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提出された意見とその意見に対する土浦市総合企画審議会の考え方等 

 

◎基本構想  第１章 基本理念 

No. 意見の要旨及び内容  意見に対する考え方  計画の修正内容 

 

1 

 

理念と将来像について（P14） 

 

計画の基本理念「日本一住み

やすい」「地域資源を活かした活

力ある」「協働によるまちづくり」

は、いずれもうなずけるもので、選

ばれた将来像も、「水・みどり・人」

に活力を求めた土浦らしい表現

だと思う。今、土浦には活力が必

要なので、第６次総合計画の「生

き生きと輝く 人と環境にやさしい

まち 土浦」を一歩前進し、様々

なしかけによって、人が動くまち：

土浦の実現を望む。 

 

 

山根幸美氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P14 第７次総合計画の基本理念にお

いて、土浦市が持つ誇れる資源や人材、

優れた居住環境などを生かした、土浦な

らではのまちづくりが重要であるとし、ま

た、誰もが安心・安全で、希望を持って暮

らせるまちづくりを進めるとともに、住んで

よかったと幸せを感じることができる「新し

い土浦」を、市民と行政の協働により築い

ていくこととしています。 
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◎基本構想  第２章  まちの将来像  第３節 土地利用構想  第２項 土地利用の方針 

No. 意見の要旨及び内容  意見に対する考え方  計画の修正内容 

 

2 

 

花室川沿いに新駅を建設し、

周辺地域について、新しいまちづ

くりの計画を立ててはどうか。 

（P18） 

 

 

 

 

 

 

 

渡辺吉次氏 

 

ご意見は、JR 常磐線荒川沖駅と土浦

駅間に新駅を建設し、そこを中心に新市

街地を形成することかと推察されます。 

新たな市街地の形成については、人口

減少社会にシフトしていく社会経済情勢

の中、市街化区域の拡大は、なかなか難

しいと思います。 

今後の新駅建設については、土地活

用の需要等を見極めながら、将来に検討

すべき課題かと思います。 

 

 

 

3 

 

宍塚大池地区の里山保全につ

いて（P18）（P29）（P35）（P164）

（P165）関連 

 

P18 の土地利用の方針の中

に、「桜川・宍塚大池」も明記して

はどうか。 

管理された公園としてよりは、

自然環境の保全地として意識し

た位置づけがふさわしいのでは

ないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山根幸美氏 

 

ご意見のありましたP18 土地利用の方

針 の「霞ヶ浦から筑波山麓に至る豊かな

自然環境」は、古代より生命を育んでくれ

た貴重な財産であり、「桜川・宍塚大池」も

含んだ市全体の自然環境を表記している

ものです。 

宍塚大池の自然環境の保全について

は、Ｐ２０、Ｐ２９、Ｐ８６の中で「緑地や水辺

環境を生かした公園･緑地の整備・維持

管理に努める」としております。 

また、Ｐ３１、Ｐ１０９の中で「豊かな自然

の保全に配慮しながら、中心市街地と筑

波研究学園地区との中間に位置する地

理的優位性や交通条件を生かした教育･

文化･業務等の機能を有する地区として

整備の検討を進める」と位置づけ、宍塚

大池周辺の自然環境を保全しつつ、教

育、文化、業務等の機能を有する地区と

して整備を図ることとしております。 

したがって、自然的土地利用の方針の

中に宍塚大池周辺一帯を明示的に位置

づけることは難しいと考えます。 
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◎基本構想  第２章  まちの将来像  第３節 土地利用構想  第４項 拠点の配置 

No. 意見の要旨及び内容  意見に対する考え方  計画の修正内容 

 

4 

 

コンパクトな都市づくりに関して 

（P29）（P43）（P79） 

 

コンパクトな都市づくりと地域コ

ミュニティの維持の両立を考慮せ

ざるを得ないと思われるため、土

浦駅周辺への一極集中ではな

く、多極集中を想定していると明

記した方がよいと思う。 

 

 

 

 

伊藤建彦氏 

 

 

都市における拠点の配置においては、

Ｐ20 第４項 拠点の配置 の中で「本市

の都市づくりの中心的役割を果たす地

区、あるいは広域的視点において重要な

役割を担う地区として拠点を配置する」と

しています。 

その中で、コンパクトな都市づくりにつ

いては、様々な都市機能を集約させるこ

とにより効率的な都市構造を目指すもの

です。 

また、市全体の都市づくりについては、

地域の特性を踏まえた良好な住環境の

実現や既存集落のコミュニティの維持な

ど適正な土地利用の誘導を図ることとし

ています。 
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◎基本構想  第４章  施策の大綱  第３節 産 業 の振 興 を図 り、活 力とにぎわいのあるまちづくり 

No. 意見の要旨及び内容  意見に対する考え方  計画の修正内容 

 

5 

 

景観条例の策定に向けた都市

デザインについて（P31）（P110） 

 

自然景観、歴史的景観は、ど

ちらも土浦の財産であり、これら

にふさわしい建造物の高さや色

彩があるはずなので、土浦にふさ

わしい景観条例の策定をし、計画

を定めることが急がれると思う。 

 

       山根幸美氏 

 

 

景観は、まちづくりにおいての重要な

役割を果たすものと思います。 

景観条例の制定については、Ｐ３１ ③

景観 の中に位置づけしています。 

性に関するご意見としてお伺いしま

す。 
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◎基本構想  第４章  施策の大綱 

 第４節 保健・福祉サービスの充実した、人々のあたたかいふれあいのあるまちづくり 
No. 意見の要旨及び内容  意見に対する考え方  計画の修正内容 

 

6 

 

バリアフリーの実現と公共交通の

充実に関して  （P33）（P142） 

 

土浦駅周辺のバリアフリーにつ

いて、路面段差などを調査し、滑

らかな移行ができるよう、必要に

応じて改良することから始めては

どうか。中心市街地から始め、周

辺の拠点地域にバリアフリーが拡

大していくことを望む。 

また、菅谷地区は、路線バスは

先細りの一途を辿り、高齢者など

の自立した外出はままならない。

キララちゃんバスは、地域外です

し、のりあいタクシーも介護度が

上がった者には利用しきれない

ため、自家用車より、公共交通を

選ばせる手だてを施策の中に打

ち出してほしい。 

 

 

山根幸美氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バリアフリーの実現については、Ｐ33 

⑦バリアフリー において、「すべての人

が安全で快適な社会生活が営めるよう、

人にやさしいまちづくりとして、公共施設

等のバリアフリー化に努めるとともに、道

路や公共輸送機関をはじめとしたバリア

フリーのネットワーク化を図る」としていま

す。 

特に、駅を中心としたバリアフリーのま

ちづくりを進め、中心市街地や公共施設

など、不特定多数の高齢者や障害者が

訪れる場所については、平成 18 年 6 月

に制定された「高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の促進に関する法律（バリア

フリー新法）」に基づき、総合的かつ計画

的なバリアフリーを推進するため、右のと

おり施策を追加し、主要事業にも追加し

ます。 

また、公共交通の充実につきまして

は、Ｐ２９ ④公共交通体系 の中で、「誰

もが利用しやすい身近な交通機関として

バス利用の促進を図るとともに、中心市

街地への集客や利便性を高めるまちづく

り活性化バスの運行を支援します。」とし

ています。 

路線バスの衰退傾向、キララちゃんバ

スの運行範囲、のりあいタクシーの利便

性など、公共交通に関する潜在的な課題

を抱えている地域については、こうした既

存の公共交通を体系化し、それぞれのサ

ービスがうまく活用できるような検討を進

めます。 

 

 

 

P142 （１）すべての人

が使いやすい施設の整

備 

 

「人にやさしいまちづく

り計画」に基づき、市庁

舎・公民館・学校等の段

差解消、障害者用トイレの

設置等公共施設の整備を

推進するとともに、公共的

民間施設のバリアフリー

化のための整備を助成し

ます。 

また、バリアフリー新法

に基づく基本構想を策定

し、総合的なバリアフリー

の推進に努めます。 

 

（主要事業の追加） 

事業名 

・総合的なバリアフリーの

推進 

 

事業の概要 

・バリアフリー新法に基づ

く基本構想の策定及びバ

リアフリーの推進 
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◎基本構想  第４章  施策の大綱  第６節  人と環境にやさしい循環型社会づくり 

No. 意見の要旨及び内容  意見に対する考え方  計画の修正内容 

 

7 

 

環境都市としてのまちづくりの

デザインについて 

（P29）（P35）（P164）（P165）関連 

 

拠点やゾーンをつなぐ「緑」を

形成すること、川・沼・池・湖にお

いてはコンクリート護岸を避け、自

然護岸とすることに留意し、さらに

霞ヶ浦の再生につなげることを位

置づけてはどうか。 

 

山根幸美氏 

 

拠点やゾーンをつなぐ「緑」の形成につ

いては、P35 基本構想 第４章第６節 

②自然環境 において、「霞ヶ浦から筑波

山麓にいたる自然環境の保全などへの

関心を高め、水と緑が有機的に連なり、

豊かな生態系が保たれる水郷の環境を、

地域で維持、保全、育成していく仕組み

の構築を図る」としています。 

川・沼・池・湖における自然護岸化によ

る霞ヶ浦の再生については、（P165） 

（２）霞ケ浦の水質浄化 の中で、「水辺景

観事業の推進と自然浄化機能の活用な

ど広域的な水質浄化対策についても、霞

ヶ浦問題協議会との連携を強化するなど

積極的に取り組む」としています。 
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◎基本計画  第１章 計画推進の基本姿勢  第１節 行財政改革の推進と市民サービスの向上 

第１項  効率的な行政運営の推進 

No.  
意見の要旨及び内容  意見に対する考え方  計画の修正内容 

 

8 

 

計画の進行管理に関して 

（P3）（P51）（P52） 

 

PDCAサイクルの実効性につい

て、さらに具体的な方策を明示す

る必要があると思う。 

 

伊藤建彦氏 

 

 

P51 （１）第３次行財政大綱の推進 の

中で、「実施時期、数値目標を定めた実

施計画に基づき、PDCAサイクルのもと全

庁的体制でﾞ取り組む」としています。 

また、P51（５）で行政評価制度の導入・

活用を位置づけています。なお、PDCA

サイクルの行政運営の 

 

 

 

 

◎基本計画  第１章 計画推進の基本姿勢  第１節 行財政改革の推進と市民サービスの向上 

          第３項  更なる広域連携の推進 

No. 意見の要旨及び内容  意見に対する考え方  計画の修正内容 

 

9 

 

広域連携と市町村合併について

（P25）（P57） 

 

広域連携の中で、市町村合併の

推進について記載することは問

題があり、削除した方がよいと思

う。 

市町村合併は、独自の工夫や広

域連携を進めたあとに考えるもの

で、住民の意思が確認できない

段階で合併の推進を明記すべき

ではないと思う。 

 

伊藤建彦氏 

 

 

 

 

 

 

今後の市町村合併については、ご指

摘のように、まず土浦市としての独自の工

夫や将来の行財政基盤の構築に向けた

取組が最優先であると考えております。 

しかし、同時に、地方分権の一層の推進

や人口減少社会への対応、また、より効

果的で効率的な行政運営の実現のた

め、新たな合併は、重要な選択肢の一つ

であると考えているところです。 

なお、P57 （2）周辺市町との連携強化

にありますように、検討に当たっては、市

民のご意向を的確に捉えながら進めてま

いります。 
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◎基本計画  第１章 計画推進の基本姿勢  第２節 市民と行政が一体となった協働のまちづくり 

          第１項 市民協働のまちづくりの推進 

No.  意見の要旨及び内容  意見に対する考え方  計画の修正内容 

 

10 

 

共に考え行動する「協働」によ

るまちづくりに関して（P14） 

 

市民とのパートナーシップを確

立するための手段と達成目標・事

業を示すことが必要だと思う。 

また、計画の早い段階から情

報を出し、市民と共有する目標・

事業を設定する必要があると思

う。 

  

伊藤建彦氏 

 

 

市民と行政の協働によるまちづくりを進

めていくためには、積極的な行政情報の

提供や市民の市政運営への参画が必要

であり、本市では、市政の運営に当たり、

広く市民の意見を聴き、市政に反映する

ため、ホームページや電子メール等の活

用など広聴機会の拡大を図るとともに、市

政懇談会を実施しております。 

また、各種計画策定の際には、市民か

らの委員公募にも取り組んでいる外、計

画の早い段階から積極的に会議を公開

し、開かれた市政を目指しております。 

したがいまして、P６４ （１）市民の参画

と協働のシステムづくり に右の施策を追

加します。 

 

 

 

（１）市民の参画と協働の

システムづくり 

 

今後ますます、自己責

任と自己決定に基づく自

治運営が求められること

から、地域とともに協働

し、特色を生かした個性

的なまちづくりを推進して

いく必要があります。 

このため、コミュニティ意

識の更なる醸成を図り、

市民と行政が一体となっ

たコミュニティの推進に取

り組むための場の設置な

ど、市民活動拡充の環境

整備に努めます。 

また、計画等の策定時

には、積極的な情報の提

供を行うとともに、策定委

員会等の委員公募の充

実や会議の公開など、政

策形成過程への市民参

加を推進します。 
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◎基本計画  第１章 計画推進の基本姿勢 第２節 市民と行政が一体となった協働のまちづくり 

         第４項 行政の透明化を進める情報提供の推進 

No.  意見の要旨及び内容  意見に対する考え方  計画の修正内容 

 

11 

 

パブリックコメント制度に関して 

（P25）（P69）等 

 

より有効に機能させるため、提案

件数の目標やさらに広く市民に

受け入れられるよう、見直し事業

の設定が必要だと思う。 

また、なるべく計画立案のはやい

時期からパブリックコメントが使え

るよう、制度の見直しを検討する

必要があると思う。 

 

 

伊藤建彦氏 

 

 

パブリックコメント制度については、市

が計画や条例などを策定するときに、案

の段階で市民のみなさんに公表し、その

案に対し寄せられたご意見に市の考え方

を公表するとともに、寄せられたご意見を

考慮しながら最終案をつくりあげていくも

のです。 

なお、計画等の策定にあたっては、懇

談会の開催や委員の公募などにより広く

市民からの意見を求めています。 
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◎基本計画  第２章 部門別計画   

第１節 将来を展望した広域的な都市づくりを推進し、快適でゆとりあるまちづくり  

第２項 高度な都市基盤の整備 

No. 意見の要旨及び内容  意見に対する考え方  計画の修正内容 

 

12 

 

花室川沿道を利用して霞ヶ浦

総合公園とつくばを結ぶ自転車

道を整備してはどうか。（P83） 

また、花室川を活用し、部分

的な住宅地と結合した公園を整

備してはどうか。（P86） 

 

        渡辺吉次氏 

自転車は、スポーツ、余暇活動や観光

施策にも寄与する人と環境にやさしい乗

り物であり、花室川沿いへの自転車道整

備については、将来的な構想としての位

置づけがありますが、今回の基本計画で

は、P83（5）自転車道の整備 の中で、

「霞ヶ浦自転車道の整備」を位置づけて

いるところです。 

また、花室川を活用した公園の整備に

ついては、P86 （2）公園・緑地の整備の

中で、「水辺環境を生かした公園の整

備」、また、（4）緑化の推進において、「河

川など公共空間の緑化の推進を図る」と

しています。 

 

 

13 

 

霞ヶ浦総合公園の充実を図

り、関東地方全域を考慮した水

辺に親しむ観光地として整備し

てはどうか。（P86） 

 

 

渡辺吉次氏 

P86 （２）公園･緑地の整備の中で、霞

ヶ浦総合公園をはじめとする都市公園の

整備・充実を位置づけています。 

また、土地利用構想の中で、霞ヶ浦及

びその周辺を水辺ふれあいゾーンとし

て、うるおいのある水辺環境を保全すると

ともに、観光・レクリエーション空間として

積極的に活用を図るとしています。 

さらに、水・緑・憩い・交流の拠点として

位置づけ、広域的なレクリエーションの場

として、また、市外の人々との交流の場と

しての機能充実・整備を図ることとしてい

ます。 

 

 

14 

 

手野地区の霞ヶ浦沿岸の整

備と「ハスの花まつり」を企画し

てはどうか。（P86）（P121） 

 

 

渡辺吉次氏 

P121 （３）魅力ある観光ルートの創設

の中で、本市の持つ魅力的な観光資源

をネットワークした観光ルートを創設する

ことを位置付けておりますが、ハスの花は

手野地区の貴重な地域資源でもあり、今

後、市の観光事業への活用を検討してい

きます。 

また、霞ヶ浦沿岸整備については、

P86 （２）で霞ヶ浦沿岸などのまとまりのあ

る緑地や本市の特色である水辺環境を

生かした公園・緑地の整備・維持管理に

努めることを位置づけています。 
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◎基本計画 第２章 部門別計画 第 ２節  市 民 の生 活 と財 産 を守 り、安 心 ・安 全 な、明 るいまちづくり  

第 1 項 災害に強い安心して暮らせるまちづくり  

No.  意見の要旨及び内容  意見に対する考え方  計画の修正内容 

 

１5 

 

市が進める耐震改修促進計画に

ついて（P93） 

 

平成１９年３月に策定された「茨城

県の耐震改修促進計画」との連

携・整合性を図ることが必要だと

思う。 

 

 

㈱アミ企画設計 野川和三氏 

 

 

P93 （８）既存建築物の耐震化の推進

の中で、今後、地震に強いまちをつくるた

め、耐震診断、耐震改修費の一部助成な

ど、既存建築物の耐震化の推進を掲げて

います。 

なお、ご意見をいただきました市の「耐

震改修促進計画」については、助成等の

前提となるもので、本年度中に、県の計

画を基に、整合性を十分に図りながら策

定しているところです。 

したがいまして、本文中に「耐震改修促

進計画に基づき」という文言を追加しま

す。 

 

 

 

 

 

（８）既存建築物の耐震化

の推進 

 

地震に強いまちをつく

るため、耐震改修促進計

画に基づき、耐震診断、

耐震改修費の一部助成

など、既存建築物の耐震

化を推進します。 

 

 

 

◎基本計画 第２章 部門別計画 第 ２節  市 民 の生 活 と財 産 を守 り、安 心 ・安 全 な、明 るいまちづくり  

第５節 浸水被害に強いまちづくり 

No. 意見の要旨及び内容  意見に対する考え方  計画の修正内容 

 

16 

 

蓮河原新町の水防対策について 

（P102） 

 

蓮河原新町は、海抜0ｍ地帯であ

り、防災上の観点から総合計画の

中で計画的な水防対策を盛り込

む必要があると思う。 

 

蓮河原新町地区長 菅谷定氏 

 

P102 の「浸水被害に強いまちづくり」の

中で、市民が安心して暮らせるための計

画的な雨水排除対策を、重要な課題とし

て位置づけており、いただきましたご意見

については、既存の施設等の適切な維

持管理に努め、現状を的確に把握しなが

ら、（２）総合的な雨水排除対策の推進 

にありますように、集中豪雨に対応するた

め、都市下水路等の整備を行うとともに、

貯水・遊水機能を高めるためのまちづくり

を推進するとしています。 
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◎基本計画 第２章 部門別計画 第３節 産業の振興を図り、活力とにぎわいのあるまちづくり 

         第１項 県南地域の拠点として中心市街地の整備 

No.  意見の要旨及び内容  意見に対する考え方  計画の修正内容 

 

17 

 

土浦駅東口地区の整備に関し

て （P107） 

 

東口地区は、市民及び観光客

に対し、霞ヶ浦への入口としての

機能を持たせる必要があり、計画

の中に、開発の方向性への配慮

に関する文言を入れる必要があ

ると思う。 

伊藤建彦氏 

 

 

土浦駅東口地区は、霞ヶ浦湖岸と中心

市街地を結ぶ重要な地区です。 

P107 （４）土浦駅東口地区の整備 の

中で、「霞ヶ浦と中心市街地との回遊性に

配慮しつつ、市民や来街者が集い、水辺

に親しむことができる憩いや余暇空間とし

ての土地利用を誘導する」こととしていま

す。 

 

 

 

18 

 

新図書館整備事業に連動し

て、土浦駅にNPO運営によるイン

フォメーションセンターを設置し、

市民と来訪者双方に役立つ内容

を商工会青年部と連携し、「中核

都市」としての情報発信を市民と

の協働で進める場をつくってはど

うか。合わせて、「土浦学士」「土

浦検定」などの仕組みをつくるこ

とを位置づけてはどうか。 

（P64）関連 

 

山根幸美氏 

 

 

P107 （５）中心市街地活性化施策の

推進 の中で、商業者、関係団体、関係

機関が協働し、連携を図りながら、魅力あ

る商店・商店街づくり事業、空き店舗対

策・創業支援事業、まちづくり機関への支

援事業などを推進していくとしており、い

ただきましたご意見については、施策を

進めていくうえでの具体的なご提案として

参考にさせていただきます。 
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◎基本計画 第２章 部門別計画 第３節 産業の振興を図り、活力とにぎわいのあるまちづくり 

         第４項  安全な食料を供給する農林水産業の振興 

No. 意見の要旨及び内容  意見に対する考え方  計画の修正内容 

 

19 

 

れんこん産業の一貫産業の市

場を開設し、生産と販売の向上に

努めてはどうか。（P114） 

 

 

渡辺吉次氏 

 

P114 （４）特産物の生産振興 及び

（5）消費者ニーズに対応した生産流通体

制の整備 の中で、れんこんを含む本市

特産物の生産振興と消費者ニーズに対

応した生産流通体制の整備を掲げていま

す。 

地域間競争に打ち勝つ産地づくりや付

加価値をつけた農産物加工品の開発、

地域ブランド化などを推進し、合わせて消

費者ニーズに対応した農産物生産と流通

販売の充実に努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

◎基本計画 第２章 部門別計画 第３節 産業の振興を図り、活力とにぎわいのあるまちづくり 

  第７項  自然・歴史的資源を生かした観光の振興 

No. 意見の要旨及び内容  意見に対する考え方  計画の修正内容 

 

20 

 

土浦駅東口 ― 霞ヶ浦総合

公園 ― 田村・沖宿地区のレ

ンコン市場 の間に霞ヶ浦の定

期船を運航して、国民宿舎「水

郷」や霞ヶ浦総合公園からの観

光ルートを設定してはどうか。

（P121） 

 

 

         渡辺吉次氏 

 

霞ヶ浦は本市の貴重な自然資源であ

り、その周辺を含めての活用を図ってい

きたいと考えています。 

P121 （１）霞ヶ浦・筑波山麓を生かした

広域観光の推進 の中でも、霞ヶ浦の水

質浄化施策の推進と合わせて、水上スポ

ーツや水辺を生かしたスポーツ・レジャー

の環境整備、観光帆曳船の運行や湖岸

の景観向上に努めるとともに、水上交通

の整備を促進していくと位置づけていま

す。 
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◎基本計画 第２章 部門別計画  

第５節 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 

第１項 生きる力を育む学校教育の充実 

No. 意見の要旨及び内容  意見に対する考え方  計画の修正内容 

 

21 

 

基本計画 第２章第５節第１項 

（６）社会の変化に適切に対応で

きる教育の推進について（P146） 

 

本文中「よりよい環境を創造す

る資質を育てる」というところを「土

浦の恵まれた自然環境の保全、

廃棄物などの環境問題を解決

し、持続可能な社会を作っていく

ための環境教育の充実を図る。」

としてはどうか。 

 

（理由：よりよい環境を創造すると

は、具体的に何を指しているのか

が判りにくく、また、「第２章第６節

第２項：恵まれた自然環境の保

全」、「第２章第６節第３項：ごみ処

理の適正化とリサイクルの推進」

で環境教育の充実が述べられて

おり、これらとの整合性を図るた

め。）宍塚の自然と歴史の会 

 

 

ご意見のありました「土浦の恵まれた自

然環境の保全、廃棄物などの環境問題を

解決し、持続可能な社会を作っていく」こ

とは、「よりよい環境の創造」の具体例で

すが、「よりよい環境とは何か」を追求する

ことも環境教育の一環だと考えます。 

学校における環境教育の視点は、「環

境から学ぶ」「環境について学ぶ」「環境

のために学ぶ」ということです。 

これらの視点に立ち、地域に応じた環

境教育を推進したいと考えています。 

 

 

22 

 

基本計画第２章第５節第１項 

（９）高校・大学等との連携強化に

ついて  （P146） 

 

文中、近隣の高等学校・大学

や専修学校・民間企業に加え、Ｎ

ＰＯとの連携を加えてはどうか。 

 

（理由：計画案の中でＮＰＯの活

用が随所に述べられており、連携

強化の団体にＮＰＯも含めるべき

と考えるため。） 

 

宍塚の自然と歴史の会 

 

ご意見のとおり、最近、学校教育にお

いて、企業やＮＰＯ等を外部講師として活

用する事例が多く見られます。 

したがいまして、P146 （9）高校・大学

等との連携強化 の中で、「民間企業など

と連携し」を「民間企業・ＮＰＯなどとの連

携を」に修正し、合わせて、よりわかりや

すい表現に修正します。 

今後も、地域の実情に合わせ、外部人

材を積極的に活用した教育を推進してま

いります。 

 

 

（９）高校・大学等との連

携強化 

 

本市の歴史や地域の

特色をテーマとした研究

や学習等を推進するた

め、市内をはじめ近隣の

高等学校、大学及び専修

学校や民間企業、ＮＰＯ

などとの連携を強化しま

す。 
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◎基本計画 第２章 部門別計画  

 第５節 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 

        第２項 自己実現を最大限尊重する生涯学習の振興  

No. 意見の要旨及び内容  意見に対する考え方  計画の修正内容 

 

23 

 

基本計画 第２章第５節第２項 

（２）学習成果の還元について

（P149） 

 

施策の最後に「また、ＮＰＯ等も

生涯教育を担う主体として、その

充実を図ります。」と加えてはどう

か。 

（理由：計画案ではＮＰＯの活用

が述べられており、生涯学習振興

の担い手としてもＮＰＯを活用す

べきと考えるため。） 

宍塚の自然と歴史の会 

 

 

生涯学習とは、市民が生活のあらゆる

場で文字どおり生涯を通じて学んでいくこ

ととされており、生涯学習の主体は、市民

一人ひとりとなります。 

第７次総合計画における生涯学習につ

いての考え方も同様であり、ご意見のあり

ました部分は、一人ひとりの市民の、自己

実現のための取組に対する行政としての

支援施策を記述したものです。 

 

 

 

 

 

◎基本計画 第２章 部門別計画  

 第５節 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 

 第３項 次代を担う青少年の健全育成       

No.  意見の要旨及び内容  意見に対する考え方  計画の修正内容 

 

24 

 

基本計画第２章第５節第３項 

（３）青少年施設の充実と活用に

ついて （P153） 

 

施策の最後に「また、不足しつ

つある自然体験を充実するため

に、里山などの身近な自然の体

験の機会を充実させます。」と加

えてはどうか。 

 

（理由：現状と課題で、自然体験

の不足が述べられているが、それ

に対応する施策を明記すべきと

考えるため。） 

 

宍塚の自然と歴史の会 

 

P153 の（３）青少年施設の充実と活用

は、「施設」に関する施策であり、いただ

いたご意見については、（２）健全育成事

業の推進の中で、親子による創作活動や

地域活動を通しての世代間交流の推進

を図るとしており、その一環であると考え

ています。 
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◎基本計画 第２章 部門別計画  第６節 人と環境にやさしい循環型社会づくり 

         第２項 恵まれた自然環境の保全    

No.  意見の要旨及び内容  意見に対する考え方  計画の修正内容 

 

25 

 

「農地・農業用排水路の保全」に

ついて（P165） 

 

「保全」とは放棄された状態を

無くすということなのか、自然水路

を保つということなのか、自然環

境の保全にふさわしい形が、どの

ようなものか分かるような記述をし

てはどうか。 

山根幸美氏 

 

P165 （1）自然環境の保全 の中の「農

地の保全」とは、荒廃地をなくするというよ

うな考え方であり、「農業用排水路の保

全」とは、自然環境に配慮しつつ排水路

を保全していくという考え方です。 

 

 

 

 

 

 

26 

 

霞ヶ浦の水質浄化に関して 

（P165） 

 

埋め立てによる砂浜の創生

は、水質浄化につながらないと考

えられるので、「埋め立てによらな

い砂浜の創生」と変更すべきだと

思う。 

 

 

伊藤建彦氏 

 

 

砂浜の創生については、P165 （2）霞

ケ浦の水質浄化 にありますように、直接

浄化の効果はもとより、人々が気軽に水と

触れ合うことができる場を創生することに

より、霞ヶ浦への関心を深め、水質浄化

の機運がさらに醸成するとともに、憩いと

癒しの空間を造ることを目指すものです。 

また、砂浜の整備手法等に関しては、

事業主体が国であることから、工事の形

態などは整備箇所により異なると思われ

るため、現在の記述のままといたします。 

 

 

 

 

 

27 

 

基本計画 第２章第６節第２項 

（４）環境保全意識の啓発と場の

整備について（P165） 

 

霞ヶ浦環境科学センターに加

えて「宍塚大池周辺地区」につい

ても活用を図るとしてはどうか。 

（理由：水・緑・憩い・交流の拠点

として霞ヶ浦環境科学センターと

宍塚が位置づけられているので、

両者を併記すると、拠点の活用が

よりいっそう図られると考えられる

ため。）宍塚の自然と 

 

宍塚大池地区については、P20（１） 

にありますように、霞ケ浦環境科学センタ

ーとともに基本構想の中の土地利用構想

において「水・緑・憩い・交流の拠点」に位

置づけ、「自然とふれあえる空間づくり」を

進めるとしておりますが、P165 の（4）後段

は、茨城県霞ケ浦環境科学センターにつ

いて、「環境学習や情報人材交流の拠点

としての活用」と付随した野外フィールドと

いう「場の整備」とを一体的に捉えて記述

したものです。 
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◎基本計画 第２章 部門別計画  第６節 人と環境にやさしい循環型社会づくり 

        第５項 安定した上水道の供給 

No.  意見の要旨及び内容  意見に対する考え方  計画の修正内容 

 

28 

 

上水事業の効果的な事業運営

に関して（P173） 

 

水道運営の健全性を上げるた

め、施策の中に「事業計画、料金

等を定期的に検討するための検

討会等の設置」を加えることが必

要だと思う。 

 

 

伊藤建彦氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P173 （6）効率的な事業運営 につい

て、水道事業運営は土浦市水道事業基

本計画に沿って進めており、事業計画や

水道料金等については、予算編成時な

どにおいて、常に精査・検討を行い、経

営の健全性向上に努めているところで

す。 

よりわかりやすい表現とするため、右の

とおり記述を修正します。 

 

 

 

 

 

 

 

P173（6）効率的な事業

運営 

 

事業運営の効率化を図

るなど、経営の健全化に

努めます。 

 

 

 


