今日，今日より明日，一歩一歩積み重ねる「昨日より今日，今日より明日，一歩一歩積み重ねる「昨日より今日，今日より明日，一歩一歩積み重ねる「昨日より今日，今日より明日，一歩一歩積み重ねる    つつつつちうらステッちうらステッちうらステッちうらステッ

プ・ワンプ・ワンプ・ワンプ・ワン    ププププロジェクト」に位置付けた，分野横断的な三つのリーディロジェクト」に位置付けた，分野横断的な三つのリーディロジェクト」に位置付けた，分野横断的な三つのリーディロジェクト」に位置付けた，分野横断的な三つのリーディ

ングプロジェクトに基づき，戦略的な施策・事業の展開を図ります。ングプロジェクトに基づき，戦略的な施策・事業の展開を図ります。ングプロジェクトに基づき，戦略的な施策・事業の展開を図ります。ングプロジェクトに基づき，戦略的な施策・事業の展開を図ります。    

    

一つ目は，市民と行政が一体となり，堅実な土浦を築く一つ目は，市民と行政が一体となり，堅実な土浦を築く一つ目は，市民と行政が一体となり，堅実な土浦を築く一つ目は，市民と行政が一体となり，堅実な土浦を築く「みんなで支「みんなで支「みんなで支「みんなで支

えあうえあうえあうえあう    つちうらつちうらつちうらつちうら    ププププロジェクト」ロジェクト」ロジェクト」ロジェクト」です。です。です。です。    

    本市では本市では本市では本市では，，，，早くから協働のまちづくりを推進し，地域のふれあい活動早くから協働のまちづくりを推進し，地域のふれあい活動早くから協働のまちづくりを推進し，地域のふれあい活動早くから協働のまちづくりを推進し，地域のふれあい活動

や市民主体の地域づくりなど一定の成果を挙げてきました。しかしながや市民主体の地域づくりなど一定の成果を挙げてきました。しかしながや市民主体の地域づくりなど一定の成果を挙げてきました。しかしながや市民主体の地域づくりなど一定の成果を挙げてきました。しかしなが

ら，本格的な高齢化と人口減少社会の到来により，地域コミュニティにら，本格的な高齢化と人口減少社会の到来により，地域コミュニティにら，本格的な高齢化と人口減少社会の到来により，地域コミュニティにら，本格的な高齢化と人口減少社会の到来により，地域コミュニティに

おける連帯意識が希薄化するなど，地域の活力低下が懸念されておりまおける連帯意識が希薄化するなど，地域の活力低下が懸念されておりまおける連帯意識が希薄化するなど，地域の活力低下が懸念されておりまおける連帯意識が希薄化するなど，地域の活力低下が懸念されておりま

す。す。す。す。    

    このようなことから，一人でも多くの市民のこのようなことから，一人でも多くの市民のこのようなことから，一人でも多くの市民のこのようなことから，一人でも多くの市民の皆様に協働の輪を皆様に協働の輪を皆様に協働の輪を皆様に協働の輪を広げ，広げ，広げ，広げ，

市民が主役のまちづくりをより一層推進するとともに，多様化・市民が主役のまちづくりをより一層推進するとともに，多様化・市民が主役のまちづくりをより一層推進するとともに，多様化・市民が主役のまちづくりをより一層推進するとともに，多様化・高度化高度化高度化高度化

する市民ニーズに的確に対応するため，これまでよりも一歩進んだ協働する市民ニーズに的確に対応するため，これまでよりも一歩進んだ協働する市民ニーズに的確に対応するため，これまでよりも一歩進んだ協働する市民ニーズに的確に対応するため，これまでよりも一歩進んだ協働

に全庁的に取り組みます。に全庁的に取り組みます。に全庁的に取り組みます。に全庁的に取り組みます。    

また，「改革と協働で創る未来の土浦」を基本理念とした第６次行財また，「改革と協働で創る未来の土浦」を基本理念とした第６次行財また，「改革と協働で創る未来の土浦」を基本理念とした第６次行財また，「改革と協働で創る未来の土浦」を基本理念とした第６次行財

政改革大綱に基づき，将来にわたり堅実で持続可能な行財政基盤を確立政改革大綱に基づき，将来にわたり堅実で持続可能な行財政基盤を確立政改革大綱に基づき，将来にわたり堅実で持続可能な行財政基盤を確立政改革大綱に基づき，将来にわたり堅実で持続可能な行財政基盤を確立

するため，行財政改革のもう一段の取組を進め，堅実で持続可能な行財するため，行財政改革のもう一段の取組を進め，堅実で持続可能な行財するため，行財政改革のもう一段の取組を進め，堅実で持続可能な行財するため，行財政改革のもう一段の取組を進め，堅実で持続可能な行財

政運営の実現を目指します。政運営の実現を目指します。政運営の実現を目指します。政運営の実現を目指します。    
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二つ目は，地域固有の資源に磨きをかけて，輝きを放たせる二つ目は，地域固有の資源に磨きをかけて，輝きを放たせる二つ目は，地域固有の資源に磨きをかけて，輝きを放たせる二つ目は，地域固有の資源に磨きをかけて，輝きを放たせる「まちが「まちが「まちが「まちが

にぎわうにぎわうにぎわうにぎわう    つちうらつちうらつちうらつちうら    ププププロジェクト」ロジェクト」ロジェクト」ロジェクト」です。です。です。です。    

名実ともに日本一の土浦全国花火競技大会や国内有数の市民マラソ名実ともに日本一の土浦全国花火競技大会や国内有数の市民マラソ名実ともに日本一の土浦全国花火競技大会や国内有数の市民マラソ名実ともに日本一の土浦全国花火競技大会や国内有数の市民マラソ

ン大会であるかすみがうらマラソン兼国際盲人マラソン，オープンからン大会であるかすみがうらマラソン兼国際盲人マラソン，オープンからン大会であるかすみがうらマラソン兼国際盲人マラソン，オープンからン大会であるかすみがうらマラソン兼国際盲人マラソン，オープンから

１年間で合わせて６５万人が訪れた図書館や市民ギャラリーなど，本市１年間で合わせて６５万人が訪れた図書館や市民ギャラリーなど，本市１年間で合わせて６５万人が訪れた図書館や市民ギャラリーなど，本市１年間で合わせて６５万人が訪れた図書館や市民ギャラリーなど，本市

にににには，優れたポテンシャルを持った地域資源が数多く存在します。は，優れたポテンシャルを持った地域資源が数多く存在します。は，優れたポテンシャルを持った地域資源が数多く存在します。は，優れたポテンシャルを持った地域資源が数多く存在します。    

これらを連携させることで相乗効果を高めるとともに，こうした土浦これらを連携させることで相乗効果を高めるとともに，こうした土浦これらを連携させることで相乗効果を高めるとともに，こうした土浦これらを連携させることで相乗効果を高めるとともに，こうした土浦

の魅力を発信することで，ヒトやモノの交流を促進させ，まちの活性化の魅力を発信することで，ヒトやモノの交流を促進させ，まちの活性化の魅力を発信することで，ヒトやモノの交流を促進させ，まちの活性化の魅力を発信することで，ヒトやモノの交流を促進させ，まちの活性化

を図ります。を図ります。を図ります。を図ります。    

また，総延長約１８０㎞を誇る「つくば霞ケ浦りんりんロード」の開また，総延長約１８０㎞を誇る「つくば霞ケ浦りんりんロード」の開また，総延長約１８０㎞を誇る「つくば霞ケ浦りんりんロード」の開また，総延長約１８０㎞を誇る「つくば霞ケ浦りんりんロード」の開

通や，サイクリング拠点施設「りんりんスクエア土浦」の開設以降，サ通や，サイクリング拠点施設「りんりんスクエア土浦」の開設以降，サ通や，サイクリング拠点施設「りんりんスクエア土浦」の開設以降，サ通や，サイクリング拠点施設「りんりんスクエア土浦」の開設以降，サ

イクリストをイクリストをイクリストをイクリストを始め始め始め始めとする多くの来街者が訪れるようになりました。とする多くの来街者が訪れるようになりました。とする多くの来街者が訪れるようになりました。とする多くの来街者が訪れるようになりました。    

この機を逃さず，りんりんロードの結節点及び都心からのアクセスのこの機を逃さず，りんりんロードの結節点及び都心からのアクセスのこの機を逃さず，りんりんロードの結節点及び都心からのアクセスのこの機を逃さず，りんりんロードの結節点及び都心からのアクセスの

良さを活かして新たな誘客を図るとともに，土浦港周辺に市民やサイ良さを活かして新たな誘客を図るとともに，土浦港周辺に市民やサイ良さを活かして新たな誘客を図るとともに，土浦港周辺に市民やサイ良さを活かして新たな誘客を図るとともに，土浦港周辺に市民やサイクククク

リストを始めとする観光客の交流拠点「りんりんポート土浦」をオープリストを始めとする観光客の交流拠点「りんりんポート土浦」をオープリストを始めとする観光客の交流拠点「りんりんポート土浦」をオープリストを始めとする観光客の交流拠点「りんりんポート土浦」をオープ

ンさせ，市街地や霞ケ浦への回遊性を高め，地域の活性化につなげます。ンさせ，市街地や霞ケ浦への回遊性を高め，地域の活性化につなげます。ンさせ，市街地や霞ケ浦への回遊性を高め，地域の活性化につなげます。ンさせ，市街地や霞ケ浦への回遊性を高め，地域の活性化につなげます。    

今年は，４５年振りに本県で国民体育大会「いきいき茨城ゆめ国体」今年は，４５年振りに本県で国民体育大会「いきいき茨城ゆめ国体」今年は，４５年振りに本県で国民体育大会「いきいき茨城ゆめ国体」今年は，４５年振りに本県で国民体育大会「いきいき茨城ゆめ国体」

が開催されます。全国から訪れる方を心からおもてなしし，市民の総力が開催されます。全国から訪れる方を心からおもてなしし，市民の総力が開催されます。全国から訪れる方を心からおもてなしし，市民の総力が開催されます。全国から訪れる方を心からおもてなしし，市民の総力

を結集させた，土浦らしさの光る大会となるよう，受入れ体制の充実をを結集させた，土浦らしさの光る大会となるよう，受入れ体制の充実をを結集させた，土浦らしさの光る大会となるよう，受入れ体制の充実をを結集させた，土浦らしさの光る大会となるよう，受入れ体制の充実を

図ります。図ります。図ります。図ります。    

    

三つ目は，知恵と政策を積み重ねて，着実に一歩前進する三つ目は，知恵と政策を積み重ねて，着実に一歩前進する三つ目は，知恵と政策を積み重ねて，着実に一歩前進する三つ目は，知恵と政策を積み重ねて，着実に一歩前進する「未来へつ「未来へつ「未来へつ「未来へつ

なぐなぐなぐなぐ    つちうらつちうらつちうらつちうら    ププププロジェクト」ロジェクト」ロジェクト」ロジェクト」です。です。です。です。    
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まち・ひと・しごと創生総合戦略にもありますように，人口減少を克まち・ひと・しごと創生総合戦略にもありますように，人口減少を克まち・ひと・しごと創生総合戦略にもありますように，人口減少を克まち・ひと・しごと創生総合戦略にもありますように，人口減少を克

服し，本市の服し，本市の服し，本市の服し，本市の継続的な発展を図っていくためには，長期的に人口構造の継続的な発展を図っていくためには，長期的に人口構造の継続的な発展を図っていくためには，長期的に人口構造の継続的な発展を図っていくためには，長期的に人口構造の

若返りを進めていくことが必要です。若返りを進めていくことが必要です。若返りを進めていくことが必要です。若返りを進めていくことが必要です。    

このようなことから，理想と現実のギャップを解消しこのようなことから，理想と現実のギャップを解消しこのようなことから，理想と現実のギャップを解消しこのようなことから，理想と現実のギャップを解消し，，，，未来へ希望を未来へ希望を未来へ希望を未来へ希望を

つなげていくために，結婚から妊娠，出産，育児までの切れ目ない支援つなげていくために，結婚から妊娠，出産，育児までの切れ目ない支援つなげていくために，結婚から妊娠，出産，育児までの切れ目ない支援つなげていくために，結婚から妊娠，出産，育児までの切れ目ない支援

や，子ども・若者の健全育成支援の充実を図り，安心して結婚し，子どや，子ども・若者の健全育成支援の充実を図り，安心して結婚し，子どや，子ども・若者の健全育成支援の充実を図り，安心して結婚し，子どや，子ども・若者の健全育成支援の充実を図り，安心して結婚し，子ど

もを産み育てることができる環境整備を推進します。もを産み育てることができる環境整備を推進します。もを産み育てることができる環境整備を推進します。もを産み育てることができる環境整備を推進します。    

特に，処遇改善による保育士の働きやすい環境整備と質の高い安定的特に，処遇改善による保育士の働きやすい環境整備と質の高い安定的特に，処遇改善による保育士の働きやすい環境整備と質の高い安定的特に，処遇改善による保育士の働きやすい環境整備と質の高い安定的

な保育の提供に努めるとともに，国の幼児教育・保育無償化措置にも的な保育の提供に努めるとともに，国の幼児教育・保育無償化措置にも的な保育の提供に努めるとともに，国の幼児教育・保育無償化措置にも的な保育の提供に努めるとともに，国の幼児教育・保育無償化措置にも的

確に対応し，本市の子育て環境の更なる充実を図ります。確に対応し，本市の子育て環境の更なる充実を図ります。確に対応し，本市の子育て環境の更なる充実を図ります。確に対応し，本市の子育て環境の更なる充実を図ります。    

子どもたちの健全育成につきましては，他の自治体に先駆け，普通教子どもたちの健全育成につきましては，他の自治体に先駆け，普通教子どもたちの健全育成につきましては，他の自治体に先駆け，普通教子どもたちの健全育成につきましては，他の自治体に先駆け，普通教

室へのエアコン設置，電子黒板やタブレット端末の整備など，未来を担室へのエアコン設置，電子黒板やタブレット端末の整備など，未来を担室へのエアコン設置，電子黒板やタブレット端末の整備など，未来を担室へのエアコン設置，電子黒板やタブレット端末の整備など，未来を担

う子どもたちのために教育環境の整備に積極的に取り組んできました。う子どもたちのために教育環境の整備に積極的に取り組んできました。う子どもたちのために教育環境の整備に積極的に取り組んできました。う子どもたちのために教育環境の整備に積極的に取り組んできました。    

新年度も，充実したＩＣＴ機器を有効活用するとともに，昨年から市新年度も，充実したＩＣＴ機器を有効活用するとともに，昨年から市新年度も，充実したＩＣＴ機器を有効活用するとともに，昨年から市新年度も，充実したＩＣＴ機器を有効活用するとともに，昨年から市

内全域で実施している小中一貫教育の進展を図り，児童生徒の発達段階内全域で実施している小中一貫教育の進展を図り，児童生徒の発達段階内全域で実施している小中一貫教育の進展を図り，児童生徒の発達段階内全域で実施している小中一貫教育の進展を図り，児童生徒の発達段階

を考慮しながら，豊かな心を育む教育を推進し，社会環境の変化の中でを考慮しながら，豊かな心を育む教育を推進し，社会環境の変化の中でを考慮しながら，豊かな心を育む教育を推進し，社会環境の変化の中でを考慮しながら，豊かな心を育む教育を推進し，社会環境の変化の中で

も個性を発揮できるたくましい子どもを育成します。も個性を発揮できるたくましい子どもを育成します。も個性を発揮できるたくましい子どもを育成します。も個性を発揮できるたくましい子どもを育成します。    

以上，本市を取り巻く社会経済情勢と私の市政運営に当たっての基本以上，本市を取り巻く社会経済情勢と私の市政運営に当たっての基本以上，本市を取り巻く社会経済情勢と私の市政運営に当たっての基本以上，本市を取り巻く社会経済情勢と私の市政運営に当たっての基本

的な考え方について的な考え方について的な考え方について的な考え方について申し上げました。申し上げました。申し上げました。申し上げました。    

    

次に，新年度の予算の概要について申し上げます。次に，新年度の予算の概要について申し上げます。次に，新年度の予算の概要について申し上げます。次に，新年度の予算の概要について申し上げます。    

本市の財政状況は，大規模事業は一段落を迎えつつあるものの，扶助本市の財政状況は，大規模事業は一段落を迎えつつあるものの，扶助本市の財政状況は，大規模事業は一段落を迎えつつあるものの，扶助本市の財政状況は，大規模事業は一段落を迎えつつあるものの，扶助

費の大幅な増加が見込まれるほか，社会資本整備に伴う公債費の増加費の大幅な増加が見込まれるほか，社会資本整備に伴う公債費の増加費の大幅な増加が見込まれるほか，社会資本整備に伴う公債費の増加費の大幅な増加が見込まれるほか，社会資本整備に伴う公債費の増加なななな
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どにより，財源不足が見込まれる極めて厳しい状況にあり，将来にわたどにより，財源不足が見込まれる極めて厳しい状況にあり，将来にわたどにより，財源不足が見込まれる極めて厳しい状況にあり，将来にわたどにより，財源不足が見込まれる極めて厳しい状況にあり，将来にわた

って持続可能な財政運営を図るためには，歳入確保及び歳出削減の両面って持続可能な財政運営を図るためには，歳入確保及び歳出削減の両面って持続可能な財政運営を図るためには，歳入確保及び歳出削減の両面って持続可能な財政運営を図るためには，歳入確保及び歳出削減の両面

から，財源を生み出していく必要があります。から，財源を生み出していく必要があります。から，財源を生み出していく必要があります。から，財源を生み出していく必要があります。    

こうした状況を踏まえ，新年度におきましては，必要性，緊急性，費こうした状況を踏まえ，新年度におきましては，必要性，緊急性，費こうした状況を踏まえ，新年度におきましては，必要性，緊急性，費こうした状況を踏まえ，新年度におきましては，必要性，緊急性，費

用対効果等を十分に検証した上での事務事業の抜本的な見直しに取り用対効果等を十分に検証した上での事務事業の抜本的な見直しに取り用対効果等を十分に検証した上での事務事業の抜本的な見直しに取り用対効果等を十分に検証した上での事務事業の抜本的な見直しに取り

組む一方で，優先課題に組む一方で，優先課題に組む一方で，優先課題に組む一方で，優先課題に重点化した財源配分など，めりはりを効かせ，重点化した財源配分など，めりはりを効かせ，重点化した財源配分など，めりはりを効かせ，重点化した財源配分など，めりはりを効かせ，

基金の活用をできる限り抑えた予算編成といたしました。基金の活用をできる限り抑えた予算編成といたしました。基金の活用をできる限り抑えた予算編成といたしました。基金の活用をできる限り抑えた予算編成といたしました。    

その結果，新年度の予算規模は，本年度に比べ，その結果，新年度の予算規模は，本年度に比べ，その結果，新年度の予算規模は，本年度に比べ，その結果，新年度の予算規模は，本年度に比べ，    

一般会計は一般会計は一般会計は一般会計は        ３３３３....８％増の５３０億２８％増の５３０億２８％増の５３０億２８％増の５３０億２,,,,０００万円，０００万円，０００万円，０００万円，    

特別会計は特別会計は特別会計は特別会計は        ２２２２....６％減の３８８億４６％減の３８８億４６％減の３８８億４６％減の３８８億４,,,,０００万円で，０００万円で，０００万円で，０００万円で，    

総総総総            額額額額        ９１８億６９１８億６９１８億６９１８億６,,,,０００万円，１０００万円，１０００万円，１０００万円，１....０％増とするものです。０％増とするものです。０％増とするものです。０％増とするものです。    

    

次に，主な施策の概要について御説明申し上げます。次に，主な施策の概要について御説明申し上げます。次に，主な施策の概要について御説明申し上げます。次に，主な施策の概要について御説明申し上げます。    

    

２２２２    主な施策の概要主な施策の概要主な施策の概要主な施策の概要    

まず，まず，まず，まず，市民が主役の安心・安全なまちづくり市民が主役の安心・安全なまちづくり市民が主役の安心・安全なまちづくり市民が主役の安心・安全なまちづくりについてであります。についてであります。についてであります。についてであります。    

地震による土砂災害，台風や大雨などによる水害等地震による土砂災害，台風や大雨などによる水害等地震による土砂災害，台風や大雨などによる水害等地震による土砂災害，台風や大雨などによる水害等が，全国的にが，全国的にが，全国的にが，全国的に頻発頻発頻発頻発

していることから，市民が安心して生活できるよう，防災・減災対策をしていることから，市民が安心して生活できるよう，防災・減災対策をしていることから，市民が安心して生活できるよう，防災・減災対策をしていることから，市民が安心して生活できるよう，防災・減災対策を

進めるとともに，地域の安全は自ら守るという考えの下，地域ぐるみの進めるとともに，地域の安全は自ら守るという考えの下，地域ぐるみの進めるとともに，地域の安全は自ら守るという考えの下，地域ぐるみの進めるとともに，地域の安全は自ら守るという考えの下，地域ぐるみの

防犯対策を進めます。防犯対策を進めます。防犯対策を進めます。防犯対策を進めます。    

防災対策につきましては，防災対策につきましては，防災対策につきましては，防災対策につきましては，被災者生活再建支援システムの運用を開始被災者生活再建支援システムの運用を開始被災者生活再建支援システムの運用を開始被災者生活再建支援システムの運用を開始

し，し，し，し，り災証明書のり災証明書のり災証明書のり災証明書の迅速な迅速な迅速な迅速な発行及び被災者台帳発行及び被災者台帳発行及び被災者台帳発行及び被災者台帳の適正な管理により，災害の適正な管理により，災害の適正な管理により，災害の適正な管理により，災害

時の応急対応と被災者支援の円滑化を図ります時の応急対応と被災者支援の円滑化を図ります時の応急対応と被災者支援の円滑化を図ります時の応急対応と被災者支援の円滑化を図ります。。。。    
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また，また，また，また，避難行動要支援者システムを整備し，避難行動要支援者システムを整備し，避難行動要支援者システムを整備し，避難行動要支援者システムを整備し，高齢者や障害者など，高齢者や障害者など，高齢者や障害者など，高齢者や障害者など，自自自自

力避難が困難な方力避難が困難な方力避難が困難な方力避難が困難な方を的確に把握することでを的確に把握することでを的確に把握することでを的確に把握することで，避難支援体制を強化します。，避難支援体制を強化します。，避難支援体制を強化します。，避難支援体制を強化します。    

急傾斜地崩壊対策につきましては，木田余地区の崩壊防止対策工事を急傾斜地崩壊対策につきましては，木田余地区の崩壊防止対策工事を急傾斜地崩壊対策につきましては，木田余地区の崩壊防止対策工事を急傾斜地崩壊対策につきましては，木田余地区の崩壊防止対策工事を

完了させるとともに，東真鍋地区の施工準備を進め，危険区域の解消を完了させるとともに，東真鍋地区の施工準備を進め，危険区域の解消を完了させるとともに，東真鍋地区の施工準備を進め，危険区域の解消を完了させるとともに，東真鍋地区の施工準備を進め，危険区域の解消を

促進します。促進します。促進します。促進します。    

浸水対策につきましては，西根竹ノ入都市下水路の整備を進めるとと浸水対策につきましては，西根竹ノ入都市下水路の整備を進めるとと浸水対策につきましては，西根竹ノ入都市下水路の整備を進めるとと浸水対策につきましては，西根竹ノ入都市下水路の整備を進めるとと

もに，もに，もに，もに，神立神立神立神立菅谷菅谷菅谷菅谷雨水幹線及び木田余一号雨水幹線を重点的に整備し雨水幹線及び木田余一号雨水幹線を重点的に整備し雨水幹線及び木田余一号雨水幹線を重点的に整備し雨水幹線及び木田余一号雨水幹線を重点的に整備し，，，，雨雨雨雨

水排水機能の強化を図り，道路等の浸水被害を抑制します。水排水機能の強化を図り，道路等の浸水被害を抑制します。水排水機能の強化を図り，道路等の浸水被害を抑制します。水排水機能の強化を図り，道路等の浸水被害を抑制します。    

橋梁等の安全対策につきましては，橋梁等の安全対策につきましては，橋梁等の安全対策につきましては，橋梁等の安全対策につきましては，引き続き引き続き引き続き引き続き，，，，定期点検を定期点検を定期点検を定期点検を実施すると実施すると実施すると実施すると

ともに，耐震補強工事及び長寿命化修繕工事を進めともに，耐震補強工事及び長寿命化修繕工事を進めともに，耐震補強工事及び長寿命化修繕工事を進めともに，耐震補強工事及び長寿命化修繕工事を進め, , , , 地震に強いまちづ地震に強いまちづ地震に強いまちづ地震に強いまちづ

くりを進めます。くりを進めます。くりを進めます。くりを進めます。    

道路の安全対策につきましては道路の安全対策につきましては道路の安全対策につきましては道路の安全対策につきましては，，，，道路施設の道路施設の道路施設の道路施設の総点検を通して総点検を通して総点検を通して総点検を通して, , , , 経年劣経年劣経年劣経年劣

化が確認された道路構造物を化が確認された道路構造物を化が確認された道路構造物を化が確認された道路構造物を修繕し，利用者の安全修繕し，利用者の安全修繕し，利用者の安全修繕し，利用者の安全を確保しを確保しを確保しを確保します。ます。ます。ます。    

ブロック塀の倒壊ブロック塀の倒壊ブロック塀の倒壊ブロック塀の倒壊対策につきましては，本年度実施した学校施設に引対策につきましては，本年度実施した学校施設に引対策につきましては，本年度実施した学校施設に引対策につきましては，本年度実施した学校施設に引

き続き，公民館，保育所，児童館などのブロック塀の修繕を実施し，命き続き，公民館，保育所，児童館などのブロック塀の修繕を実施し，命き続き，公民館，保育所，児童館などのブロック塀の修繕を実施し，命き続き，公民館，保育所，児童館などのブロック塀の修繕を実施し，命

を守る防災・減災に取り組みます。を守る防災・減災に取り組みます。を守る防災・減災に取り組みます。を守る防災・減災に取り組みます。    

消防・救急活動の充実につきましては，消防・救助資機材の整備及び消防・救急活動の充実につきましては，消防・救助資機材の整備及び消防・救急活動の充実につきましては，消防・救助資機材の整備及び消防・救急活動の充実につきましては，消防・救助資機材の整備及び

消火栓の補修を進めるとともに，神立地区の消防団車庫の建替えを行い，消火栓の補修を進めるとともに，神立地区の消防団車庫の建替えを行い，消火栓の補修を進めるとともに，神立地区の消防団車庫の建替えを行い，消火栓の補修を進めるとともに，神立地区の消防団車庫の建替えを行い，

地域に密着した消防力の強化を推進します。地域に密着した消防力の強化を推進します。地域に密着した消防力の強化を推進します。地域に密着した消防力の強化を推進します。    

防犯対策につきましては，県内随一の組織率を誇る自主防犯組織との防犯対策につきましては，県内随一の組織率を誇る自主防犯組織との防犯対策につきましては，県内随一の組織率を誇る自主防犯組織との防犯対策につきましては，県内随一の組織率を誇る自主防犯組織との

連携により，防犯活動を促進するとと連携により，防犯活動を促進するとと連携により，防犯活動を促進するとと連携により，防犯活動を促進するとともに，もに，もに，もに，引き続き引き続き引き続き引き続き，，，，町内会が行うＬ町内会が行うＬ町内会が行うＬ町内会が行うＬ

ＥＤ防犯灯の設置及び交換を支援し，犯罪発生を抑制する環境の創出をＥＤ防犯灯の設置及び交換を支援し，犯罪発生を抑制する環境の創出をＥＤ防犯灯の設置及び交換を支援し，犯罪発生を抑制する環境の創出をＥＤ防犯灯の設置及び交換を支援し，犯罪発生を抑制する環境の創出を

図ります。図ります。図ります。図ります。    
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次に，次に，次に，次に，心豊かな教育・文化・スポーツのまちづくり心豊かな教育・文化・スポーツのまちづくり心豊かな教育・文化・スポーツのまちづくり心豊かな教育・文化・スポーツのまちづくりについてでありまについてでありまについてでありまについてでありま

す。す。す。す。    

心の豊かさとたくましさを育む教育の推進と，子どもや市民の明るさ心の豊かさとたくましさを育む教育の推進と，子どもや市民の明るさ心の豊かさとたくましさを育む教育の推進と，子どもや市民の明るさ心の豊かさとたくましさを育む教育の推進と，子どもや市民の明るさ

があふれるまちづくりを進めます。があふれるまちづくりを進めます。があふれるまちづくりを進めます。があふれるまちづくりを進めます。    

学校教育につきましては，本年度から授業時間が増加した外国語授業学校教育につきましては，本年度から授業時間が増加した外国語授業学校教育につきましては，本年度から授業時間が増加した外国語授業学校教育につきましては，本年度から授業時間が増加した外国語授業

において，において，において，において，児童児童児童児童にににに楽しいコミュニケーションを体験させ楽しいコミュニケーションを体験させ楽しいコミュニケーションを体験させ楽しいコミュニケーションを体験させ，学習意欲を，学習意欲を，学習意欲を，学習意欲を高高高高

めるために，めるために，めるために，めるために，引き続き，引き続き，引き続き，引き続き，経験豊富で指導力の高い経験豊富で指導力の高い経験豊富で指導力の高い経験豊富で指導力の高い教員を任用し，外国語教員を任用し，外国語教員を任用し，外国語教員を任用し，外国語

教育の一層の充実を図ります。教育の一層の充実を図ります。教育の一層の充実を図ります。教育の一層の充実を図ります。    

小中一貫教育につきましては，小中一貫教育につきましては，小中一貫教育につきましては，小中一貫教育につきましては，本市独自のワークシート集である「キ本市独自のワークシート集である「キ本市独自のワークシート集である「キ本市独自のワークシート集である「キ

ャリアノート」を全校の新入学児童に配付して，小中９年間を通じたキャリアノート」を全校の新入学児童に配付して，小中９年間を通じたキャリアノート」を全校の新入学児童に配付して，小中９年間を通じたキャリアノート」を全校の新入学児童に配付して，小中９年間を通じたキ

ャリア教育を推進し，ャリア教育を推進し，ャリア教育を推進し，ャリア教育を推進し，大きく変化する社会にあっても大きく変化する社会にあっても大きく変化する社会にあっても大きく変化する社会にあっても夢を夢を夢を夢を持持持持ち，主体的ち，主体的ち，主体的ち，主体的

に生きていく児童に生きていく児童に生きていく児童に生きていく児童生徒を育て生徒を育て生徒を育て生徒を育てます。ます。ます。ます。    

幼児期から児童期における教育の連続性や一貫性の確保につきまし幼児期から児童期における教育の連続性や一貫性の確保につきまし幼児期から児童期における教育の連続性や一貫性の確保につきまし幼児期から児童期における教育の連続性や一貫性の確保につきまし

ては，専門職を配置して，私立の幼児ては，専門職を配置して，私立の幼児ては，専門職を配置して，私立の幼児ては，専門職を配置して，私立の幼児教育教育教育教育施設を含めた施設を含めた施設を含めた施設を含めた保幼小保幼小保幼小保幼小連携を進連携を進連携を進連携を進

め，就学前教育や家庭教育を推進し，幼児教育と小学校教育の円滑な接め，就学前教育や家庭教育を推進し，幼児教育と小学校教育の円滑な接め，就学前教育や家庭教育を推進し，幼児教育と小学校教育の円滑な接め，就学前教育や家庭教育を推進し，幼児教育と小学校教育の円滑な接

続を図ります。続を図ります。続を図ります。続を図ります。    

学校施設につきましては，小中学校校舎の天井や内装の落下防止対策学校施設につきましては，小中学校校舎の天井や内装の落下防止対策学校施設につきましては，小中学校校舎の天井や内装の落下防止対策学校施設につきましては，小中学校校舎の天井や内装の落下防止対策

などの耐震化工事を下高津小学校及び荒川沖小学校の２校で行い，安などの耐震化工事を下高津小学校及び荒川沖小学校の２校で行い，安などの耐震化工事を下高津小学校及び荒川沖小学校の２校で行い，安などの耐震化工事を下高津小学校及び荒川沖小学校の２校で行い，安

心・安全な教育環境の更なる充実を図ります。心・安全な教育環境の更なる充実を図ります。心・安全な教育環境の更なる充実を図ります。心・安全な教育環境の更なる充実を図ります。    

学校給食につきましては，より衛生的で安心・安全な給食の提供を目学校給食につきましては，より衛生的で安心・安全な給食の提供を目学校給食につきましては，より衛生的で安心・安全な給食の提供を目学校給食につきましては，より衛生的で安心・安全な給食の提供を目

指すとともに，食物アレルギーへの対応及び食育に関する指導の更なる指すとともに，食物アレルギーへの対応及び食育に関する指導の更なる指すとともに，食物アレルギーへの対応及び食育に関する指導の更なる指すとともに，食物アレルギーへの対応及び食育に関する指導の更なる

充実を図るため，来年９月の供用開始に向けて，新センターの建設工事充実を図るため，来年９月の供用開始に向けて，新センターの建設工事充実を図るため，来年９月の供用開始に向けて，新センターの建設工事充実を図るため，来年９月の供用開始に向けて，新センターの建設工事

を着実に進めます。を着実に進めます。を着実に進めます。を着実に進めます。    
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上大津地区の小学校につきましては，教育環境の充実を図るため，上大津地区の小学校につきましては，教育環境の充実を図るため，上大津地区の小学校につきましては，教育環境の充実を図るため，上大津地区の小学校につきましては，教育環境の充実を図るため，    

適正配置に向けて，保護者や地域住民との協議を行い，外部適正配置に向けて，保護者や地域住民との協議を行い，外部適正配置に向けて，保護者や地域住民との協議を行い，外部適正配置に向けて，保護者や地域住民との協議を行い，外部検討委員会検討委員会検討委員会検討委員会

の提言をの提言をの提言をの提言を踏まえ，上大津地区小学校適正配置実施計画を策定します。踏まえ，上大津地区小学校適正配置実施計画を策定します。踏まえ，上大津地区小学校適正配置実施計画を策定します。踏まえ，上大津地区小学校適正配置実施計画を策定します。    

    ななななお，上大津西小学校と菅谷小学校につきましては，暫定的統合計画お，上大津西小学校と菅谷小学校につきましては，暫定的統合計画お，上大津西小学校と菅谷小学校につきましては，暫定的統合計画お，上大津西小学校と菅谷小学校につきましては，暫定的統合計画

に基づき，来年４月からの暫定的統合に向けた準備を進め，上大津西小に基づき，来年４月からの暫定的統合に向けた準備を進め，上大津西小に基づき，来年４月からの暫定的統合に向けた準備を進め，上大津西小に基づき，来年４月からの暫定的統合に向けた準備を進め，上大津西小

学校の複式学級の解消など教育環境の充実を図ります。学校の複式学級の解消など教育環境の充実を図ります。学校の複式学級の解消など教育環境の充実を図ります。学校の複式学級の解消など教育環境の充実を図ります。    

情報教育につきましては，本年度策定の第２期教育情報化計画に基づ情報教育につきましては，本年度策定の第２期教育情報化計画に基づ情報教育につきましては，本年度策定の第２期教育情報化計画に基づ情報教育につきましては，本年度策定の第２期教育情報化計画に基づ

き，児童生徒の情報活用能力の育成に資するため，電子黒板やデジタルき，児童生徒の情報活用能力の育成に資するため，電子黒板やデジタルき，児童生徒の情報活用能力の育成に資するため，電子黒板やデジタルき，児童生徒の情報活用能力の育成に資するため，電子黒板やデジタル

教科書など，県内屈指のＩＣＴ環境を活用したプログラミング教育を推教科書など，県内屈指のＩＣＴ環境を活用したプログラミング教育を推教科書など，県内屈指のＩＣＴ環境を活用したプログラミング教育を推教科書など，県内屈指のＩＣＴ環境を活用したプログラミング教育を推

進します。進します。進します。進します。    

放課後児童対策につきましては，これまで実施してきた小学校１２校放課後児童対策につきましては，これまで実施してきた小学校１２校放課後児童対策につきましては，これまで実施してきた小学校１２校放課後児童対策につきましては，これまで実施してきた小学校１２校

に加え，新たに加え，新たに加え，新たに加え，新たに中村小学校に放課後子供教室を開設し，児童の安心・安に中村小学校に放課後子供教室を開設し，児童の安心・安に中村小学校に放課後子供教室を開設し，児童の安心・安に中村小学校に放課後子供教室を開設し，児童の安心・安

全な居場所を確保するとともに，子育てと仕事の両立を支援します。全な居場所を確保するとともに，子育てと仕事の両立を支援します。全な居場所を確保するとともに，子育てと仕事の両立を支援します。全な居場所を確保するとともに，子育てと仕事の両立を支援します。    

また，児童クラブにおけるまた，児童クラブにおけるまた，児童クラブにおけるまた，児童クラブにおける待機児童対策と児童の安全及び衛生を確保待機児童対策と児童の安全及び衛生を確保待機児童対策と児童の安全及び衛生を確保待機児童対策と児童の安全及び衛生を確保

するため，神立小学校の児童クラブ室の増築など，施設の整備を推進しするため，神立小学校の児童クラブ室の増築など，施設の整備を推進しするため，神立小学校の児童クラブ室の増築など，施設の整備を推進しするため，神立小学校の児童クラブ室の増築など，施設の整備を推進し

ます。ます。ます。ます。    

    図図図図書館につきましては，生涯学習と情報の拠点としてふさわしい，豊書館につきましては，生涯学習と情報の拠点としてふさわしい，豊書館につきましては，生涯学習と情報の拠点としてふさわしい，豊書館につきましては，生涯学習と情報の拠点としてふさわしい，豊

富で魅力あふれる蔵書の構築を継続し，更なる読書環境の充実を図りま富で魅力あふれる蔵書の構築を継続し，更なる読書環境の充実を図りま富で魅力あふれる蔵書の構築を継続し，更なる読書環境の充実を図りま富で魅力あふれる蔵書の構築を継続し，更なる読書環境の充実を図りま

す。す。す。す。    

市民会館につきましては，市民が芸術に触れ，親しむ，文化芸術活動市民会館につきましては，市民が芸術に触れ，親しむ，文化芸術活動市民会館につきましては，市民が芸術に触れ，親しむ，文化芸術活動市民会館につきましては，市民が芸術に触れ，親しむ，文化芸術活動

の拠点として，安心・安全な環境の確保を図るとともに，快適な鑑賞空の拠点として，安心・安全な環境の確保を図るとともに，快適な鑑賞空の拠点として，安心・安全な環境の確保を図るとともに，快適な鑑賞空の拠点として，安心・安全な環境の確保を図るとともに，快適な鑑賞空

間間間間の提供に向けて，耐震化及び大規模改造工事を着実に実施します。の提供に向けて，耐震化及び大規模改造工事を着実に実施します。の提供に向けて，耐震化及び大規模改造工事を着実に実施します。の提供に向けて，耐震化及び大規模改造工事を着実に実施します。    

市民ギャラリーにつきましては，市民ギャラリーにつきましては，市民ギャラリーにつきましては，市民ギャラリーにつきましては，美術展覧会の開催と収蔵品の公開を美術展覧会の開催と収蔵品の公開を美術展覧会の開催と収蔵品の公開を美術展覧会の開催と収蔵品の公開を
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推進し，市民にとって身近な芸術鑑賞の場を提供します。推進し，市民にとって身近な芸術鑑賞の場を提供します。推進し，市民にとって身近な芸術鑑賞の場を提供します。推進し，市民にとって身近な芸術鑑賞の場を提供します。    

また，「アートとブックが出会う場所」展の開催など，図書館との連また，「アートとブックが出会う場所」展の開催など，図書館との連また，「アートとブックが出会う場所」展の開催など，図書館との連また，「アートとブックが出会う場所」展の開催など，図書館との連

携企画などを通して，文化施設としての魅力を高め，中心市街地のにぎ携企画などを通して，文化施設としての魅力を高め，中心市街地のにぎ携企画などを通して，文化施設としての魅力を高め，中心市街地のにぎ携企画などを通して，文化施設としての魅力を高め，中心市街地のにぎ

わいを創出します。わいを創出します。わいを創出します。わいを創出します。    

スポーツ・レクリエーションに親しむまちづくりにつきましては，スポーツ・レクリエーションに親しむまちづくりにつきましては，スポーツ・レクリエーションに親しむまちづくりにつきましては，スポーツ・レクリエーションに親しむまちづくりにつきましては，かかかか

すみがうらマラソン兼国際盲人マラソンの開催などを通し，各種スポーすみがうらマラソン兼国際盲人マラソンの開催などを通し，各種スポーすみがうらマラソン兼国際盲人マラソンの開催などを通し，各種スポーすみがうらマラソン兼国際盲人マラソンの開催などを通し，各種スポー

ツツツツに親しむ機会の充実を図ります。に親しむ機会の充実を図ります。に親しむ機会の充実を図ります。に親しむ機会の充実を図ります。    

スポーツ施設につきましては，Ｊ：ＣＯＭスタジアム土浦について，スポーツ施設につきましては，Ｊ：ＣＯＭスタジアム土浦について，スポーツ施設につきましては，Ｊ：ＣＯＭスタジアム土浦について，スポーツ施設につきましては，Ｊ：ＣＯＭスタジアム土浦について，

スタンドに防球ネットを設置し，場外の歩行者等の安全確保を図るととスタンドに防球ネットを設置し，場外の歩行者等の安全確保を図るととスタンドに防球ネットを設置し，場外の歩行者等の安全確保を図るととスタンドに防球ネットを設置し，場外の歩行者等の安全確保を図るとと

もに，霞ケ浦総合公園について，テニスコートの改修を実施し，市民がもに，霞ケ浦総合公園について，テニスコートの改修を実施し，市民がもに，霞ケ浦総合公園について，テニスコートの改修を実施し，市民がもに，霞ケ浦総合公園について，テニスコートの改修を実施し，市民が

利用しやすい環境を整備します。利用しやすい環境を整備します。利用しやすい環境を整備します。利用しやすい環境を整備します。    

「いきいき茨城ゆめ国体」につきましては，本市で実施する，水球，「いきいき茨城ゆめ国体」につきましては，本市で実施する，水球，「いきいき茨城ゆめ国体」につきましては，本市で実施する，水球，「いきいき茨城ゆめ国体」につきましては，本市で実施する，水球，

軟式野球，相撲及び高等学校軟式野球の４競技について，万全な準備の軟式野球，相撲及び高等学校軟式野球の４競技について，万全な準備の軟式野球，相撲及び高等学校軟式野球の４競技について，万全な準備の軟式野球，相撲及び高等学校軟式野球の４競技について，万全な準備の

下で，円滑な運営を図ります。下で，円滑な運営を図ります。下で，円滑な運営を図ります。下で，円滑な運営を図ります。    

    

次に，次に，次に，次に，活力とにぎわいのあるまちづくり活力とにぎわいのあるまちづくり活力とにぎわいのあるまちづくり活力とにぎわいのあるまちづくりについてであります。についてであります。についてであります。についてであります。    

都市に活力をもたらす産業の振興を図るとともに，新旧の地域固有の都市に活力をもたらす産業の振興を図るとともに，新旧の地域固有の都市に活力をもたらす産業の振興を図るとともに，新旧の地域固有の都市に活力をもたらす産業の振興を図るとともに，新旧の地域固有の

豊富な資源に磨きをかけることで，活力とにぎわいのあるまちづくりを豊富な資源に磨きをかけることで，活力とにぎわいのあるまちづくりを豊富な資源に磨きをかけることで，活力とにぎわいのあるまちづくりを豊富な資源に磨きをかけることで，活力とにぎわいのあるまちづくりを

推進します。推進します。推進します。推進します。    

中心市街地につきましては，中心市街地につきましては，中心市街地につきましては，中心市街地につきましては，駅周辺の施設を最大限に活用し，新たな駅周辺の施設を最大限に活用し，新たな駅周辺の施設を最大限に活用し，新たな駅周辺の施設を最大限に活用し，新たな

人の流れを創出するとともに，来訪者をまちなかに回遊させることで，人の流れを創出するとともに，来訪者をまちなかに回遊させることで，人の流れを創出するとともに，来訪者をまちなかに回遊させることで，人の流れを創出するとともに，来訪者をまちなかに回遊させることで，

まちの活性化を図ります。まちの活性化を図ります。まちの活性化を図ります。まちの活性化を図ります。        

また，第二期中心市街地活性化基本計画に位置付けた，中心市街地のまた，第二期中心市街地活性化基本計画に位置付けた，中心市街地のまた，第二期中心市街地活性化基本計画に位置付けた，中心市街地のまた，第二期中心市街地活性化基本計画に位置付けた，中心市街地の
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定住促進を図る支援制度の更なる充実を図るため，空きビル等を住宅に定住促進を図る支援制度の更なる充実を図るため，空きビル等を住宅に定住促進を図る支援制度の更なる充実を図るため，空きビル等を住宅に定住促進を図る支援制度の更なる充実を図るため，空きビル等を住宅に

用途変更する方への支援を新たに加えることで，居住人口の増加による用途変更する方への支援を新たに加えることで，居住人口の増加による用途変更する方への支援を新たに加えることで，居住人口の増加による用途変更する方への支援を新たに加えることで，居住人口の増加による

活力とにぎわいのある中心市街活力とにぎわいのある中心市街活力とにぎわいのある中心市街活力とにぎわいのある中心市街地の再生を進めます。地の再生を進めます。地の再生を進めます。地の再生を進めます。    

農林水産業につきましては，ＪＡを始め，関係機関と一体となって，農林水産業につきましては，ＪＡを始め，関係機関と一体となって，農林水産業につきましては，ＪＡを始め，関係機関と一体となって，農林水産業につきましては，ＪＡを始め，関係機関と一体となって，

農地の効率的な利用や農業生産基盤の整備を促進し，生産性の向上を図農地の効率的な利用や農業生産基盤の整備を促進し，生産性の向上を図農地の効率的な利用や農業生産基盤の整備を促進し，生産性の向上を図農地の効率的な利用や農業生産基盤の整備を促進し，生産性の向上を図

ります。ります。ります。ります。    

また，地域農業が抱える従事者の高齢化や後継者不足等による荒廃農また，地域農業が抱える従事者の高齢化や後継者不足等による荒廃農また，地域農業が抱える従事者の高齢化や後継者不足等による荒廃農また，地域農業が抱える従事者の高齢化や後継者不足等による荒廃農

地の増大などの課題解決に向け，農地集積による規模の拡大や新規就農地の増大などの課題解決に向け，農地集積による規模の拡大や新規就農地の増大などの課題解決に向け，農地集積による規模の拡大や新規就農地の増大などの課題解決に向け，農地集積による規模の拡大や新規就農

者の育成等を図ることで，農業経営の安定に寄与します。者の育成等を図ることで，農業経営の安定に寄与します。者の育成等を図ることで，農業経営の安定に寄与します。者の育成等を図ることで，農業経営の安定に寄与します。    

さらに，土浦ブランドアッププロジェクトにおいて，農林畜水産物のさらに，土浦ブランドアッププロジェクトにおいて，農林畜水産物のさらに，土浦ブランドアッププロジェクトにおいて，農林畜水産物のさらに，土浦ブランドアッププロジェクトにおいて，農林畜水産物の

資源を活用した都市と農村の交流と加工品の開発を進め，地域の農林水資源を活用した都市と農村の交流と加工品の開発を進め，地域の農林水資源を活用した都市と農村の交流と加工品の開発を進め，地域の農林水資源を活用した都市と農村の交流と加工品の開発を進め，地域の農林水

産業を活性化することで，交流人口の拡大や地域経済の活性化を図りま産業を活性化することで，交流人口の拡大や地域経済の活性化を図りま産業を活性化することで，交流人口の拡大や地域経済の活性化を図りま産業を活性化することで，交流人口の拡大や地域経済の活性化を図りま

す。す。す。す。    

商業につきましては，多様化する消費者ニーズに対応するため，商工商業につきましては，多様化する消費者ニーズに対応するため，商工商業につきましては，多様化する消費者ニーズに対応するため，商工商業につきましては，多様化する消費者ニーズに対応するため，商工

会議所などの関係機関と連携を図りながら，地域の特性や魅力を活かし会議所などの関係機関と連携を図りながら，地域の特性や魅力を活かし会議所などの関係機関と連携を図りながら，地域の特性や魅力を活かし会議所などの関係機関と連携を図りながら，地域の特性や魅力を活かし

た商業の振興を推進します。た商業の振興を推進します。た商業の振興を推進します。た商業の振興を推進します。    

特に，産業祭につきましては，開催内容をリニューアルし，農林水産特に，産業祭につきましては，開催内容をリニューアルし，農林水産特に，産業祭につきましては，開催内容をリニューアルし，農林水産特に，産業祭につきましては，開催内容をリニューアルし，農林水産

業祭をＪＡまつりとして開催することで，地場産業を広く宣伝し，本市業祭をＪＡまつりとして開催することで，地場産業を広く宣伝し，本市業祭をＪＡまつりとして開催することで，地場産業を広く宣伝し，本市業祭をＪＡまつりとして開催することで，地場産業を広く宣伝し，本市

の産業の更なる発展に寄与します。の産業の更なる発展に寄与します。の産業の更なる発展に寄与します。の産業の更なる発展に寄与します。    

ままままた，空き店舗対策につきましては，新たな起業者の創出や起業後のた，空き店舗対策につきましては，新たな起業者の創出や起業後のた，空き店舗対策につきましては，新たな起業者の創出や起業後のた，空き店舗対策につきましては，新たな起業者の創出や起業後の

支援の更なる充実を図るとともに，中心市街地において空き店舗を改装支援の更なる充実を図るとともに，中心市街地において空き店舗を改装支援の更なる充実を図るとともに，中心市街地において空き店舗を改装支援の更なる充実を図るとともに，中心市街地において空き店舗を改装

して新規に開業する方への支援を新たに加えることで，空き店舗の活用して新規に開業する方への支援を新たに加えることで，空き店舗の活用して新規に開業する方への支援を新たに加えることで，空き店舗の活用して新規に開業する方への支援を新たに加えることで，空き店舗の活用

を促進し，まちのにぎわいを創出します。を促進し，まちのにぎわいを創出します。を促進し，まちのにぎわいを創出します。を促進し，まちのにぎわいを創出します。    
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さらに，国の地方創生推進交付金を活用して，県との連携により，東さらに，国の地方創生推進交付金を活用して，県との連携により，東さらに，国の地方創生推進交付金を活用して，県との連携により，東さらに，国の地方創生推進交付金を活用して，県との連携により，東

京圏から移住して，就業した方を支援することで，移住の促進や中小企京圏から移住して，就業した方を支援することで，移住の促進や中小企京圏から移住して，就業した方を支援することで，移住の促進や中小企京圏から移住して，就業した方を支援することで，移住の促進や中小企

業の人材不足の解消を図ります。業の人材不足の解消を図ります。業の人材不足の解消を図ります。業の人材不足の解消を図ります。    

工業につきましては，企業に対する奨励金制度を積極的にＰＲし，企工業につきましては，企業に対する奨励金制度を積極的にＰＲし，企工業につきましては，企業に対する奨励金制度を積極的にＰＲし，企工業につきましては，企業に対する奨励金制度を積極的にＰＲし，企

業誘致を推進することにより，雇用の場の確保や地域経済の発展へつな業誘致を推進することにより，雇用の場の確保や地域経済の発展へつな業誘致を推進することにより，雇用の場の確保や地域経済の発展へつな業誘致を推進することにより，雇用の場の確保や地域経済の発展へつな

げます。げます。げます。げます。    

観光につきましては，本年度策定の第２次観光基本計画に基づき，り観光につきましては，本年度策定の第２次観光基本計画に基づき，り観光につきましては，本年度策定の第２次観光基本計画に基づき，り観光につきましては，本年度策定の第２次観光基本計画に基づき，り

んりんロードを活用した観光んりんロードを活用した観光んりんロードを活用した観光んりんロードを活用した観光誘客を図るなど誘客を図るなど誘客を図るなど誘客を図るなど，市民・事業者・行政の多，市民・事業者・行政の多，市民・事業者・行政の多，市民・事業者・行政の多

彩な連携による観光のまちづくりを推進します。彩な連携による観光のまちづくりを推進します。彩な連携による観光のまちづくりを推進します。彩な連携による観光のまちづくりを推進します。    

昨年，観覧者の安全確保を最優先し，大会途中での中止という苦渋の昨年，観覧者の安全確保を最優先し，大会途中での中止という苦渋の昨年，観覧者の安全確保を最優先し，大会途中での中止という苦渋の昨年，観覧者の安全確保を最優先し，大会途中での中止という苦渋の

決断をしました土浦全国花火競技大会につきましては，警察等の関係機決断をしました土浦全国花火競技大会につきましては，警察等の関係機決断をしました土浦全国花火競技大会につきましては，警察等の関係機決断をしました土浦全国花火競技大会につきましては，警察等の関係機

関と密接に連携を取りながら，安心・安全に開催することはもちろん，関と密接に連携を取りながら，安心・安全に開催することはもちろん，関と密接に連携を取りながら，安心・安全に開催することはもちろん，関と密接に連携を取りながら，安心・安全に開催することはもちろん，

内閣総理大臣賞が授与される名誉ある花火大会としてのブランド価値内閣総理大臣賞が授与される名誉ある花火大会としてのブランド価値内閣総理大臣賞が授与される名誉ある花火大会としてのブランド価値内閣総理大臣賞が授与される名誉ある花火大会としてのブランド価値

の更なる向上を図ります。の更なる向上を図ります。の更なる向上を図ります。の更なる向上を図ります。    

サイクリング環境につきましては，つくば霞ケ浦りんりんサイクリング環境につきましては，つくば霞ケ浦りんりんサイクリング環境につきましては，つくば霞ケ浦りんりんサイクリング環境につきましては，つくば霞ケ浦りんりんロード利活ロード利活ロード利活ロード利活

用推進協議会と連携して，安全で快適なサイクリング環境の整備を推進用推進協議会と連携して，安全で快適なサイクリング環境の整備を推進用推進協議会と連携して，安全で快適なサイクリング環境の整備を推進用推進協議会と連携して，安全で快適なサイクリング環境の整備を推進

します。します。します。します。    

また，自転車また，自転車また，自転車また，自転車の持ち込み可能な遊覧船を運航する霞ケ浦広域サイクルの持ち込み可能な遊覧船を運航する霞ケ浦広域サイクルの持ち込み可能な遊覧船を運航する霞ケ浦広域サイクルの持ち込み可能な遊覧船を運航する霞ケ浦広域サイクル

ーズを，県，行方市及び潮来市と共同で実施することで，観光資源としーズを，県，行方市及び潮来市と共同で実施することで，観光資源としーズを，県，行方市及び潮来市と共同で実施することで，観光資源としーズを，県，行方市及び潮来市と共同で実施することで，観光資源とし

ての霞ケ浦の魅力の更なる向上を図るとともに，サイクリストなどの観ての霞ケ浦の魅力の更なる向上を図るとともに，サイクリストなどの観ての霞ケ浦の魅力の更なる向上を図るとともに，サイクリストなどの観ての霞ケ浦の魅力の更なる向上を図るとともに，サイクリストなどの観

光客の回遊性を高めます。光客の回遊性を高めます。光客の回遊性を高めます。光客の回遊性を高めます。    

さらに，自転車のまちづくり構想を策定し，本市の自転車施策を総合さらに，自転車のまちづくり構想を策定し，本市の自転車施策を総合さらに，自転車のまちづくり構想を策定し，本市の自転車施策を総合さらに，自転車のまちづくり構想を策定し，本市の自転車施策を総合

的かつ戦略的に展開することで，日本一のサイクリング環境の実現を目的かつ戦略的に展開することで，日本一のサイクリング環境の実現を目的かつ戦略的に展開することで，日本一のサイクリング環境の実現を目的かつ戦略的に展開することで，日本一のサイクリング環境の実現を目
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指すとともに，交流人口の拡大を図ります。指すとともに，交流人口の拡大を図ります。指すとともに，交流人口の拡大を図ります。指すとともに，交流人口の拡大を図ります。    

川口二丁目地区につきましては，今月オープンす川口二丁目地区につきましては，今月オープンす川口二丁目地区につきましては，今月オープンす川口二丁目地区につきましては，今月オープンする，「りんりんポーる，「りんりんポーる，「りんりんポーる，「りんりんポー

ト土浦」を活用して，にぎわいの創出と交流人口の拡大へつなげるととト土浦」を活用して，にぎわいの創出と交流人口の拡大へつなげるととト土浦」を活用して，にぎわいの創出と交流人口の拡大へつなげるととト土浦」を活用して，にぎわいの創出と交流人口の拡大へつなげるとと

もに，民間事業者の創意工夫を活かした誘客・集客施設などの整備を促もに，民間事業者の創意工夫を活かした誘客・集客施設などの整備を促もに，民間事業者の創意工夫を活かした誘客・集客施設などの整備を促もに，民間事業者の創意工夫を活かした誘客・集客施設などの整備を促

すため，誘致に向けた様々な手法の検討を進めます。すため，誘致に向けた様々な手法の検討を進めます。すため，誘致に向けた様々な手法の検討を進めます。すため，誘致に向けた様々な手法の検討を進めます。    

小町の館につきましては，増加する来訪者の更なる利便性の向上を図小町の館につきましては，増加する来訪者の更なる利便性の向上を図小町の館につきましては，増加する来訪者の更なる利便性の向上を図小町の館につきましては，増加する来訪者の更なる利便性の向上を図

るため，新たな駐車場の整備を推進します。るため，新たな駐車場の整備を推進します。るため，新たな駐車場の整備を推進します。るため，新たな駐車場の整備を推進します。    

ジオパーク事業につきましては，来年の再認定に向けて，筑波山地域ジオパーク事業につきましては，来年の再認定に向けて，筑波山地域ジオパーク事業につきましては，来年の再認定に向けて，筑波山地域ジオパーク事業につきましては，来年の再認定に向けて，筑波山地域

ジオパーク推進協議会との連携を強化するとともに，更なる普及啓発をジオパーク推進協議会との連携を強化するとともに，更なる普及啓発をジオパーク推進協議会との連携を強化するとともに，更なる普及啓発をジオパーク推進協議会との連携を強化するとともに，更なる普及啓発を

図ります。図ります。図ります。図ります。    

    

次に，次に，次に，次に，ふれあいとあたたかいまちづくりふれあいとあたたかいまちづくりふれあいとあたたかいまちづくりふれあいとあたたかいまちづくりについてであります。についてであります。についてであります。についてであります。    

少子高齢化の進行や家族形態の変化，価値観の多様化を背景として，少子高齢化の進行や家族形態の変化，価値観の多様化を背景として，少子高齢化の進行や家族形態の変化，価値観の多様化を背景として，少子高齢化の進行や家族形態の変化，価値観の多様化を背景として，

医療・福祉のニーズが複雑化・高度化する中，誰もが互いを尊重し，助医療・福祉のニーズが複雑化・高度化する中，誰もが互いを尊重し，助医療・福祉のニーズが複雑化・高度化する中，誰もが互いを尊重し，助医療・福祉のニーズが複雑化・高度化する中，誰もが互いを尊重し，助

け合いながら共生できる社会の実現を目指し，保健・福祉サービスの充け合いながら共生できる社会の実現を目指し，保健・福祉サービスの充け合いながら共生できる社会の実現を目指し，保健・福祉サービスの充け合いながら共生できる社会の実現を目指し，保健・福祉サービスの充

実を図ります。実を図ります。実を図ります。実を図ります。    

少子化対策につきましては，婚活パーティー等の開催や，結婚新生活少子化対策につきましては，婚活パーティー等の開催や，結婚新生活少子化対策につきましては，婚活パーティー等の開催や，結婚新生活少子化対策につきましては，婚活パーティー等の開催や，結婚新生活

を始めるための引っ越し費用の助成を行うことにより，結婚希望の実現を始めるための引っ越し費用の助成を行うことにより，結婚希望の実現を始めるための引っ越し費用の助成を行うことにより，結婚希望の実現を始めるための引っ越し費用の助成を行うことにより，結婚希望の実現

に向けて支援を継続し，婚姻数の増加につなげます。に向けて支援を継続し，婚姻数の増加につなげます。に向けて支援を継続し，婚姻数の増加につなげます。に向けて支援を継続し，婚姻数の増加につなげます。    

子育て支援につきましては，民間保育士の処遇及び資質の向上を目的子育て支援につきましては，民間保育士の処遇及び資質の向上を目的子育て支援につきましては，民間保育士の処遇及び資質の向上を目的子育て支援につきましては，民間保育士の処遇及び資質の向上を目的

とした支援を拡充することにより，保育士の確保に努め，安定した保育とした支援を拡充することにより，保育士の確保に努め，安定した保育とした支援を拡充することにより，保育士の確保に努め，安定した保育とした支援を拡充することにより，保育士の確保に努め，安定した保育

の提の提の提の提供を図るとともに，引き続き，公立保育所への民間活力導入を実施供を図るとともに，引き続き，公立保育所への民間活力導入を実施供を図るとともに，引き続き，公立保育所への民間活力導入を実施供を図るとともに，引き続き，公立保育所への民間活力導入を実施

し，多様化する子育てニーズに柔軟に対応できる体制を構築します。し，多様化する子育てニーズに柔軟に対応できる体制を構築します。し，多様化する子育てニーズに柔軟に対応できる体制を構築します。し，多様化する子育てニーズに柔軟に対応できる体制を構築します。    
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また，転入後１年以内の子育てまた，転入後１年以内の子育てまた，転入後１年以内の子育てまた，転入後１年以内の子育て世帯世帯世帯世帯を対象とした子育て支援施設の見を対象とした子育て支援施設の見を対象とした子育て支援施設の見を対象とした子育て支援施設の見

学ツアーを新たに開催し，子育てに関する情報交換及び参加者の交流を学ツアーを新たに開催し，子育てに関する情報交換及び参加者の交流を学ツアーを新たに開催し，子育てに関する情報交換及び参加者の交流を学ツアーを新たに開催し，子育てに関する情報交換及び参加者の交流を

促進させることで，子育て環境の更なる充実を図ります。促進させることで，子育て環境の更なる充実を図ります。促進させることで，子育て環境の更なる充実を図ります。促進させることで，子育て環境の更なる充実を図ります。    

地域福祉につきましては，市民・事業者・行政の協働により，「ふれ地域福祉につきましては，市民・事業者・行政の協働により，「ふれ地域福祉につきましては，市民・事業者・行政の協働により，「ふれ地域福祉につきましては，市民・事業者・行政の協働により，「ふれ

あいネットワーク」の更なる充実を図ります。あいネットワーク」の更なる充実を図ります。あいネットワーク」の更なる充実を図ります。あいネットワーク」の更なる充実を図ります。    

また，年齢や障害の有無に関わらず，全ての人々が住み慣れた地域で，また，年齢や障害の有無に関わらず，全ての人々が住み慣れた地域で，また，年齢や障害の有無に関わらず，全ての人々が住み慣れた地域で，また，年齢や障害の有無に関わらず，全ての人々が住み慣れた地域で，

生き生きと自分らしく暮らしていけるよう，地域住民が支え合い，一人生き生きと自分らしく暮らしていけるよう，地域住民が支え合い，一人生き生きと自分らしく暮らしていけるよう，地域住民が支え合い，一人生き生きと自分らしく暮らしていけるよう，地域住民が支え合い，一人

ひとりの暮らしと生きがい，地域をともに創っていくことのできる地域ひとりの暮らしと生きがい，地域をともに創っていくことのできる地域ひとりの暮らしと生きがい，地域をともに創っていくことのできる地域ひとりの暮らしと生きがい，地域をともに創っていくことのできる地域

共生社会の実現を目指します。共生社会の実現を目指します。共生社会の実現を目指します。共生社会の実現を目指します。    

障害者福祉につきましては，新たに障害者スポーツの講演会を開催す障害者福祉につきましては，新たに障害者スポーツの講演会を開催す障害者福祉につきましては，新たに障害者スポーツの講演会を開催す障害者福祉につきましては，新たに障害者スポーツの講演会を開催す

ることで，障害への理解・啓発を図り，相互に認め合い，ともに生きるることで，障害への理解・啓発を図り，相互に認め合い，ともに生きるることで，障害への理解・啓発を図り，相互に認め合い，ともに生きるることで，障害への理解・啓発を図り，相互に認め合い，ともに生きる

社会の実現を目指します。社会の実現を目指します。社会の実現を目指します。社会の実現を目指します。    

高齢者福祉につきましては，老人福祉計画及び介護保険事業計画に基高齢者福祉につきましては，老人福祉計画及び介護保険事業計画に基高齢者福祉につきましては，老人福祉計画及び介護保険事業計画に基高齢者福祉につきましては，老人福祉計画及び介護保険事業計画に基

づき，介護サービスの適正な基盤整備の推進及び在宅サービスの充実をづき，介護サービスの適正な基盤整備の推進及び在宅サービスの充実をづき，介護サービスの適正な基盤整備の推進及び在宅サービスの充実をづき，介護サービスの適正な基盤整備の推進及び在宅サービスの充実を

図ることで，図ることで，図ることで，図ることで，高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができる支援高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができる支援高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができる支援高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができる支援

体制を構築します。体制を構築します。体制を構築します。体制を構築します。    

また，地域包括支援センターにつきましては，増加・多様化する高齢また，地域包括支援センターにつきましては，増加・多様化する高齢また，地域包括支援センターにつきましては，増加・多様化する高齢また，地域包括支援センターにつきましては，増加・多様化する高齢

者問題に，地域の身近な相談窓口として対応していくため，本年度増設者問題に，地域の身近な相談窓口として対応していくため，本年度増設者問題に，地域の身近な相談窓口として対応していくため，本年度増設者問題に，地域の身近な相談窓口として対応していくため，本年度増設

し，２か所となった強固な体制により，引き続き，きめ細やかな支援をし，２か所となった強固な体制により，引き続き，きめ細やかな支援をし，２か所となった強固な体制により，引き続き，きめ細やかな支援をし，２か所となった強固な体制により，引き続き，きめ細やかな支援を

行います。行います。行います。行います。    

さらに，認知症対策につきましては，初期集中支援チームや認知症カさらに，認知症対策につきましては，初期集中支援チームや認知症カさらに，認知症対策につきましては，初期集中支援チームや認知症カさらに，認知症対策につきましては，初期集中支援チームや認知症カ

フェ「ふれあい茶屋」の充実を図るとともに，認知症サポーターとの協フェ「ふれあい茶屋」の充実を図るとともに，認知症サポーターとの協フェ「ふれあい茶屋」の充実を図るとともに，認知症サポーターとの協フェ「ふれあい茶屋」の充実を図るとともに，認知症サポーターとの協

働により，認知症の疑いのある方や介護する家族を総合的に支援します。働により，認知症の疑いのある方や介護する家族を総合的に支援します。働により，認知症の疑いのある方や介護する家族を総合的に支援します。働により，認知症の疑いのある方や介護する家族を総合的に支援します。    
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国民健康保険制度につきましては，財政運営の主国民健康保険制度につきましては，財政運営の主国民健康保険制度につきましては，財政運営の主国民健康保険制度につきましては，財政運営の主体である県と連携し体である県と連携し体である県と連携し体である県と連携し

ながら，更なる安定運営を図ります。ながら，更なる安定運営を図ります。ながら，更なる安定運営を図ります。ながら，更なる安定運営を図ります。    

保健・医療につきましては，がんの発症予防や早期発見につなげるた保健・医療につきましては，がんの発症予防や早期発見につなげるた保健・医療につきましては，がんの発症予防や早期発見につなげるた保健・医療につきましては，がんの発症予防や早期発見につなげるた

め，受診勧奨・再勧奨を推進します。め，受診勧奨・再勧奨を推進します。め，受診勧奨・再勧奨を推進します。め，受診勧奨・再勧奨を推進します。    

感染症予防につきましては，対象者を拡大したインフルエンザ予防接感染症予防につきましては，対象者を拡大したインフルエンザ予防接感染症予防につきましては，対象者を拡大したインフルエンザ予防接感染症予防につきましては，対象者を拡大したインフルエンザ予防接

種の費用助成を継続することで，広く市民の疾病予防を図ります。種の費用助成を継続することで，広く市民の疾病予防を図ります。種の費用助成を継続することで，広く市民の疾病予防を図ります。種の費用助成を継続することで，広く市民の疾病予防を図ります。            

母子保健につきましては，産後うつの予防や新生児への虐待予防等を母子保健につきましては，産後うつの予防や新生児への虐待予防等を母子保健につきましては，産後うつの予防や新生児への虐待予防等を母子保健につきましては，産後うつの予防や新生児への虐待予防等を

図るため，産後間もない産婦の健康診査費用を新たに助成することで，図るため，産後間もない産婦の健康診査費用を新たに助成することで，図るため，産後間もない産婦の健康診査費用を新たに助成することで，図るため，産後間もない産婦の健康診査費用を新たに助成することで，

産後の初期段階における母子に対する支援を推進します。産後の初期段階における母子に対する支援を推進します。産後の初期段階における母子に対する支援を推進します。産後の初期段階における母子に対する支援を推進します。    

また，助産師等による出産後の心身のケア，サポート等をまた，助産師等による出産後の心身のケア，サポート等をまた，助産師等による出産後の心身のケア，サポート等をまた，助産師等による出産後の心身のケア，サポート等を行う産後ケ行う産後ケ行う産後ケ行う産後ケ

ア事業を新たに開始することで，誰もが安心して子どもを産み育てられア事業を新たに開始することで，誰もが安心して子どもを産み育てられア事業を新たに開始することで，誰もが安心して子どもを産み育てられア事業を新たに開始することで，誰もが安心して子どもを産み育てられ

る環境を整備します。る環境を整備します。る環境を整備します。る環境を整備します。    

地域医療につきましては，引き続き，霞ケ浦医療センターへの筑波大地域医療につきましては，引き続き，霞ケ浦医療センターへの筑波大地域医療につきましては，引き続き，霞ケ浦医療センターへの筑波大地域医療につきましては，引き続き，霞ケ浦医療センターへの筑波大

学附属病院土浦市地域臨床教育センターの設置により，医師の配置を支学附属病院土浦市地域臨床教育センターの設置により，医師の配置を支学附属病院土浦市地域臨床教育センターの設置により，医師の配置を支学附属病院土浦市地域臨床教育センターの設置により，医師の配置を支

援するとともに，土浦協同病院への財政支援を継続し，医療体制の強化援するとともに，土浦協同病院への財政支援を継続し，医療体制の強化援するとともに，土浦協同病院への財政支援を継続し，医療体制の強化援するとともに，土浦協同病院への財政支援を継続し，医療体制の強化

を図ります。を図ります。を図ります。を図ります。    

また，白血病などの血液難病に対する有効な治療法である骨髄移植をまた，白血病などの血液難病に対する有効な治療法である骨髄移植をまた，白血病などの血液難病に対する有効な治療法である骨髄移植をまた，白血病などの血液難病に対する有効な治療法である骨髄移植を

推進するため，骨髄等の提供者に対する費用助成を新たに開始すること推進するため，骨髄等の提供者に対する費用助成を新たに開始すること推進するため，骨髄等の提供者に対する費用助成を新たに開始すること推進するため，骨髄等の提供者に対する費用助成を新たに開始すること

により，ドナー登録をしやすい環境を創出することで，医療環境の更なにより，ドナー登録をしやすい環境を創出することで，医療環境の更なにより，ドナー登録をしやすい環境を創出することで，医療環境の更なにより，ドナー登録をしやすい環境を創出することで，医療環境の更な

る充実を図ります。る充実を図ります。る充実を図ります。る充実を図ります。    

消消消消費税率の引上げに伴う影響緩和への対応につきましては，プレミア費税率の引上げに伴う影響緩和への対応につきましては，プレミア費税率の引上げに伴う影響緩和への対応につきましては，プレミア費税率の引上げに伴う影響緩和への対応につきましては，プレミア

ム付商品券を発行することにより，低所得者・子育て世帯の負担軽減をム付商品券を発行することにより，低所得者・子育て世帯の負担軽減をム付商品券を発行することにより，低所得者・子育て世帯の負担軽減をム付商品券を発行することにより，低所得者・子育て世帯の負担軽減を

図ります。図ります。図ります。図ります。    
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次に，次に，次に，次に，環境を重視するまちづくり環境を重視するまちづくり環境を重視するまちづくり環境を重視するまちづくりについてであります。についてであります。についてであります。についてであります。        

本市の水と緑に恵まれた豊かな環境資源を次世代に引き継いでいく本市の水と緑に恵まれた豊かな環境資源を次世代に引き継いでいく本市の水と緑に恵まれた豊かな環境資源を次世代に引き継いでいく本市の水と緑に恵まれた豊かな環境資源を次世代に引き継いでいく

ため，市民・事業者・行政の協働による環境保全への取組により，環境ため，市民・事業者・行政の協働による環境保全への取組により，環境ため，市民・事業者・行政の協働による環境保全への取組により，環境ため，市民・事業者・行政の協働による環境保全への取組により，環境

負荷の少ない循環型社会の形成を目指します。負荷の少ない循環型社会の形成を目指します。負荷の少ない循環型社会の形成を目指します。負荷の少ない循環型社会の形成を目指します。    

持続可能な社会環境の保全につきましては，市内各地域の防犯灯や学持続可能な社会環境の保全につきましては，市内各地域の防犯灯や学持続可能な社会環境の保全につきましては，市内各地域の防犯灯や学持続可能な社会環境の保全につきましては，市内各地域の防犯灯や学

校，公園駐車場などの照明のＬＥＤ化を進めるとともに，住宅用環境配校，公園駐車場などの照明のＬＥＤ化を進めるとともに，住宅用環境配校，公園駐車場などの照明のＬＥＤ化を進めるとともに，住宅用環境配校，公園駐車場などの照明のＬＥＤ化を進めるとともに，住宅用環境配

慮型設備の導入を支援することで，環境負荷の低減を図ります。慮型設備の導入を支援することで，環境負荷の低減を図ります。慮型設備の導入を支援することで，環境負荷の低減を図ります。慮型設備の導入を支援することで，環境負荷の低減を図ります。        

霞ケ浦の水質霞ケ浦の水質霞ケ浦の水質霞ケ浦の水質保全保全保全保全につきましては，本年度開催の世界湖沼会議を契機につきましては，本年度開催の世界湖沼会議を契機につきましては，本年度開催の世界湖沼会議を契機につきましては，本年度開催の世界湖沼会議を契機

に，若い世代，特に高校生が霞ケ浦の将来像を考え，発信する場を設けに，若い世代，特に高校生が霞ケ浦の将来像を考え，発信する場を設けに，若い世代，特に高校生が霞ケ浦の将来像を考え，発信する場を設けに，若い世代，特に高校生が霞ケ浦の将来像を考え，発信する場を設け

るなど，霞ケ浦を誇りに思う郷土愛醸成の取組を継続し，霞ケ浦の水質るなど，霞ケ浦を誇りに思う郷土愛醸成の取組を継続し，霞ケ浦の水質るなど，霞ケ浦を誇りに思う郷土愛醸成の取組を継続し，霞ケ浦の水質るなど，霞ケ浦を誇りに思う郷土愛醸成の取組を継続し，霞ケ浦の水質

浄化に努めます。浄化に努めます。浄化に努めます。浄化に努めます。    

環境衛生につきましては，老朽化が進む衛生センターを，従来のし尿環境衛生につきましては，老朽化が進む衛生センターを，従来のし尿環境衛生につきましては，老朽化が進む衛生センターを，従来のし尿環境衛生につきましては，老朽化が進む衛生センターを，従来のし尿

や浄化槽汚泥に加え，有機性廃棄物を処理し，清掃センターや浄化槽汚泥に加え，有機性廃棄物を処理し，清掃センターや浄化槽汚泥に加え，有機性廃棄物を処理し，清掃センターや浄化槽汚泥に加え，有機性廃棄物を処理し，清掃センターの助燃剤との助燃剤との助燃剤との助燃剤と

して再資源化する設備を備えた，汚泥再生処理センターとして整備するして再資源化する設備を備えた，汚泥再生処理センターとして整備するして再資源化する設備を備えた，汚泥再生処理センターとして整備するして再資源化する設備を備えた，汚泥再生処理センターとして整備する

ための工事に着手します。ための工事に着手します。ための工事に着手します。ための工事に着手します。    

上水道につきましては，送配水管の計画的な整備及び老朽管，各配水上水道につきましては，送配水管の計画的な整備及び老朽管，各配水上水道につきましては，送配水管の計画的な整備及び老朽管，各配水上水道につきましては，送配水管の計画的な整備及び老朽管，各配水

場のポンプ類等の更新により，水質管理の徹底や水道水の安定的な供給場のポンプ類等の更新により，水質管理の徹底や水道水の安定的な供給場のポンプ類等の更新により，水質管理の徹底や水道水の安定的な供給場のポンプ類等の更新により，水質管理の徹底や水道水の安定的な供給

体制を確保するとともに，水道事業基本計画の改定に着手し，更なる事体制を確保するとともに，水道事業基本計画の改定に着手し，更なる事体制を確保するとともに，水道事業基本計画の改定に着手し，更なる事体制を確保するとともに，水道事業基本計画の改定に着手し，更なる事

業経営の効率化に取り組みます。業経営の効率化に取り組みます。業経営の効率化に取り組みます。業経営の効率化に取り組みます。    

下水道につきましては，本年度策定の下水道につきましては，本年度策定の下水道につきましては，本年度策定の下水道につきましては，本年度策定のストックマネジメント計画に基ストックマネジメント計画に基ストックマネジメント計画に基ストックマネジメント計画に基

づき，今後の施設管理の最適化に向け，施設の点検調査を実施します。づき，今後の施設管理の最適化に向け，施設の点検調査を実施します。づき，今後の施設管理の最適化に向け，施設の点検調査を実施します。づき，今後の施設管理の最適化に向け，施設の点検調査を実施します。            

また，農業集落排水を含めた事業の共同化などを検討するほか，公営また，農業集落排水を含めた事業の共同化などを検討するほか，公営また，農業集落排水を含めた事業の共同化などを検討するほか，公営また，農業集落排水を含めた事業の共同化などを検討するほか，公営

企業会計への移行作業を完了させることで，経営基盤の強化を図り，長企業会計への移行作業を完了させることで，経営基盤の強化を図り，長企業会計への移行作業を完了させることで，経営基盤の強化を図り，長企業会計への移行作業を完了させることで，経営基盤の強化を図り，長
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期的に持続可能な事業の運営体制を目指します。期的に持続可能な事業の運営体制を目指します。期的に持続可能な事業の運営体制を目指します。期的に持続可能な事業の運営体制を目指します。    

    

次に，次に，次に，次に，快適でゆとりのあるまちづくり快適でゆとりのあるまちづくり快適でゆとりのあるまちづくり快適でゆとりのあるまちづくりについてであります。についてであります。についてであります。についてであります。    

周辺自治体との連携を図りながら，広域的なまちづくりを推進すると周辺自治体との連携を図りながら，広域的なまちづくりを推進すると周辺自治体との連携を図りながら，広域的なまちづくりを推進すると周辺自治体との連携を図りながら，広域的なまちづくりを推進すると

ともに，長期的ともに，長期的ともに，長期的ともに，長期的なまちづくりの指針である，都市計画マスタープランになまちづくりの指針である，都市計画マスタープランになまちづくりの指針である，都市計画マスタープランになまちづくりの指針である，都市計画マスタープランに

基づき，道路，基づき，道路，基づき，道路，基づき，道路，公園等の都市基盤の整備や，適正な土地利用の誘導を実公園等の都市基盤の整備や，適正な土地利用の誘導を実公園等の都市基盤の整備や，適正な土地利用の誘導を実公園等の都市基盤の整備や，適正な土地利用の誘導を実

施し，市民の皆様が快適に生活できる環境づくりを推進します。施し，市民の皆様が快適に生活できる環境づくりを推進します。施し，市民の皆様が快適に生活できる環境づくりを推進します。施し，市民の皆様が快適に生活できる環境づくりを推進します。    

市街地につきまし市街地につきまし市街地につきまし市街地につきましては，神立駅西口の整備として，土地区画整理事業ては，神立駅西口の整備として，土地区画整理事業ては，神立駅西口の整備として，土地区画整理事業ては，神立駅西口の整備として，土地区画整理事業

のほか，駅前広場，のほか，駅前広場，のほか，駅前広場，のほか，駅前広場，駅前西駅前西駅前西駅前西通り線通り線通り線通り線，自転車駐車場，自転車駐車場，自転車駐車場，自転車駐車場などの整備を進め，本などの整備を進め，本などの整備を進め，本などの整備を進め，本

市市市市のののの北の拠点にふさわしい，駅を中心とした活力のあるまちづくりを進北の拠点にふさわしい，駅を中心とした活力のあるまちづくりを進北の拠点にふさわしい，駅を中心とした活力のあるまちづくりを進北の拠点にふさわしい，駅を中心とした活力のあるまちづくりを進

めます。めます。めます。めます。    

広域幹線道路につきましては広域幹線道路につきましては広域幹線道路につきましては広域幹線道路につきましては，，，，国道６号牛久土浦バイパスの整備促進，国道６号牛久土浦バイパスの整備促進，国道６号牛久土浦バイパスの整備促進，国道６号牛久土浦バイパスの整備促進，    

国道３５４号土浦バイパスの早期全線４車線化及び国道１２５号にお国道３５４号土浦バイパスの早期全線４車線化及び国道１２５号にお国道３５４号土浦バイパスの早期全線４車線化及び国道１２５号にお国道３５４号土浦バイパスの早期全線４車線化及び国道１２５号にお

ける通学路の安全確保について，要望活動を継続します。ける通学路の安全確保について，要望活動を継続します。ける通学路の安全確保について，要望活動を継続します。ける通学路の安全確保について，要望活動を継続します。    

特に，国道６号牛久土浦バイパスにつきましては，人的支援などの特に，国道６号牛久土浦バイパスにつきましては，人的支援などの特に，国道６号牛久土浦バイパスにつきましては，人的支援などの特に，国道６号牛久土浦バイパスにつきましては，人的支援などの積積積積

極的な協力を行い，事業の促進に努めます。極的な協力を行い，事業の促進に努めます。極的な協力を行い，事業の促進に努めます。極的な協力を行い，事業の促進に努めます。    

県道につきましては，宍塚大岩田線の早期整備県道につきましては，宍塚大岩田線の早期整備県道につきましては，宍塚大岩田線の早期整備県道につきましては，宍塚大岩田線の早期整備のほか，荒川沖木田余のほか，荒川沖木田余のほか，荒川沖木田余のほか，荒川沖木田余

線の県道部分などの整備について，強く要望していきます。線の県道部分などの整備について，強く要望していきます。線の県道部分などの整備について，強く要望していきます。線の県道部分などの整備について，強く要望していきます。    

市施行の都市計画道路に市施行の都市計画道路に市施行の都市計画道路に市施行の都市計画道路につきましては，つきましては，つきましては，つきましては，神立停車場線の整備，神立停車場線の整備，神立停車場線の整備，神立停車場線の整備，荒川荒川荒川荒川沖沖沖沖

木田余線の４車線化工事及び木田余神立線の整備を進めます。木田余線の４車線化工事及び木田余神立線の整備を進めます。木田余線の４車線化工事及び木田余神立線の整備を進めます。木田余線の４車線化工事及び木田余神立線の整備を進めます。    

また，また，また，また，常名虫掛線の暫定供用常名虫掛線の暫定供用常名虫掛線の暫定供用常名虫掛線の暫定供用を開始し，交通利便性を向上させます。を開始し，交通利便性を向上させます。を開始し，交通利便性を向上させます。を開始し，交通利便性を向上させます。    

生活道路につきましては，地域に密着した生活道路につきましては，地域に密着した生活道路につきましては，地域に密着した生活道路につきましては，地域に密着した２９２９２９２９路線の市道新設改良工路線の市道新設改良工路線の市道新設改良工路線の市道新設改良工

事を実施します。事を実施します。事を実施します。事を実施します。    
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公園・緑地につきましては，乙戸沼公園の天狗巣病にり患した桜樹公園・緑地につきましては，乙戸沼公園の天狗巣病にり患した桜樹公園・緑地につきましては，乙戸沼公園の天狗巣病にり患した桜樹公園・緑地につきましては，乙戸沼公園の天狗巣病にり患した桜樹のののの

延命措置延命措置延命措置延命措置を行うほか，小野地区内の生活環境保全林の散策路改修工事をを行うほか，小野地区内の生活環境保全林の散策路改修工事をを行うほか，小野地区内の生活環境保全林の散策路改修工事をを行うほか，小野地区内の生活環境保全林の散策路改修工事を

進めるなど，良好な緑地環境を維持します。進めるなど，良好な緑地環境を維持します。進めるなど，良好な緑地環境を維持します。進めるなど，良好な緑地環境を維持します。    

公共交通につきましては，ＪＲ常磐線の利便性の向上は，本市公共交通につきましては，ＪＲ常磐線の利便性の向上は，本市公共交通につきましては，ＪＲ常磐線の利便性の向上は，本市公共交通につきましては，ＪＲ常磐線の利便性の向上は，本市のののの発展発展発展発展

に不可欠なことから，東京駅・品川駅に不可欠なことから，東京駅・品川駅に不可欠なことから，東京駅・品川駅に不可欠なことから，東京駅・品川駅への乗り入れ本数の更なる増加をへの乗り入れ本数の更なる増加をへの乗り入れ本数の更なる増加をへの乗り入れ本数の更なる増加を

要望し，交流人口や定住人口の増加へ要望し，交流人口や定住人口の増加へ要望し，交流人口や定住人口の増加へ要望し，交流人口や定住人口の増加へつなげます。つなげます。つなげます。つなげます。    

また，神立駅，土浦協同病院，千代また，神立駅，土浦協同病院，千代また，神立駅，土浦協同病院，千代また，神立駅，土浦協同病院，千代田ショッピングモールなどを結ぶ田ショッピングモールなどを結ぶ田ショッピングモールなどを結ぶ田ショッピングモールなどを結ぶ

バス路線バス路線バス路線バス路線を，かすみがうら市と共同で運行し，広域的な公共交通ネットを，かすみがうら市と共同で運行し，広域的な公共交通ネットを，かすみがうら市と共同で運行し，広域的な公共交通ネットを，かすみがうら市と共同で運行し，広域的な公共交通ネット

ワークを構築します。ワークを構築します。ワークを構築します。ワークを構築します。    

住環境の確保につきましては，空家対策として，所有者の調査及び専住環境の確保につきましては，空家対策として，所有者の調査及び専住環境の確保につきましては，空家対策として，所有者の調査及び専住環境の確保につきましては，空家対策として，所有者の調査及び専

門家による相談会の開催などにより，問題空家の発生を抑制します。門家による相談会の開催などにより，問題空家の発生を抑制します。門家による相談会の開催などにより，問題空家の発生を抑制します。門家による相談会の開催などにより，問題空家の発生を抑制します。    

また，また，また，また，引き続き，引き続き，引き続き，引き続き，住宅をリフォームする市民を支援し，居住環境の向住宅をリフォームする市民を支援し，居住環境の向住宅をリフォームする市民を支援し，居住環境の向住宅をリフォームする市民を支援し，居住環境の向

上を図ります。上を図ります。上を図ります。上を図ります。    

    

次に，これらの施策を推進するための基本姿勢についてであります。次に，これらの施策を推進するための基本姿勢についてであります。次に，これらの施策を推進するための基本姿勢についてであります。次に，これらの施策を推進するための基本姿勢についてであります。    

まず，まず，まず，まず，「地域力」と「市役所力」が一体となった協働のまちづくり「地域力」と「市役所力」が一体となった協働のまちづくり「地域力」と「市役所力」が一体となった協働のまちづくり「地域力」と「市役所力」が一体となった協働のまちづくりにににに

ついてであります。ついてであります。ついてであります。ついてであります。        

市民，ボランティア団体，事業者等の地域社会の担い手と行政が課題市民，ボランティア団体，事業者等の地域社会の担い手と行政が課題市民，ボランティア団体，事業者等の地域社会の担い手と行政が課題市民，ボランティア団体，事業者等の地域社会の担い手と行政が課題

を共有し，協働をまちの課題解決の手段として，全市的な取組へ発展さを共有し，協働をまちの課題解決の手段として，全市的な取組へ発展さを共有し，協働をまちの課題解決の手段として，全市的な取組へ発展さを共有し，協働をまちの課題解決の手段として，全市的な取組へ発展さ

せるなど，「地域力」と「市役所力」の連携・強化を図ります。せるなど，「地域力」と「市役所力」の連携・強化を図ります。せるなど，「地域力」と「市役所力」の連携・強化を図ります。せるなど，「地域力」と「市役所力」の連携・強化を図ります。    

市民協働のまちづくりにつきましては，地域の活性化や地域課題の解市民協働のまちづくりにつきましては，地域の活性化や地域課題の解市民協働のまちづくりにつきましては，地域の活性化や地域課題の解市民協働のまちづくりにつきましては，地域の活性化や地域課題の解

決を図るために，市民自らが実践する新たなまちづくり活動の経費を助決を図るために，市民自らが実践する新たなまちづくり活動の経費を助決を図るために，市民自らが実践する新たなまちづくり活動の経費を助決を図るために，市民自らが実践する新たなまちづくり活動の経費を助

成します。成します。成します。成します。    
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また，本市と事業者等の間で締結している包括連携協定における各種また，本市と事業者等の間で締結している包括連携協定における各種また，本市と事業者等の間で締結している包括連携協定における各種また，本市と事業者等の間で締結している包括連携協定における各種

取組を推進し，市民・事業者・行政のそれぞれの特性を活かし，活力あ取組を推進し，市民・事業者・行政のそれぞれの特性を活かし，活力あ取組を推進し，市民・事業者・行政のそれぞれの特性を活かし，活力あ取組を推進し，市民・事業者・行政のそれぞれの特性を活かし，活力あ

る魅力的な地域社会の形成を目指します。る魅力的な地域社会の形成を目指します。る魅力的な地域社会の形成を目指します。る魅力的な地域社会の形成を目指します。    

地域コミュニティにつきましては，協働のまちづくり基金を活用し，地域コミュニティにつきましては，協働のまちづくり基金を活用し，地域コミュニティにつきましては，協働のまちづくり基金を活用し，地域コミュニティにつきましては，協働のまちづくり基金を活用し，

地域活動の拠点である町内会集会施設の新築，修繕等に助成を行い，地地域活動の拠点である町内会集会施設の新築，修繕等に助成を行い，地地域活動の拠点である町内会集会施設の新築，修繕等に助成を行い，地地域活動の拠点である町内会集会施設の新築，修繕等に助成を行い，地

域住民の連帯感及びコミュニティ意識の高揚を図ります。域住民の連帯感及びコミュニティ意識の高揚を図ります。域住民の連帯感及びコミュニティ意識の高揚を図ります。域住民の連帯感及びコミュニティ意識の高揚を図ります。    

ボランティア活動につきましては，ＮＰＯ交流会やセミナーの実施，ボランティア活動につきましては，ＮＰＯ交流会やセミナーの実施，ボランティア活動につきましては，ＮＰＯ交流会やセミナーの実施，ボランティア活動につきましては，ＮＰＯ交流会やセミナーの実施，

市民活動情報サイトの活用などにより，ボランティア活動の担い手の育市民活動情報サイトの活用などにより，ボランティア活動の担い手の育市民活動情報サイトの活用などにより，ボランティア活動の担い手の育市民活動情報サイトの活用などにより，ボランティア活動の担い手の育

成を図ります。成を図ります。成を図ります。成を図ります。    

シティプロモーションにつきましては，従来の取組内容を分析し，つシティプロモーションにつきましては，従来の取組内容を分析し，つシティプロモーションにつきましては，従来の取組内容を分析し，つシティプロモーションにつきましては，従来の取組内容を分析し，つ

ちうらシティプロモーション戦略プランの改定を行い，本市の強みや地ちうらシティプロモーション戦略プランの改定を行い，本市の強みや地ちうらシティプロモーション戦略プランの改定を行い，本市の強みや地ちうらシティプロモーション戦略プランの改定を行い，本市の強みや地

域資源を活かした，より効果的なプロモーション活動の戦略展開へつな域資源を活かした，より効果的なプロモーション活動の戦略展開へつな域資源を活かした，より効果的なプロモーション活動の戦略展開へつな域資源を活かした，より効果的なプロモーション活動の戦略展開へつな

げます。げます。げます。げます。    

また，多くの高校生が集まるまちの特性を活かし，高校生が主役のイまた，多くの高校生が集まるまちの特性を活かし，高校生が主役のイまた，多くの高校生が集まるまちの特性を活かし，高校生が主役のイまた，多くの高校生が集まるまちの特性を活かし，高校生が主役のイ

ベント「学祭ＴＳＵＣＨＩＵＲＡ」を開催し，併せて各種イベントへ高ベント「学祭ＴＳＵＣＨＩＵＲＡ」を開催し，併せて各種イベントへ高ベント「学祭ＴＳＵＣＨＩＵＲＡ」を開催し，併せて各種イベントへ高ベント「学祭ＴＳＵＣＨＩＵＲＡ」を開催し，併せて各種イベントへ高

校生が参加することにより，地域活性化や若者の校生が参加することにより，地域活性化や若者の校生が参加することにより，地域活性化や若者の校生が参加することにより，地域活性化や若者の郷土愛の醸成を図りま郷土愛の醸成を図りま郷土愛の醸成を図りま郷土愛の醸成を図りま

す。す。す。す。    

移住・定住の取組につきましては，首都圏在住者に向けた移住キャン移住・定住の取組につきましては，首都圏在住者に向けた移住キャン移住・定住の取組につきましては，首都圏在住者に向けた移住キャン移住・定住の取組につきましては，首都圏在住者に向けた移住キャン

ペーンを実施し，本市の生活環境の魅力を発信することで，将来の移住ペーンを実施し，本市の生活環境の魅力を発信することで，将来の移住ペーンを実施し，本市の生活環境の魅力を発信することで，将来の移住ペーンを実施し，本市の生活環境の魅力を発信することで，将来の移住

人口の増加を目指します。人口の増加を目指します。人口の増加を目指します。人口の増加を目指します。    

男女共同参画の推進につきましては，男女共同参画フェスティバルの男女共同参画の推進につきましては，男女共同参画フェスティバルの男女共同参画の推進につきましては，男女共同参画フェスティバルの男女共同参画の推進につきましては，男女共同参画フェスティバルの

開催など，ワークライフバランスの実現への取組を継続します。開催など，ワークライフバランスの実現への取組を継続します。開催など，ワークライフバランスの実現への取組を継続します。開催など，ワークライフバランスの実現への取組を継続します。    

国際交流につきましては，本市とアメリカ合衆国パロアルト市との姉国際交流につきましては，本市とアメリカ合衆国パロアルト市との姉国際交流につきましては，本市とアメリカ合衆国パロアルト市との姉国際交流につきましては，本市とアメリカ合衆国パロアルト市との姉
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妹都市締結１０周年を記念して，パロアルト市使節団を招待し，市民と妹都市締結１０周年を記念して，パロアルト市使節団を招待し，市民と妹都市締結１０周年を記念して，パロアルト市使節団を招待し，市民と妹都市締結１０周年を記念して，パロアルト市使節団を招待し，市民と

の交流イベントを行うなど，両市の友好の絆を深めるとともに，市民のの交流イベントを行うなど，両市の友好の絆を深めるとともに，市民のの交流イベントを行うなど，両市の友好の絆を深めるとともに，市民のの交流イベントを行うなど，両市の友好の絆を深めるとともに，市民の

異文化交流を通した国際異文化交流を通した国際異文化交流を通した国際異文化交流を通した国際理解の促進を図ります。理解の促進を図ります。理解の促進を図ります。理解の促進を図ります。    

人権と平和を人権と平和を人権と平和を人権と平和を尊尊尊尊ぶ社会の実現につきましては，市民一人ひとりが互いぶ社会の実現につきましては，市民一人ひとりが互いぶ社会の実現につきましては，市民一人ひとりが互いぶ社会の実現につきましては，市民一人ひとりが互い

の人権を尊重し，共に生きる社会の実現に向けて，「人権と平和のつどの人権を尊重し，共に生きる社会の実現に向けて，「人権と平和のつどの人権を尊重し，共に生きる社会の実現に向けて，「人権と平和のつどの人権を尊重し，共に生きる社会の実現に向けて，「人権と平和のつど

い」の開催や学校教育，生涯学習など様々な場を通じ，人権意識の醸成・い」の開催や学校教育，生涯学習など様々な場を通じ，人権意識の醸成・い」の開催や学校教育，生涯学習など様々な場を通じ，人権意識の醸成・い」の開催や学校教育，生涯学習など様々な場を通じ，人権意識の醸成・

啓発を推進します。啓発を推進します。啓発を推進します。啓発を推進します。    

    

次に，次に，次に，次に，行財政改革の推進と市民サービスの向上行財政改革の推進と市民サービスの向上行財政改革の推進と市民サービスの向上行財政改革の推進と市民サービスの向上についてであります。についてであります。についてであります。についてであります。    

行政に対するニーズは多様化・高度化しており，新たな行政課題に対行政に対するニーズは多様化・高度化しており，新たな行政課題に対行政に対するニーズは多様化・高度化しており，新たな行政課題に対行政に対するニーズは多様化・高度化しており，新たな行政課題に対

して，迅速かつ適切に対応することのできる組織が求められています。して，迅速かつ適切に対応することのできる組織が求められています。して，迅速かつ適切に対応することのできる組織が求められています。して，迅速かつ適切に対応することのできる組織が求められています。    

また，今後の厳しい財政状況を乗り越え，未来へつながる行財政運営また，今後の厳しい財政状況を乗り越え，未来へつながる行財政運営また，今後の厳しい財政状況を乗り越え，未来へつながる行財政運営また，今後の厳しい財政状況を乗り越え，未来へつながる行財政運営

を行うため，より一層を行うため，より一層を行うため，より一層を行うため，より一層，簡素で効率的かつスリムな事務執行体制の確立，簡素で効率的かつスリムな事務執行体制の確立，簡素で効率的かつスリムな事務執行体制の確立，簡素で効率的かつスリムな事務執行体制の確立

が必要になります。が必要になります。が必要になります。が必要になります。    

このようなことから，このようなことから，このようなことから，このようなことから，本年度策定の本年度策定の本年度策定の本年度策定の第６次行財政改革大綱第６次行財政改革大綱第６次行財政改革大綱第６次行財政改革大綱にににに基づき，基づき，基づき，基づき，

市民・事業者・市民・事業者・市民・事業者・市民・事業者・行政行政行政行政が相互の役割分担の下，協働してまちづくりに取りが相互の役割分担の下，協働してまちづくりに取りが相互の役割分担の下，協働してまちづくりに取りが相互の役割分担の下，協働してまちづくりに取り

組み，終わりなき行財政改革を進めることで，将来にわたって持続可能組み，終わりなき行財政改革を進めることで，将来にわたって持続可能組み，終わりなき行財政改革を進めることで，将来にわたって持続可能組み，終わりなき行財政改革を進めることで，将来にわたって持続可能

な行財政基盤の確立を目指します。な行財政基盤の確立を目指します。な行財政基盤の確立を目指します。な行財政基盤の確立を目指します。    

新年度の行政機構につきましては，清掃新年度の行政機構につきましては，清掃新年度の行政機構につきましては，清掃新年度の行政機構につきましては，清掃事務所の業務を清掃センター事務所の業務を清掃センター事務所の業務を清掃センター事務所の業務を清掃センター

に集約し，ごみの収集及び処理業務を一体に集約し，ごみの収集及び処理業務を一体に集約し，ごみの収集及び処理業務を一体に集約し，ごみの収集及び処理業務を一体化化化化するするするすることにより，効率的ことにより，効率的ことにより，効率的ことにより，効率的にににに

業務を業務を業務を業務を推進します。推進します。推進します。推進します。    

情報システムにつきましては，情報システムにつきましては，情報システムにつきましては，情報システムにつきましては，住民基本台帳住民基本台帳住民基本台帳住民基本台帳，税務，，税務，，税務，，税務，福祉などの情報福祉などの情報福祉などの情報福祉などの情報

を，外部のデータセンターにおいて複数の自治体でを，外部のデータセンターにおいて複数の自治体でを，外部のデータセンターにおいて複数の自治体でを，外部のデータセンターにおいて複数の自治体で共同共同共同共同利用する利用する利用する利用する自治体自治体自治体自治体
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クラウドの導入に向けたクラウドの導入に向けたクラウドの導入に向けたクラウドの導入に向けた準備を進め，準備を進め，準備を進め，準備を進め，自治体業務の標準化・共通化を図自治体業務の標準化・共通化を図自治体業務の標準化・共通化を図自治体業務の標準化・共通化を図

りりりります。ます。ます。ます。    

また，ＡＩを活用した取組につきましては，また，ＡＩを活用した取組につきましては，また，ＡＩを活用した取組につきましては，また，ＡＩを活用した取組につきましては，手作業や目視で行ってい手作業や目視で行ってい手作業や目視で行ってい手作業や目視で行ってい

る課税部門の事務に光学文字認識る課税部門の事務に光学文字認識る課税部門の事務に光学文字認識る課税部門の事務に光学文字認識ソフトソフトソフトソフトを導入し，を導入し，を導入し，を導入し，自動処理を推進する自動処理を推進する自動処理を推進する自動処理を推進する

ことにことにことにことにより，事務処理の効率化を図ります。より，事務処理の効率化を図ります。より，事務処理の効率化を図ります。より，事務処理の効率化を図ります。    

公共施設跡地につきましては，旧宍塚小学校施設の利活用策として，公共施設跡地につきましては，旧宍塚小学校施設の利活用策として，公共施設跡地につきましては，旧宍塚小学校施設の利活用策として，公共施設跡地につきましては，旧宍塚小学校施設の利活用策として，

教育相談室を核とした公共施設へ転用するなど，引き続き，具体的な利教育相談室を核とした公共施設へ転用するなど，引き続き，具体的な利教育相談室を核とした公共施設へ転用するなど，引き続き，具体的な利教育相談室を核とした公共施設へ転用するなど，引き続き，具体的な利

活用方法の検討及び個別施設の課題整理を進め，順次，転用，売却等に活用方法の検討及び個別施設の課題整理を進め，順次，転用，売却等に活用方法の検討及び個別施設の課題整理を進め，順次，転用，売却等に活用方法の検討及び個別施設の課題整理を進め，順次，転用，売却等に

よよよより，有効活用を推進します。り，有効活用を推進します。り，有効活用を推進します。り，有効活用を推進します。    

税の公平性と徴収率の向上につきましては，早期の徴収を進め税の公平性と徴収率の向上につきましては，早期の徴収を進め税の公平性と徴収率の向上につきましては，早期の徴収を進め税の公平性と徴収率の向上につきましては，早期の徴収を進めるととるととるととるとと

もにもにもにもに，滞納処分の，滞納処分の，滞納処分の，滞納処分の一層の強化を図り，税収確保に努めます一層の強化を図り，税収確保に努めます一層の強化を図り，税収確保に努めます一層の強化を図り，税収確保に努めます。。。。    

ふるさと納税につきましては，引き続き，生産者の皆様と連携を図りふるさと納税につきましては，引き続き，生産者の皆様と連携を図りふるさと納税につきましては，引き続き，生産者の皆様と連携を図りふるさと納税につきましては，引き続き，生産者の皆様と連携を図り

ながらながらながらながら，，，，本市ならではの魅力ある返礼品を拡充させるとともに，より効本市ならではの魅力ある返礼品を拡充させるとともに，より効本市ならではの魅力ある返礼品を拡充させるとともに，より効本市ならではの魅力ある返礼品を拡充させるとともに，より効

果的なＰＲを実施し，果的なＰＲを実施し，果的なＰＲを実施し，果的なＰＲを実施し，本市のふるさと納税の認知度を向上させ，地域の本市のふるさと納税の認知度を向上させ，地域の本市のふるさと納税の認知度を向上させ，地域の本市のふるさと納税の認知度を向上させ，地域の

活性化と歳入の確保へ活性化と歳入の確保へ活性化と歳入の確保へ活性化と歳入の確保へつなげます。つなげます。つなげます。つなげます。    

また，ネーミングライツにつきましては，また，ネーミングライツにつきましては，また，ネーミングライツにつきましては，また，ネーミングライツにつきましては，佐野子の市民運動広場等の佐野子の市民運動広場等の佐野子の市民運動広場等の佐野子の市民運動広場等の

スポーツ施設にスポーツ施設にスポーツ施設にスポーツ施設に続き，続き，続き，続き，今後も導入に積極的に取り組み，新たな財源の確今後も導入に積極的に取り組み，新たな財源の確今後も導入に積極的に取り組み，新たな財源の確今後も導入に積極的に取り組み，新たな財源の確

保を図ります。保を図ります。保を図ります。保を図ります。    

    

以上，以上，以上，以上，平成の，その先の時代に向けた平成の，その先の時代に向けた平成の，その先の時代に向けた平成の，その先の時代に向けた新年度の市政の運営方針と主な新年度の市政の運営方針と主な新年度の市政の運営方針と主な新年度の市政の運営方針と主な

施策の概要について御説明申し上げました。施策の概要について御説明申し上げました。施策の概要について御説明申し上げました。施策の概要について御説明申し上げました。    

本市の魅力は，豊かな自然と穏やかな気候，災害の少なさ，都心から本市の魅力は，豊かな自然と穏やかな気候，災害の少なさ，都心から本市の魅力は，豊かな自然と穏やかな気候，災害の少なさ，都心から本市の魅力は，豊かな自然と穏やかな気候，災害の少なさ，都心から

近距離にある利便性，そこから生み出された歴史や文化，産業などがバ近距離にある利便性，そこから生み出された歴史や文化，産業などがバ近距離にある利便性，そこから生み出された歴史や文化，産業などがバ近距離にある利便性，そこから生み出された歴史や文化，産業などがバ
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ランスよく整った暮らしやすさにあります。ランスよく整った暮らしやすさにあります。ランスよく整った暮らしやすさにあります。ランスよく整った暮らしやすさにあります。    

私は，長い歴史の下にこれまで築き上げられ，受け継がれてきた本市私は，長い歴史の下にこれまで築き上げられ，受け継がれてきた本市私は，長い歴史の下にこれまで築き上げられ，受け継がれてきた本市私は，長い歴史の下にこれまで築き上げられ，受け継がれてきた本市

の財産を最大限活用し，安心・安全で「日本一住みやすいまちの財産を最大限活用し，安心・安全で「日本一住みやすいまちの財産を最大限活用し，安心・安全で「日本一住みやすいまちの財産を最大限活用し，安心・安全で「日本一住みやすいまち    土土土土浦」浦」浦」浦」

の実現に向け，より一層の発展と更なる飛躍を目指し，全力で市政運営の実現に向け，より一層の発展と更なる飛躍を目指し，全力で市政運営の実現に向け，より一層の発展と更なる飛躍を目指し，全力で市政運営の実現に向け，より一層の発展と更なる飛躍を目指し，全力で市政運営

に取り組んでまいる所存です。に取り組んでまいる所存です。に取り組んでまいる所存です。に取り組んでまいる所存です。    

ここに，改めて議員各位を始め，市民の皆様，関係機関及び関係団体ここに，改めて議員各位を始め，市民の皆様，関係機関及び関係団体ここに，改めて議員各位を始め，市民の皆様，関係機関及び関係団体ここに，改めて議員各位を始め，市民の皆様，関係機関及び関係団体

の御理解と御協力を心からお願い申し上げ，新年度の市政運営方針といの御理解と御協力を心からお願い申し上げ，新年度の市政運営方針といの御理解と御協力を心からお願い申し上げ，新年度の市政運営方針といの御理解と御協力を心からお願い申し上げ，新年度の市政運営方針とい

たします。たします。たします。たします。    

    

    平成３１年３月５日平成３１年３月５日平成３１年３月５日平成３１年３月５日    

土浦市長土浦市長土浦市長土浦市長        中中中中    川川川川        清清清清        

    

    


