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平成３０年第１回市議会定例会の開会にあたり平成３０年第１回市議会定例会の開会にあたり平成３０年第１回市議会定例会の開会にあたり平成３０年第１回市議会定例会の開会にあたり，，，，市政の運営方針と主市政の運営方針と主市政の運営方針と主市政の運営方針と主

な施策の概要を申し上げな施策の概要を申し上げな施策の概要を申し上げな施策の概要を申し上げ，，，，市民並びに議員各位の御理解と御協力を賜り市民並びに議員各位の御理解と御協力を賜り市民並びに議員各位の御理解と御協力を賜り市民並びに議員各位の御理解と御協力を賜り

たいと存じます。たいと存じます。たいと存じます。たいと存じます。    

        

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    

私は私は私は私は，，，，平成１５年の市長就任以来平成１５年の市長就任以来平成１５年の市長就任以来平成１５年の市長就任以来，，，，住んでみたい住んでみたい住んでみたい住んでみたい，，，，住んでよかったと住んでよかったと住んでよかったと住んでよかったと

実感できる「日本一住みやすいまち実感できる「日本一住みやすいまち実感できる「日本一住みやすいまち実感できる「日本一住みやすいまち    土浦」の実現に向け土浦」の実現に向け土浦」の実現に向け土浦」の実現に向け，，，，強い信念を強い信念を強い信念を強い信念を

もって市政のもって市政のもって市政のもって市政のかじかじかじかじを取ってまいりました。を取ってまいりました。を取ってまいりました。を取ってまいりました。    

４期目の任期も折り返しを迎え４期目の任期も折り返しを迎え４期目の任期も折り返しを迎え４期目の任期も折り返しを迎え，，，，先人たちが進めてきた歩みと市民の先人たちが進めてきた歩みと市民の先人たちが進めてきた歩みと市民の先人たちが進めてきた歩みと市民の

皆様の思いをしっかりと受け止め皆様の思いをしっかりと受け止め皆様の思いをしっかりと受け止め皆様の思いをしっかりと受け止め，，，，これからもこれからもこれからもこれからも，，，，歴史と文化に育まれた歴史と文化に育まれた歴史と文化に育まれた歴史と文化に育まれた

土浦の発展に向け土浦の発展に向け土浦の発展に向け土浦の発展に向け，，，，これまでの経験と実績を礎としてこれまでの経験と実績を礎としてこれまでの経験と実績を礎としてこれまでの経験と実績を礎として，，，，市政運営に全力市政運営に全力市政運営に全力市政運営に全力

を傾注してまいります。を傾注してまいります。を傾注してまいります。を傾注してまいります。    

さてさてさてさて，，，，世界に目を転じてみますと世界に目を転じてみますと世界に目を転じてみますと世界に目を転じてみますと，，，，アメリカや中国経済の堅調さがアメリカや中国経済の堅調さがアメリカや中国経済の堅調さがアメリカや中国経済の堅調さが    

日本やヨーロッパ日本やヨーロッパ日本やヨーロッパ日本やヨーロッパ，，，，主要新興国にも波及し主要新興国にも波及し主要新興国にも波及し主要新興国にも波及し，，，，景気回復のすそ野は広がり景気回復のすそ野は広がり景気回復のすそ野は広がり景気回復のすそ野は広がり

つつあります。つつあります。つつあります。つつあります。    

しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら，，，，北朝鮮情勢や中東情勢が緊迫するなど北朝鮮情勢や中東情勢が緊迫するなど北朝鮮情勢や中東情勢が緊迫するなど北朝鮮情勢や中東情勢が緊迫するなど，，，，世界経済全体世界経済全体世界経済全体世界経済全体

の先行きはの先行きはの先行きはの先行きは，，，，不透明な状況にあります。不透明な状況にあります。不透明な状況にあります。不透明な状況にあります。    

一方一方一方一方，，，，我が国におきましては我が国におきましては我が国におきましては我が国におきましては，，，，５年間のアベノミクスの取組の下５年間のアベノミクスの取組の下５年間のアベノミクスの取組の下５年間のアベノミクスの取組の下，，，，    

雇用・所得環境が改善され雇用・所得環境が改善され雇用・所得環境が改善され雇用・所得環境が改善され，，，，企業収益は過去最高を更新し企業収益は過去最高を更新し企業収益は過去最高を更新し企業収益は過去最高を更新し，，，，株式市場も株式市場も株式市場も株式市場も

６年連続で前年末の終値を上回るなど６年連続で前年末の終値を上回るなど６年連続で前年末の終値を上回るなど６年連続で前年末の終値を上回るなど，，，，景気は景気は景気は景気は，，，，緩やかな回復基調が緩やかな回復基調が緩やかな回復基調が緩やかな回復基調が    

続いております。続いております。続いております。続いております。    

政府におきましては政府におきましては政府におきましては政府におきましては，，，，この経済の成長軌道を確かなものとしこの経済の成長軌道を確かなものとしこの経済の成長軌道を確かなものとしこの経済の成長軌道を確かなものとし，，，，持続的持続的持続的持続的

な経済成長を成し遂げるためな経済成長を成し遂げるためな経済成長を成し遂げるためな経済成長を成し遂げるため，，，，「経済再生なくして財政健全化なし」を「経済再生なくして財政健全化なし」を「経済再生なくして財政健全化なし」を「経済再生なくして財政健全化なし」を    
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基本とし基本とし基本とし基本とし，，，，少子高齢化という最大の壁に立ち向かうため少子高齢化という最大の壁に立ち向かうため少子高齢化という最大の壁に立ち向かうため少子高齢化という最大の壁に立ち向かうため，，，，「生産性革命」「生産性革命」「生産性革命」「生産性革命」

と「人づくり革命」を両輪としてと「人づくり革命」を両輪としてと「人づくり革命」を両輪としてと「人づくり革命」を両輪として，，，，一億総活躍社会の実現に取り組んで一億総活躍社会の実現に取り組んで一億総活躍社会の実現に取り組んで一億総活躍社会の実現に取り組んで

いくとしております。いくとしております。いくとしております。いくとしております。    

しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら，，，，来年１０月に予定されている来年１０月に予定されている来年１０月に予定されている来年１０月に予定されている，，，，消費税の引き上げに消費税の引き上げに消費税の引き上げに消費税の引き上げに    

よる増収分の一部が財政赤字の削減からよる増収分の一部が財政赤字の削減からよる増収分の一部が財政赤字の削減からよる増収分の一部が財政赤字の削減から，，，，「人づくり革命」の財源へと「人づくり革命」の財源へと「人づくり革命」の財源へと「人づくり革命」の財源へと    

変更され変更され変更され変更され，，，，またまたまたまた，，，，少子高齢化の問題でも少子高齢化の問題でも少子高齢化の問題でも少子高齢化の問題でも，，，，昨年初めて自然減が４０万人昨年初めて自然減が４０万人昨年初めて自然減が４０万人昨年初めて自然減が４０万人

を超える見通しとなる一方を超える見通しとなる一方を超える見通しとなる一方を超える見通しとなる一方，，，，高齢化に伴う医療・介護などの社会保障高齢化に伴う医療・介護などの社会保障高齢化に伴う医療・介護などの社会保障高齢化に伴う医療・介護などの社会保障    

給付費は年々増大するなど給付費は年々増大するなど給付費は年々増大するなど給付費は年々増大するなど，，，，課題は残されたままとなっております。課題は残されたままとなっております。課題は残されたままとなっております。課題は残されたままとなっております。    

このような中このような中このような中このような中，，，，本市におきましては本市におきましては本市におきましては本市におきましては，，，，こうしたこうしたこうしたこうした社会経済情勢の変化に社会経済情勢の変化に社会経済情勢の変化に社会経済情勢の変化に

的確に対応しながら的確に対応しながら的確に対応しながら的確に対応しながら，，，，これからの１０年を見据えこれからの１０年を見据えこれからの１０年を見据えこれからの１０年を見据え，，，，誰もが安心・安全で誰もが安心・安全で誰もが安心・安全で誰もが安心・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，，，，新たな新たな新たな新たな    

市政運営の指針となる第８次土浦市総合計画を策定いたしました。市政運営の指針となる第８次土浦市総合計画を策定いたしました。市政運営の指針となる第８次土浦市総合計画を策定いたしました。市政運営の指針となる第８次土浦市総合計画を策定いたしました。    

今回の総合計画では今回の総合計画では今回の総合計画では今回の総合計画では，，，，引き続き引き続き引き続き引き続き，，，，「地域力」と「市役所力」が一体と「地域力」と「市役所力」が一体と「地域力」と「市役所力」が一体と「地域力」と「市役所力」が一体と    

なった協働のまちづくりなった協働のまちづくりなった協働のまちづくりなった協働のまちづくり，，，，行財政改革の推進と市民サービスの向上の行財政改革の推進と市民サービスの向上の行財政改革の推進と市民サービスの向上の行財政改革の推進と市民サービスの向上の    

２つを計画推進の基本姿勢２つを計画推進の基本姿勢２つを計画推進の基本姿勢２つを計画推進の基本姿勢にににに位置付け位置付け位置付け位置付けました。そしてました。そしてました。そしてました。そして，，，，市民や団体市民や団体市民や団体市民や団体，，，，    

ＮＰＯなどとＮＰＯなどとＮＰＯなどとＮＰＯなどと共に共に共に共に，，，，これまでより一歩進んだこれまでより一歩進んだこれまでより一歩進んだこれまでより一歩進んだ協働によるまちづくりと協働によるまちづくりと協働によるまちづくりと協働によるまちづくりと，，，，    

職員の英知を結集し職員の英知を結集し職員の英知を結集し職員の英知を結集し，，，，効率的で無駄のない行財政基盤を確立させ効率的で無駄のない行財政基盤を確立させ効率的で無駄のない行財政基盤を確立させ効率的で無駄のない行財政基盤を確立させ，，，，持続持続持続持続

可能なまちづくりを進めてまいります。可能なまちづくりを進めてまいります。可能なまちづくりを進めてまいります。可能なまちづくりを進めてまいります。    

またまたまたまた，，，，私はこれまで私はこれまで私はこれまで私はこれまで，，，，新庁舎新庁舎新庁舎新庁舎へへへへの移転をはじめ消防庁舎の移転をはじめ消防庁舎の移転をはじめ消防庁舎の移転をはじめ消防庁舎，，，，市営斎場市営斎場市営斎場市営斎場，，，，

土浦小学校土浦小学校土浦小学校土浦小学校，，，，都和小学校都和小学校都和小学校都和小学校，，，，新治学園義務教育学校及び水郷プール新治学園義務教育学校及び水郷プール新治学園義務教育学校及び水郷プール新治学園義務教育学校及び水郷プール，，，，荒川荒川荒川荒川

沖地区市民運動広場沖地区市民運動広場沖地区市民運動広場沖地区市民運動広場，，，，小町の館小町の館小町の館小町の館，，，，新治地区公民館新治地区公民館新治地区公民館新治地区公民館，，，，新治運動公園野球場新治運動公園野球場新治運動公園野球場新治運動公園野球場，，，，    

川口運動公園野球場並びに朝日トンネルなどの整備に加え川口運動公園野球場並びに朝日トンネルなどの整備に加え川口運動公園野球場並びに朝日トンネルなどの整備に加え川口運動公園野球場並びに朝日トンネルなどの整備に加え，，，，昨年１１月昨年１１月昨年１１月昨年１１月

にオープンした新図書館や市民ギャラリーなどにオープンした新図書館や市民ギャラリーなどにオープンした新図書館や市民ギャラリーなどにオープンした新図書館や市民ギャラリーなど，，，，本市発展の礎となる本市発展の礎となる本市発展の礎となる本市発展の礎となる    



3333 
 

事業に重点的・集中的に取り組んでまいりました。事業に重点的・集中的に取り組んでまいりました。事業に重点的・集中的に取り組んでまいりました。事業に重点的・集中的に取り組んでまいりました。    

これからはこれからはこれからはこれからは，，，，市民市民市民市民のののの皆様に皆様に皆様に皆様に，新たに整備した施設を積極的に活用し，新たに整備した施設を積極的に活用し，新たに整備した施設を積極的に活用し，新たに整備した施設を積極的に活用してててて

いただきいただきいただきいただき，生き生きと活動，生き生きと活動，生き生きと活動，生き生きと活動することで生まれる活力を，市全体に波及することで生まれる活力を，市全体に波及することで生まれる活力を，市全体に波及することで生まれる活力を，市全体に波及    

させ，活気にあふれさせ，活気にあふれさせ，活気にあふれさせ，活気にあふれたたたた，，，，にぎわいのあるまちを創出します。にぎわいのあるまちを創出します。にぎわいのあるまちを創出します。にぎわいのあるまちを創出します。    

平成３０年度は平成３０年度は平成３０年度は平成３０年度は，，，，第８次土浦市総合計画に基づき第８次土浦市総合計画に基づき第８次土浦市総合計画に基づき第８次土浦市総合計画に基づき，，，，新たなまちづくり新たなまちづくり新たなまちづくり新たなまちづくり

を開始する年となります。を開始する年となります。を開始する年となります。を開始する年となります。    

本市が向き合うべき課題が山積する中本市が向き合うべき課題が山積する中本市が向き合うべき課題が山積する中本市が向き合うべき課題が山積する中，，，，行政はもちろん市民一人行政はもちろん市民一人行政はもちろん市民一人行政はもちろん市民一人    

ひとりがひとりがひとりがひとりが，，，，一歩一歩前へ進もうと努力する意識を持ち一歩一歩前へ進もうと努力する意識を持ち一歩一歩前へ進もうと努力する意識を持ち一歩一歩前へ進もうと努力する意識を持ち，，，，その意識を継続その意識を継続その意識を継続その意識を継続

していくことが大切でありしていくことが大切でありしていくことが大切でありしていくことが大切であり，，，，少しでも良くなる工夫を続ければ少しでも良くなる工夫を続ければ少しでも良くなる工夫を続ければ少しでも良くなる工夫を続ければ，，，，それがそれがそれがそれが

大きな力となり大きな力となり大きな力となり大きな力となり，，，，まちの活力につながっていくものと思っております。まちの活力につながっていくものと思っております。まちの活力につながっていくものと思っております。まちの活力につながっていくものと思っております。    

このような考えの下このような考えの下このような考えの下このような考えの下，，，，本計画では本計画では本計画では本計画では，，，，まちの将来像の早期実現に向けてまちの将来像の早期実現に向けてまちの将来像の早期実現に向けてまちの将来像の早期実現に向けて，，，，

社会情勢の変化や市民ニーズを的確に捉え社会情勢の変化や市民ニーズを的確に捉え社会情勢の変化や市民ニーズを的確に捉え社会情勢の変化や市民ニーズを的確に捉え，，，，地域経営の観点から地域経営の観点から地域経営の観点から地域経営の観点から，，，，施策施策施策施策

の垣根を越えの垣根を越えの垣根を越えの垣根を越え，，，，特に戦略的に進めていく事業を特に戦略的に進めていく事業を特に戦略的に進めていく事業を特に戦略的に進めていく事業を，，，，「昨日より今日「昨日より今日「昨日より今日「昨日より今日，，，，今日よ今日よ今日よ今日よ

り明日り明日り明日り明日，，，，一歩一歩積み重ねる一歩一歩積み重ねる一歩一歩積み重ねる一歩一歩積み重ねる    つちうらステップ・ワンつちうらステップ・ワンつちうらステップ・ワンつちうらステップ・ワン    プロジェクト」プロジェクト」プロジェクト」プロジェクト」

として位置付けとして位置付けとして位置付けとして位置付け，，，，重点的に推進重点的に推進重点的に推進重点的に推進ししししてまてまてまてまいります。いります。いります。いります。    

    

まずまずまずまず，，，，市民と行政が一体となり市民と行政が一体となり市民と行政が一体となり市民と行政が一体となり，，，，堅実な土浦を築く堅実な土浦を築く堅実な土浦を築く堅実な土浦を築く「みんなで支え「みんなで支え「みんなで支え「みんなで支え    

あうあうあうあう    つちうらつちうらつちうらつちうら    プロジェクト」プロジェクト」プロジェクト」プロジェクト」です。です。です。です。    

本格的な少子高齢化と人口減少社会の到来により本格的な少子高齢化と人口減少社会の到来により本格的な少子高齢化と人口減少社会の到来により本格的な少子高齢化と人口減少社会の到来により，，，，地域コミュニティ地域コミュニティ地域コミュニティ地域コミュニティ

の根幹をなすの根幹をなすの根幹をなすの根幹をなす，，，，町内会・自治会町内会・自治会町内会・自治会町内会・自治会におきましてはにおきましてはにおきましてはにおきましては，，，，役員の高齢化役員の高齢化役員の高齢化役員の高齢化，，，，加入加入加入加入    

世帯や活動の中心となる世代の減少など世帯や活動の中心となる世代の減少など世帯や活動の中心となる世代の減少など世帯や活動の中心となる世代の減少などによりによりによりにより，，，，そのそのそのその活力は低下し活力は低下し活力は低下し活力は低下し，，，，    

連帯意識連帯意識連帯意識連帯意識のののの希薄希薄希薄希薄化化化化が危惧されております。そしてが危惧されております。そしてが危惧されております。そしてが危惧されております。そして，，，，その影響が連鎖しその影響が連鎖しその影響が連鎖しその影響が連鎖し，，，，

市全体の市全体の市全体の市全体の地域地域地域地域活活活活力の低下力の低下力の低下力の低下につながることにつながることにつながることにつながることが懸念されています。が懸念されています。が懸念されています。が懸念されています。    
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どのような時代にあってもどのような時代にあってもどのような時代にあってもどのような時代にあっても，，，，大事なことは大事なことは大事なことは大事なことは，，，，より豊かで誰もが安心・より豊かで誰もが安心・より豊かで誰もが安心・より豊かで誰もが安心・

安全に暮らすことができる地域社会を築くことであり安全に暮らすことができる地域社会を築くことであり安全に暮らすことができる地域社会を築くことであり安全に暮らすことができる地域社会を築くことであり，，，，そのためにはそのためにはそのためにはそのためには，，，，

これまで以上これまで以上これまで以上これまで以上のののの，，，，地域のつながりやふれあいによる地域のつながりやふれあいによる地域のつながりやふれあいによる地域のつながりやふれあいによる活力のある地域活力のある地域活力のある地域活力のある地域    

コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ活動が求められています。活動が求められています。活動が求められています。活動が求められています。    

そのようなことからそのようなことからそのようなことからそのようなことから，，，，一人でも多くの市民の皆様に協働の輪を広げ一人でも多くの市民の皆様に協働の輪を広げ一人でも多くの市民の皆様に協働の輪を広げ一人でも多くの市民の皆様に協働の輪を広げ，，，，

まちづくりの主役である市民の皆様とともにまちづくりの主役である市民の皆様とともにまちづくりの主役である市民の皆様とともにまちづくりの主役である市民の皆様とともに，，，，堅実で持続可能な行財政堅実で持続可能な行財政堅実で持続可能な行財政堅実で持続可能な行財政

運営を推進します。運営を推進します。運営を推進します。運営を推進します。    

高齢化や一人世帯の増加により高齢化や一人世帯の増加により高齢化や一人世帯の増加により高齢化や一人世帯の増加により，，，，これまで以上に地域のつながりやこれまで以上に地域のつながりやこれまで以上に地域のつながりやこれまで以上に地域のつながりや    

ふれあいが求められていることからふれあいが求められていることからふれあいが求められていることからふれあいが求められていることから，，，，地域コミュニティ施設など活動地域コミュニティ施設など活動地域コミュニティ施設など活動地域コミュニティ施設など活動    

拠点の整備を支援拠点の整備を支援拠点の整備を支援拠点の整備を支援するとともにするとともにするとともにするとともに，，，，町内会の町内会の町内会の町内会の防犯灯のＬＥＤ化を支援防犯灯のＬＥＤ化を支援防犯灯のＬＥＤ化を支援防犯灯のＬＥＤ化を支援しししし，，，，

電気料の削減電気料の削減電気料の削減電気料の削減などなどなどなどによりによりによりにより，，，，町内会・自治会の財政負担の軽減化を図り町内会・自治会の財政負担の軽減化を図り町内会・自治会の財政負担の軽減化を図り町内会・自治会の財政負担の軽減化を図り，，，，

活力ある地域活動を促進します。活力ある地域活動を促進します。活力ある地域活動を促進します。活力ある地域活動を促進します。    

またまたまたまた，，，，全国各地で様々な自然災害が発生して全国各地で様々な自然災害が発生して全国各地で様々な自然災害が発生して全国各地で様々な自然災害が発生しておりおりおりおり，，，，「自分たちのまちは「自分たちのまちは「自分たちのまちは「自分たちのまちは，，，，

自分たちで守る」という自分たちで守る」という自分たちで守る」という自分たちで守る」という自助自助自助自助意識の醸成を図り意識の醸成を図り意識の醸成を図り意識の醸成を図り，，，，市民市民市民市民の皆様の皆様の皆様の皆様と一体とと一体とと一体とと一体と    

なった防災・減災対策を推進します。なった防災・減災対策を推進します。なった防災・減災対策を推進します。なった防災・減災対策を推進します。    

さらにはさらにはさらにはさらには，，，，多様化・高度化する福祉ニーズに対応するため多様化・高度化する福祉ニーズに対応するため多様化・高度化する福祉ニーズに対応するため多様化・高度化する福祉ニーズに対応するため，，，，全ての人々全ての人々全ての人々全ての人々

が住み慣れた地域で生活できるようが住み慣れた地域で生活できるようが住み慣れた地域で生活できるようが住み慣れた地域で生活できるよう，，，，市民・団体・各関係機関との協働市民・団体・各関係機関との協働市民・団体・各関係機関との協働市民・団体・各関係機関との協働

によりによりによりにより，，，，地域で支えあう共生社会地域で支えあう共生社会地域で支えあう共生社会地域で支えあう共生社会をををを構築構築構築構築しししします。ます。ます。ます。    

本市を取り巻く様々な課題に的確に対応し本市を取り巻く様々な課題に的確に対応し本市を取り巻く様々な課題に的確に対応し本市を取り巻く様々な課題に的確に対応し，，，，将来にわたり持続可能な将来にわたり持続可能な将来にわたり持続可能な将来にわたり持続可能な

行財政基盤を確立するため行財政基盤を確立するため行財政基盤を確立するため行財政基盤を確立するため，，，，新たな行財政改革大綱を策定し新たな行財政改革大綱を策定し新たな行財政改革大綱を策定し新たな行財政改革大綱を策定し，，，，全庁を全庁を全庁を全庁を    

挙げて取挙げて取挙げて取挙げて取りりりり組組組組みみみみ，，，，簡素で効率的・効果的な行財政運営を簡素で効率的・効果的な行財政運営を簡素で効率的・効果的な行財政運営を簡素で効率的・効果的な行財政運営を実現させ実現させ実現させ実現させます。ます。ます。ます。    

    

    



5555 
 

次に次に次に次に，，，，地域固有の資源に磨きをかけて地域固有の資源に磨きをかけて地域固有の資源に磨きをかけて地域固有の資源に磨きをかけて，，，，輝きを放たせる輝きを放たせる輝きを放たせる輝きを放たせる「まちがにぎ「まちがにぎ「まちがにぎ「まちがにぎ

わうわうわうわう    つちうらつちうらつちうらつちうら    プロジェクト」プロジェクト」プロジェクト」プロジェクト」です。です。です。です。    

本市は本市は本市は本市は，，，，土浦全国花火競技大会やかすみがうらマラソン兼国際盲人土浦全国花火競技大会やかすみがうらマラソン兼国際盲人土浦全国花火競技大会やかすみがうらマラソン兼国際盲人土浦全国花火競技大会やかすみがうらマラソン兼国際盲人    

マラソンマラソンマラソンマラソン，，，，日本一の生産量を誇るレンコンなど日本一の生産量を誇るレンコンなど日本一の生産量を誇るレンコンなど日本一の生産量を誇るレンコンなど，，，，観光資源観光資源観光資源観光資源，，，，多種多様な多種多様な多種多様な多種多様な

農産物農産物農産物農産物，，，，豊かな自然や文化など多くの地域資源を有しております。豊かな自然や文化など多くの地域資源を有しております。豊かな自然や文化など多くの地域資源を有しております。豊かな自然や文化など多くの地域資源を有しております。またまたまたまた，，，，

つくば霞ヶ浦りんりんロード及び県内有数の蔵書数を誇る新図書館やつくば霞ヶ浦りんりんロード及び県内有数の蔵書数を誇る新図書館やつくば霞ヶ浦りんりんロード及び県内有数の蔵書数を誇る新図書館やつくば霞ヶ浦りんりんロード及び県内有数の蔵書数を誇る新図書館や

市民ギャラリーなど市民ギャラリーなど市民ギャラリーなど市民ギャラリーなど，，，，新たな地域新たな地域新たな地域新たな地域資源を磨き上げ資源を磨き上げ資源を磨き上げ資源を磨き上げ，，，，輝きを放たせ輝きを放たせ輝きを放たせ輝きを放たせ，，，，市民市民市民市民

や地元出身者の皆様がや地元出身者の皆様がや地元出身者の皆様がや地元出身者の皆様が，，，，土浦の魅力に誇りを持ち土浦の魅力に誇りを持ち土浦の魅力に誇りを持ち土浦の魅力に誇りを持ち，，，，情報を発信すること情報を発信すること情報を発信すること情報を発信すること

でででで，，，，人や物の交流を促進し人や物の交流を促進し人や物の交流を促進し人や物の交流を促進し，，，，まちのまちのまちのまちの活性化を図り活性化を図り活性化を図り活性化を図ります。ます。ます。ます。    

サイクリング環境整備が進みサイクリング環境整備が進みサイクリング環境整備が進みサイクリング環境整備が進み，，，，新たな誘客効果が期待されることから新たな誘客効果が期待されることから新たな誘客効果が期待されることから新たな誘客効果が期待されることから，，，，

本市が有する様々な本市が有する様々な本市が有する様々な本市が有する様々な観光資源の活用観光資源の活用観光資源の活用観光資源の活用を図りを図りを図りを図り，，，，市内への回遊性を高め市内への回遊性を高め市内への回遊性を高め市内への回遊性を高め，，，，    

まちのにぎまちのにぎまちのにぎまち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。    

今後も首都圏に近い立地条件今後も首都圏に近い立地条件今後も首都圏に近い立地条件今後も首都圏に近い立地条件などなどなどなどを活かしを活かしを活かしを活かし，，，，ブランド化を推進しブランド化を推進しブランド化を推進しブランド化を推進し，，，，    

付加価値の高い農産品や本市産品の魅力を発信し付加価値の高い農産品や本市産品の魅力を発信し付加価値の高い農産品や本市産品の魅力を発信し付加価値の高い農産品や本市産品の魅力を発信し，，，，生産振興と需要拡大生産振興と需要拡大生産振興と需要拡大生産振興と需要拡大

に努めます。に努めます。に努めます。に努めます。    

２３年ぶりに本県で開催される世界湖沼会議を機に２３年ぶりに本県で開催される世界湖沼会議を機に２３年ぶりに本県で開催される世界湖沼会議を機に２３年ぶりに本県で開催される世界湖沼会議を機に，，，，水質汚濁など水質汚濁など水質汚濁など水質汚濁など    

湖沼問題湖沼問題湖沼問題湖沼問題のののの解決に向けた新たな進展につなげ解決に向けた新たな進展につなげ解決に向けた新たな進展につなげ解決に向けた新たな進展につなげ，，，，泳げる霞ケ浦の実現を泳げる霞ケ浦の実現を泳げる霞ケ浦の実現を泳げる霞ケ浦の実現を    

目指します。目指します。目指します。目指します。    

長年の悲願が実り長年の悲願が実り長年の悲願が実り長年の悲願が実り，，，，昨年昨年昨年昨年，，，，ＪＲ常磐線の東京駅・品川駅乗り入れ本数ＪＲ常磐線の東京駅・品川駅乗り入れ本数ＪＲ常磐線の東京駅・品川駅乗り入れ本数ＪＲ常磐線の東京駅・品川駅乗り入れ本数

が拡大が拡大が拡大が拡大されされされされ，，，，輸送力が輸送力が輸送力が輸送力が大幅に大幅に大幅に大幅に強化されました。これからも強化されました。これからも強化されました。これからも強化されました。これからも，，，，更なる利便更なる利便更なる利便更なる利便

性の向上に向けて要望活動を継続し性の向上に向けて要望活動を継続し性の向上に向けて要望活動を継続し性の向上に向けて要望活動を継続し，，，，交流人口や定住人口の増加へつな交流人口や定住人口の増加へつな交流人口や定住人口の増加へつな交流人口や定住人口の増加へつな

げげげげ，，，，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。    
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最後に最後に最後に最後に，，，，知恵と政策を積み重ねて知恵と政策を積み重ねて知恵と政策を積み重ねて知恵と政策を積み重ねて，，，，着実に一歩前進する着実に一歩前進する着実に一歩前進する着実に一歩前進する「未来へ「未来へ「未来へ「未来へ    

つなつなつなつなぐぐぐぐ    つちうらつちうらつちうらつちうら    プロジェクト」プロジェクト」プロジェクト」プロジェクト」です。です。です。です。    

本市においても人口減少が現実の問題となっており本市においても人口減少が現実の問題となっており本市においても人口減少が現実の問題となっており本市においても人口減少が現実の問題となっており，，，，将来的な人口将来的な人口将来的な人口将来的な人口    

減少の抑制減少の抑制減少の抑制減少の抑制，，，，長期的な人口構造の若返りを実現するためには長期的な人口構造の若返りを実現するためには長期的な人口構造の若返りを実現するためには長期的な人口構造の若返りを実現するためには，，，，出生率の出生率の出生率の出生率の

回復が極めて重要となります。しかしながら回復が極めて重要となります。しかしながら回復が極めて重要となります。しかしながら回復が極めて重要となります。しかしながら，，，，出生率の回復という課題出生率の回復という課題出生率の回復という課題出生率の回復という課題

はははは，，，，一朝一夕で解決できるものでは一朝一夕で解決できるものでは一朝一夕で解決できるものでは一朝一夕で解決できるものではありません。そのようなことからありません。そのようなことからありません。そのようなことからありません。そのようなことから，，，，

まずはまずはまずはまずは，，，，結婚・妊娠・出産・育児の切れ目のない支援をはじめ結婚・妊娠・出産・育児の切れ目のない支援をはじめ結婚・妊娠・出産・育児の切れ目のない支援をはじめ結婚・妊娠・出産・育児の切れ目のない支援をはじめ，，，，保育保育保育保育，，，，

教育など様々なニーズに対応できるよう環境整備を進め教育など様々なニーズに対応できるよう環境整備を進め教育など様々なニーズに対応できるよう環境整備を進め教育など様々なニーズに対応できるよう環境整備を進めることでることでることでることで，，，，安心安心安心安心

して子どもを産み育てられるまち土浦の実現を目指します。して子どもを産み育てられるまち土浦の実現を目指します。して子どもを産み育てられるまち土浦の実現を目指します。して子どもを産み育てられるまち土浦の実現を目指します。    

またまたまたまた，，，，ＮＰＯ・民間事業者との連携を図りながらＮＰＯ・民間事業者との連携を図りながらＮＰＯ・民間事業者との連携を図りながらＮＰＯ・民間事業者との連携を図りながら，，，，異性との出会い異性との出会い異性との出会い異性との出会い，，，，

知り合うきっかけを提供するなど知り合うきっかけを提供するなど知り合うきっかけを提供するなど知り合うきっかけを提供するなど，，，，結婚希望の実現を支援します。結婚希望の実現を支援します。結婚希望の実現を支援します。結婚希望の実現を支援します。    

さらにはさらにはさらにはさらには，，，，多様化する子育てニーズに対応するため多様化する子育てニーズに対応するため多様化する子育てニーズに対応するため多様化する子育てニーズに対応するため，，，，保育環境の整備保育環境の整備保育環境の整備保育環境の整備

と各種相談体制をと各種相談体制をと各種相談体制をと各種相談体制を強化強化強化強化しししし，，，，子育て支援体制を充実させます。子育て支援体制を充実させます。子育て支援体制を充実させます。子育て支援体制を充実させます。    

小中一貫小中一貫小中一貫小中一貫教育を全校教育を全校教育を全校教育を全校で実施で実施で実施で実施しししし，，，，義務教育９年間の系統的・継続的な義務教育９年間の系統的・継続的な義務教育９年間の系統的・継続的な義務教育９年間の系統的・継続的な    

教育により，確かな学力や豊かな心，健やかな体を育むとともに，教育により，確かな学力や豊かな心，健やかな体を育むとともに，教育により，確かな学力や豊かな心，健やかな体を育むとともに，教育により，確かな学力や豊かな心，健やかな体を育むとともに，    

郷土愛を培い，子どもたち一人ひとりの生きる力を育てます。郷土愛を培い，子どもたち一人ひとりの生きる力を育てます。郷土愛を培い，子どもたち一人ひとりの生きる力を育てます。郷土愛を培い，子どもたち一人ひとりの生きる力を育てます。    

老朽化した校舎等の計画的な維持修繕を実施し老朽化した校舎等の計画的な維持修繕を実施し老朽化した校舎等の計画的な維持修繕を実施し老朽化した校舎等の計画的な維持修繕を実施し，，，，学校施設の長寿命化学校施設の長寿命化学校施設の長寿命化学校施設の長寿命化

をををを進めるとともに進めるとともに進めるとともに進めるとともに，，，，ＩＣＴ機器の更なるＩＣＴ機器の更なるＩＣＴ機器の更なるＩＣＴ機器の更なる活用を図り活用を図り活用を図り活用を図り，，，，児童・生徒が学習児童・生徒が学習児童・生徒が学習児童・生徒が学習

する環境を整えする環境を整えする環境を整えする環境を整え，，，，未来を創る人材を育成します。未来を創る人材を育成します。未来を創る人材を育成します。未来を創る人材を育成します。    

本市初の本格的なギャラリー本市初の本格的なギャラリー本市初の本格的なギャラリー本市初の本格的なギャラリーなどを利用してなどを利用してなどを利用してなどを利用して，，，，市民による文化芸術市民による文化芸術市民による文化芸術市民による文化芸術    

活動の発表や鑑賞する機会を拡大させ活動の発表や鑑賞する機会を拡大させ活動の発表や鑑賞する機会を拡大させ活動の発表や鑑賞する機会を拡大させ，，，，市民文化の向上を図ります。市民文化の向上を図ります。市民文化の向上を図ります。市民文化の向上を図ります。    
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次に次に次に次に，，，，平成３０年度の予算の概要について申し上げます。平成３０年度の予算の概要について申し上げます。平成３０年度の予算の概要について申し上げます。平成３０年度の予算の概要について申し上げます。    

長期財政見通しによりますと長期財政見通しによりますと長期財政見通しによりますと長期財政見通しによりますと，，，，近い将来近い将来近い将来近い将来，，，，一般財源基金の枯渇一般財源基金の枯渇一般財源基金の枯渇一般財源基金の枯渇がががが見込見込見込見込

まれるなどまれるなどまれるなどまれるなど，，，，今後も財政状況を取り巻く環境は今後も財政状況を取り巻く環境は今後も財政状況を取り巻く環境は今後も財政状況を取り巻く環境は，，，，より一層厳しより一層厳しより一層厳しより一層厳しくなるくなるくなるくなる    

ことことことことが見込まれます。が見込まれます。が見込まれます。が見込まれます。    

このような中このような中このような中このような中，，，，平成３０年度も平成３０年度も平成３０年度も平成３０年度も，，，，歳入の根幹である市税の減収が見込歳入の根幹である市税の減収が見込歳入の根幹である市税の減収が見込歳入の根幹である市税の減収が見込

まれるとともにまれるとともにまれるとともにまれるとともに，，，，歳出では歳出では歳出では歳出では，，，，義務的経費である扶助費や公債費の増加が義務的経費である扶助費や公債費の増加が義務的経費である扶助費や公債費の増加が義務的経費である扶助費や公債費の増加が

見込まれ見込まれ見込まれ見込まれ，，，，持続可能な財政運営に向け持続可能な財政運営に向け持続可能な財政運営に向け持続可能な財政運営に向け，，，，徹底した歳入確保徹底した歳入確保徹底した歳入確保徹底した歳入確保，，，，選択と集中選択と集中選択と集中選択と集中

による限られた財源の有効活用によりによる限られた財源の有効活用によりによる限られた財源の有効活用によりによる限られた財源の有効活用により，，，，まさしく「入るを量りてまさしく「入るを量りてまさしく「入るを量りてまさしく「入るを量りて，，，，    

出ずる出ずる出ずる出ずるを制す」のとおりを制す」のとおりを制す」のとおりを制す」のとおり，，，，一般財源基金の活用を最小限に抑えた予算一般財源基金の活用を最小限に抑えた予算一般財源基金の活用を最小限に抑えた予算一般財源基金の活用を最小限に抑えた予算    

編成といたしました。編成といたしました。編成といたしました。編成といたしました。    

その結果その結果その結果その結果，，，，平成３０年度の予算規模は平成３０年度の予算規模は平成３０年度の予算規模は平成３０年度の予算規模は，，，，前年度に比べ前年度に比べ前年度に比べ前年度に比べ，，，，    

一般会計は一般会計は一般会計は一般会計は        ５．１％減の５１０億８５．１％減の５１０億８５．１％減の５１０億８５．１％減の５１０億８，，，，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        ７．６％減の３９８億８７．６％減の３９８億８７．６％減の３９８億８７．６％減の３９８億８，，，，０００万円で０００万円で０００万円で０００万円で，，，，    

総総総総            額額額額        ９０９億６９０９億６９０９億６９０９億６，，，，０００万円０００万円０００万円０００万円，，，，６．２％減とするものです６．２％減とするものです６．２％減とするものです６．２％減とするものです。。。。    

    

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

記録的な大雨や台風などによる記録的な大雨や台風などによる記録的な大雨や台風などによる記録的な大雨や台風などによる，，，，水害や土砂災害などが水害や土砂災害などが水害や土砂災害などが水害や土砂災害などが，，，，各地で甚大各地で甚大各地で甚大各地で甚大

な被害をもたらしていることからな被害をもたらしていることからな被害をもたらしていることからな被害をもたらしていることから，，，，防災・減災対策を強化し防災・減災対策を強化し防災・減災対策を強化し防災・減災対策を強化し，，，，安心･安全安心･安全安心･安全安心･安全

なまちづくりを進めます。なまちづくりを進めます。なまちづくりを進めます。なまちづくりを進めます。    

災害に強い安心して暮らせるまちづくりにつきましては災害に強い安心して暮らせるまちづくりにつきましては災害に強い安心して暮らせるまちづくりにつきましては災害に強い安心して暮らせるまちづくりにつきましては，，，，全国瞬時全国瞬時全国瞬時全国瞬時    
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警報システム（警報システム（警報システム（警報システム（JJJJ アラート）の更新整備を行いアラート）の更新整備を行いアラート）の更新整備を行いアラート）の更新整備を行い，，，，災害情報の迅速な伝達災害情報の迅速な伝達災害情報の迅速な伝達災害情報の迅速な伝達

機能を充実させ機能を充実させ機能を充実させ機能を充実させます。ます。ます。ます。    

自主防災組織につきましては自主防災組織につきましては自主防災組織につきましては自主防災組織につきましては，，，，引き続き引き続き引き続き引き続き，，，，防災訓練の実施などにより防災訓練の実施などにより防災訓練の実施などにより防災訓練の実施などにより，，，，

地域における防災意識の高揚を図るとともに地域における防災意識の高揚を図るとともに地域における防災意識の高揚を図るとともに地域における防災意識の高揚を図るとともに，，，，防災井戸防災井戸防災井戸防災井戸のののの整備を支援し整備を支援し整備を支援し整備を支援し，，，，

災害時の給水手段を確保します。災害時の給水手段を確保します。災害時の給水手段を確保します。災害時の給水手段を確保します。    

橋梁の安全対策につきましては橋梁の安全対策につきましては橋梁の安全対策につきましては橋梁の安全対策につきましては，，，，耐震補強工事及び長寿命化修繕工事耐震補強工事及び長寿命化修繕工事耐震補強工事及び長寿命化修繕工事耐震補強工事及び長寿命化修繕工事

を実施しを実施しを実施しを実施し，，，，災害時の避難路及び緊急輸送路を確保します。災害時の避難路及び緊急輸送路を確保します。災害時の避難路及び緊急輸送路を確保します。災害時の避難路及び緊急輸送路を確保します。    

特に，新年度は，常磐線２号特に，新年度は，常磐線２号特に，新年度は，常磐線２号特に，新年度は，常磐線２号橋橋橋橋（通称（通称（通称（通称三番橋三番橋三番橋三番橋）の修繕工事に着手する）の修繕工事に着手する）の修繕工事に着手する）の修繕工事に着手する

とともに，老朽化が著しい常磐線３とともに，老朽化が著しい常磐線３とともに，老朽化が著しい常磐線３とともに，老朽化が著しい常磐線３号橋号橋号橋号橋（（（（通称通称通称通称二番橋二番橋二番橋二番橋）の架け）の架け）の架け）の架け替え及び替え及び替え及び替え及び

４４４４号橋号橋号橋号橋（通称（通称（通称（通称一番橋一番橋一番橋一番橋）の撤去に向けて）の撤去に向けて）の撤去に向けて）の撤去に向けて概略概略概略概略設計に着手します。設計に着手します。設計に着手します。設計に着手します。    

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，，，，道路ストック総点検の結果を踏まえ道路ストック総点検の結果を踏まえ道路ストック総点検の結果を踏まえ道路ストック総点検の結果を踏まえ，，，，    

利用者の安全性と利利用者の安全性と利利用者の安全性と利利用者の安全性と利便性を確保するため便性を確保するため便性を確保するため便性を確保するため，，，，計画的かつ予防的な修繕を計画的かつ予防的な修繕を計画的かつ予防的な修繕を計画的かつ予防的な修繕を    

実施します。実施します。実施します。実施します。    

急傾斜地崩壊対策につきましては急傾斜地崩壊対策につきましては急傾斜地崩壊対策につきましては急傾斜地崩壊対策につきましては，，，，崩壊防止対策工事を継続し崩壊防止対策工事を継続し崩壊防止対策工事を継続し崩壊防止対策工事を継続し，，，，木田木田木田木田余余余余

地区をはじめとする危険区域の解消を促進します。地区をはじめとする危険区域の解消を促進します。地区をはじめとする危険区域の解消を促進します。地区をはじめとする危険区域の解消を促進します。    

防犯のまちづくりにつきましては防犯のまちづくりにつきましては防犯のまちづくりにつきましては防犯のまちづくりにつきましては，，，，県内随一の組織率を誇る自主防犯県内随一の組織率を誇る自主防犯県内随一の組織率を誇る自主防犯県内随一の組織率を誇る自主防犯

組織や防犯ステーション「まちばん」などとの連携により組織や防犯ステーション「まちばん」などとの連携により組織や防犯ステーション「まちばん」などとの連携により組織や防犯ステーション「まちばん」などとの連携により，，，，町内会を町内会を町内会を町内会を    

中心とした地域ぐるみの防犯活動を促進し中心とした地域ぐるみの防犯活動を促進し中心とした地域ぐるみの防犯活動を促進し中心とした地域ぐるみの防犯活動を促進します。ます。ます。ます。    

消防・救急体制につきましては消防・救急体制につきましては消防・救急体制につきましては消防・救急体制につきましては，，，，消防水利・消防資機材の整備を進め消防水利・消防資機材の整備を進め消防水利・消防資機材の整備を進め消防水利・消防資機材の整備を進め

るとともにるとともにるとともにるとともに，，，，消防車両等を計画的に更新し消防車両等を計画的に更新し消防車両等を計画的に更新し消防車両等を計画的に更新し，，，，機動機動機動機動性を高め性を高め性を高め性を高めます。またます。またます。またます。また，，，，

消防団施設や装備の充実を図り消防団施設や装備の充実を図り消防団施設や装備の充実を図り消防団施設や装備の充実を図り，，，，地域消防力を強化します。地域消防力を強化します。地域消防力を強化します。地域消防力を強化します。    

浸水被害対策につきましては浸水被害対策につきましては浸水被害対策につきましては浸水被害対策につきましては，，，，都市下水路を計画的に整備すると都市下水路を計画的に整備すると都市下水路を計画的に整備すると都市下水路を計画的に整備すると    

ともにともにともにともに，，，，神立神立神立神立菅谷菅谷菅谷菅谷雨水幹線と木田余一号雨水幹線の整備を進め雨水幹線と木田余一号雨水幹線の整備を進め雨水幹線と木田余一号雨水幹線の整備を進め雨水幹線と木田余一号雨水幹線の整備を進め，，，，雨水雨水雨水雨水    
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排水機能の強化を図ります。排水機能の強化を図ります。排水機能の強化を図ります。排水機能の強化を図ります。    

またまたまたまた，，，，霞ケ浦及び桜川の浸水想定区域の見直しに伴い霞ケ浦及び桜川の浸水想定区域の見直しに伴い霞ケ浦及び桜川の浸水想定区域の見直しに伴い霞ケ浦及び桜川の浸水想定区域の見直しに伴い，，，，洪水ハザード洪水ハザード洪水ハザード洪水ハザード

マップを更新しマップを更新しマップを更新しマップを更新し，，，，全戸へ配布することにより全戸へ配布することにより全戸へ配布することにより全戸へ配布することにより，，，，防災意識の啓発と防災意識の啓発と防災意識の啓発と防災意識の啓発と災害災害災害災害    

情報の共有化を図ります。情報の共有化を図ります。情報の共有化を図ります。情報の共有化を図ります。    

    

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についてでありについてでありについてであり    

ます。ます。ます。ます。    

心の豊かさとたくましさを育む教育の推進と心の豊かさとたくましさを育む教育の推進と心の豊かさとたくましさを育む教育の推進と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子どもや市民の明るさ子どもや市民の明るさ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学校教育につきましては学校教育につきましては学校教育につきましては，，，，学習指導要領の改訂により学習指導要領の改訂により学習指導要領の改訂により学習指導要領の改訂により，，，，小学校におけ小学校におけ小学校におけ小学校におけ

る外国語教育に関する授業時間数が増加することからる外国語教育に関する授業時間数が増加することからる外国語教育に関する授業時間数が増加することからる外国語教育に関する授業時間数が増加することから，，，，外国語指導の外国語指導の外国語指導の外国語指導の    

経験豊富な教員を市独自で任用し経験豊富な教員を市独自で任用し経験豊富な教員を市独自で任用し経験豊富な教員を市独自で任用し，，，，外国語教育の一層の充実を図ります。外国語教育の一層の充実を図ります。外国語教育の一層の充実を図ります。外国語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，，，，本市初となる施設一体型の新治学園本市初となる施設一体型の新治学園本市初となる施設一体型の新治学園本市初となる施設一体型の新治学園    

義務教育学校の開校義務教育学校の開校義務教育学校の開校義務教育学校の開校，，，，またまたまたまた，，，，その他の小中学校では施設分離型その他の小中学校では施設分離型その他の小中学校では施設分離型その他の小中学校では施設分離型によりによりによりにより，，，，

全小中学校で全小中学校で全小中学校で全小中学校で，，，，小中一貫教育を完全実施します。小中一貫教育を完全実施します。小中一貫教育を完全実施します。小中一貫教育を完全実施します。    

あわあわあわあわせてせてせてせて，，，，公開授業やＩＣＴを活用した小中一貫教育の取組事例の公開授業やＩＣＴを活用した小中一貫教育の取組事例の公開授業やＩＣＴを活用した小中一貫教育の取組事例の公開授業やＩＣＴを活用した小中一貫教育の取組事例の    

発表発表発表発表，，，，講演などを行う講演などを行う講演などを行う講演などを行う教育研究大会を開催します。教育研究大会を開催します。教育研究大会を開催します。教育研究大会を開催します。    

なおなおなおなお，，，，新治学園義務教育学校の開校に伴い新治学園義務教育学校の開校に伴い新治学園義務教育学校の開校に伴い新治学園義務教育学校の開校に伴い，，，，遠距離通学児童遠距離通学児童遠距離通学児童遠距離通学児童の安全の安全の安全の安全    

及び通学手段の確保を図るため及び通学手段の確保を図るため及び通学手段の確保を図るため及び通学手段の確保を図るため，，，，スクールバスを運行させます。スクールバスを運行させます。スクールバスを運行させます。スクールバスを運行させます。    

学校施設につきましては学校施設につきましては学校施設につきましては学校施設につきましては，，，，計画した計画した計画した計画した小小小小中学校の中学校の中学校の中学校の体育館及び武道館の体育館及び武道館の体育館及び武道館の体育館及び武道館の    

天井や内装の落下防止対策などの耐震化を完了し天井や内装の落下防止対策などの耐震化を完了し天井や内装の落下防止対策などの耐震化を完了し天井や内装の落下防止対策などの耐震化を完了しました。引き続きました。引き続きました。引き続きました。引き続き，，，，    

校舎の落下防止対策に計画的に取り組み校舎の落下防止対策に計画的に取り組み校舎の落下防止対策に計画的に取り組み校舎の落下防止対策に計画的に取り組み，，，，安心・安全な教育環境を充実安心・安全な教育環境を充実安心・安全な教育環境を充実安心・安全な教育環境を充実

させます。させます。させます。させます。    
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学校給食につきましては学校給食につきましては学校給食につきましては学校給食につきましては，，，，食育指導や食物アレルギー対応の充実を食育指導や食物アレルギー対応の充実を食育指導や食物アレルギー対応の充実を食育指導や食物アレルギー対応の充実を    

図るとともに図るとともに図るとともに図るとともに，，，，より衛生的な給食を提供することを目指しより衛生的な給食を提供することを目指しより衛生的な給食を提供することを目指しより衛生的な給食を提供することを目指し，，，，老朽化が老朽化が老朽化が老朽化が    

著しい２つの給食センターを統合した新センターの建設工事に着手し著しい２つの給食センターを統合した新センターの建設工事に着手し著しい２つの給食センターを統合した新センターの建設工事に着手し著しい２つの給食センターを統合した新センターの建設工事に着手し

ます。ます。ます。ます。    

上大津地区の小学校につきましては上大津地区の小学校につきましては上大津地区の小学校につきましては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教育環境の充実を図るた教育環境の充実を図るた教育環境の充実を図るためめめめ，，，，    

適正配置に向けて適正配置に向けて適正配置に向けて適正配置に向けて，，，，保護者や地域住民との協議を図り保護者や地域住民との協議を図り保護者や地域住民との協議を図り保護者や地域住民との協議を図り，，，，具体的な検討を具体的な検討を具体的な検討を具体的な検討を

継続させます。継続させます。継続させます。継続させます。    

新入学児童・生徒への就学援助につきましては新入学児童・生徒への就学援助につきましては新入学児童・生徒への就学援助につきましては新入学児童・生徒への就学援助につきましては，，，，経済的理由によって経済的理由によって経済的理由によって経済的理由によって

就学困難と認められる児童・生徒の保護者に対し就学困難と認められる児童・生徒の保護者に対し就学困難と認められる児童・生徒の保護者に対し就学困難と認められる児童・生徒の保護者に対し，，，，必要な援助を適切な必要な援助を適切な必要な援助を適切な必要な援助を適切な

時期に実施し時期に実施し時期に実施し時期に実施し，，，，保護者の負担の軽減を図ります。保護者の負担の軽減を図ります。保護者の負担の軽減を図ります。保護者の負担の軽減を図ります。    

情報教育につきましては情報教育につきましては情報教育につきましては情報教育につきましては，，，，本年度，市内全小中学校への電子黒板の本年度，市内全小中学校への電子黒板の本年度，市内全小中学校への電子黒板の本年度，市内全小中学校への電子黒板の    

配置を完了配置を完了配置を完了配置を完了ししししました。ました。ました。ました。引き続き引き続き引き続き引き続き，，，，タブレット端末やデジタル教科書などタブレット端末やデジタル教科書などタブレット端末やデジタル教科書などタブレット端末やデジタル教科書など

ＩＣＴのＩＣＴのＩＣＴのＩＣＴの利利利利活用を推進する活用を推進する活用を推進する活用を推進するとともにとともにとともにとともに，，，，今後の情報教育や施策について今後の情報教育や施策について今後の情報教育や施策について今後の情報教育や施策について    

体系化した第２体系化した第２体系化した第２体系化した第２期教育情報化計画を策定します。期教育情報化計画を策定します。期教育情報化計画を策定します。期教育情報化計画を策定します。    

放課後児童対策につきましては放課後児童対策につきましては放課後児童対策につきましては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１１校これまで実施してきた小学校１１校これまで実施してきた小学校１１校これまで実施してきた小学校１１校

に加えに加えに加えに加え，，，，新たに大岩田小学校新たに大岩田小学校新たに大岩田小学校新たに大岩田小学校，，，，第二小学校に放課後子供教室を開設し第二小学校に放課後子供教室を開設し第二小学校に放課後子供教室を開設し第二小学校に放課後子供教室を開設し，，，，

子育てと仕事の両立を支援するとともに子育てと仕事の両立を支援するとともに子育てと仕事の両立を支援するとともに子育てと仕事の両立を支援するとともに，，，，安心・安全な居場所安心・安全な居場所安心・安全な居場所安心・安全な居場所をををを確保確保確保確保    

しししします。ます。ます。ます。    

    図書館につきましては図書館につきましては図書館につきましては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富生涯学習と情報の拠点としてふさわしい豊富生涯学習と情報の拠点としてふさわしい豊富生涯学習と情報の拠点としてふさわしい豊富

な図書等資料を備えるなどな図書等資料を備えるなどな図書等資料を備えるなどな図書等資料を備えるなど，，，，魅力ある蔵書の構築を目指し魅力ある蔵書の構築を目指し魅力ある蔵書の構築を目指し魅力ある蔵書の構築を目指し，，，，更なる読書更なる読書更なる読書更なる読書

環境の充実を図ります。環境の充実を図ります。環境の充実を図ります。環境の充実を図ります。    

    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，，，，引き続き引き続き引き続き引き続き，，，，美術展覧会や収蔵品の美術展覧会や収蔵品の美術展覧会や収蔵品の美術展覧会や収蔵品の    

公開公開公開公開，，，，イベントの開催などを推進しイベントの開催などを推進しイベントの開催などを推進しイベントの開催などを推進し，，，，市民にとって身近なアート鑑賞や市民にとって身近なアート鑑賞や市民にとって身近なアート鑑賞や市民にとって身近なアート鑑賞や
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作品発表の場を提供します。作品発表の場を提供します。作品発表の場を提供します。作品発表の場を提供します。    

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

の拠点として，安心・安全な環境の確保の拠点として，安心・安全な環境の確保の拠点として，安心・安全な環境の確保の拠点として，安心・安全な環境の確保を図るとともにを図るとともにを図るとともにを図るとともに，エレベーター，エレベーター，エレベーター，エレベーター

の設置や座席の幅を広くするなど，快適な鑑賞空間の提供に向けて，の設置や座席の幅を広くするなど，快適な鑑賞空間の提供に向けて，の設置や座席の幅を広くするなど，快適な鑑賞空間の提供に向けて，の設置や座席の幅を広くするなど，快適な鑑賞空間の提供に向けて，    

施設の耐震化及び大規模改造工事に着手します。施設の耐震化及び大規模改造工事に着手します。施設の耐震化及び大規模改造工事に着手します。施設の耐震化及び大規模改造工事に着手します。    

博物館につきましては博物館につきましては博物館につきましては博物館につきましては，，，，開館３０周年を記念し開館３０周年を記念し開館３０周年を記念し開館３０周年を記念し，，，，引き続き引き続き引き続き引き続き，，，，土浦の土浦の土浦の土浦の    

花火の成り立ちや歴史にスポットを当てた「花火と土浦」に関する花火の成り立ちや歴史にスポットを当てた「花火と土浦」に関する花火の成り立ちや歴史にスポットを当てた「花火と土浦」に関する花火の成り立ちや歴史にスポットを当てた「花火と土浦」に関する    

特別展を開催し特別展を開催し特別展を開催し特別展を開催し，，，，知名度知名度知名度知名度のののの向上とシビックプライドの醸成を図ります。向上とシビックプライドの醸成を図ります。向上とシビックプライドの醸成を図ります。向上とシビックプライドの醸成を図ります。    

上高津貝塚ふるさと歴史の広場につきましては上高津貝塚ふるさと歴史の広場につきましては上高津貝塚ふるさと歴史の広場につきましては上高津貝塚ふるさと歴史の広場につきましては，，，，国指定重要文化財の国指定重要文化財の国指定重要文化財の国指定重要文化財の

武者塚古墳の出土品について武者塚古墳の出土品について武者塚古墳の出土品について武者塚古墳の出土品について，，，，安全に保存・展示するための保存台を安全に保存・展示するための保存台を安全に保存・展示するための保存台を安全に保存・展示するための保存台を    

完成させ完成させ完成させ完成させ，，，，市民の歴史的遺産である貴重な文化財の保全を図ります。市民の歴史的遺産である貴重な文化財の保全を図ります。市民の歴史的遺産である貴重な文化財の保全を図ります。市民の歴史的遺産である貴重な文化財の保全を図ります。    

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，，，，各種各種各種各種    

スポーツスポーツスポーツスポー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。    

またまたまたまた，，，，平成３１年平成３１年平成３１年平成３１年の「いきいき茨城ゆめ国体」の開催に向けての「いきいき茨城ゆめ国体」の開催に向けての「いきいき茨城ゆめ国体」の開催に向けての「いきいき茨城ゆめ国体」の開催に向けて，，，，    

リハーサル大会を開催しリハーサル大会を開催しリハーサル大会を開催しリハーサル大会を開催し，，，，市民意識の高揚を図り市民意識の高揚を図り市民意識の高揚を図り市民意識の高揚を図り，，，，円滑な運営体制を円滑な運営体制を円滑な運営体制を円滑な運営体制を    

構築します。構築します。構築します。構築します。    

    

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ため都市に活力をもたらす産業の振興を図るため都市に活力をもたらす産業の振興を図るため都市に活力をもたらす産業の振興を図るため，，，，豊かで恵まれた自然豊かで恵まれた自然豊かで恵まれた自然豊かで恵まれた自然    

環境と地域固有の資源を活かし環境と地域固有の資源を活かし環境と地域固有の資源を活かし環境と地域固有の資源を活かし，，，，活力とにぎわいのあるまちづくりを活力とにぎわいのあるまちづくりを活力とにぎわいのあるまちづくりを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，，，，半世紀ぶりに駅前へ移転した市役所半世紀ぶりに駅前へ移転した市役所半世紀ぶりに駅前へ移転した市役所半世紀ぶりに駅前へ移転した市役所    
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本庁舎をはじめ本庁舎をはじめ本庁舎をはじめ本庁舎をはじめ，，，，昨年１１月にオープンしたアルカス土浦など昨年１１月にオープンしたアルカス土浦など昨年１１月にオープンしたアルカス土浦など昨年１１月にオープンしたアルカス土浦など，，，，これこれこれこれ    

まで整備した駅周辺の施設を最大限に活用しまで整備した駅周辺の施設を最大限に活用しまで整備した駅周辺の施設を最大限に活用しまで整備した駅周辺の施設を最大限に活用し，，，，新たな人の流れを創出新たな人の流れを創出新たな人の流れを創出新たな人の流れを創出しししし，，，，

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

またまたまたまた，，，，本年度本年度本年度本年度，，，，初めて同時開催初めて同時開催初めて同時開催初めて同時開催しししした産業祭とカレーフェスティバルた産業祭とカレーフェスティバルた産業祭とカレーフェスティバルた産業祭とカレーフェスティバルをををを

中心市街地で開中心市街地で開中心市街地で開中心市街地で開催するとともに催するとともに催するとともに催するとともに，，，，冬の夜を幻想的に彩るウインター冬の夜を幻想的に彩るウインター冬の夜を幻想的に彩るウインター冬の夜を幻想的に彩るウインター    

フェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバルのののの開催により開催により開催により開催により，，，，更なるにぎわ更なるにぎわ更なるにぎわ更なるにぎわいいいいをををを創出創出創出創出しししします。ます。ます。ます。    

さらにさらにさらにさらに，，，，まちなかへの定住促進や商業・業務機能を誘導するなどまちなかへの定住促進や商業・業務機能を誘導するなどまちなかへの定住促進や商業・業務機能を誘導するなどまちなかへの定住促進や商業・業務機能を誘導するなど，，，，    

質の高いコンパクトな都市の形成を図り質の高いコンパクトな都市の形成を図り質の高いコンパクトな都市の形成を図り質の高いコンパクトな都市の形成を図り，，，，多くの人々が集い多くの人々が集い多くの人々が集い多くの人々が集い，，，，生き生き生き生き生き生き生き生き

と暮らせる中心市街地を構築するためと暮らせる中心市街地を構築するためと暮らせる中心市街地を構築するためと暮らせる中心市街地を構築するため，，，，新たな中心市街地活性化基本新たな中心市街地活性化基本新たな中心市街地活性化基本新たな中心市街地活性化基本    

計画の認定を目指します。計画の認定を目指します。計画の認定を目指します。計画の認定を目指します。    

農林水産業につきましては農林水産業につきましては農林水産業につきましては農林水産業につきましては，，，，ＪＡをはじめＪＡをはじめＪＡをはじめＪＡをはじめ，，，，関係機関と一体となって関係機関と一体となって関係機関と一体となって関係機関と一体となって，，，，

農地の効率的利用や農業生産基盤の整備を促進し農地の効率的利用や農業生産基盤の整備を促進し農地の効率的利用や農業生産基盤の整備を促進し農地の効率的利用や農業生産基盤の整備を促進し，，，，生産力生産力生産力生産力のののの向上向上向上向上にににに    

努めます。努めます。努めます。努めます。    

またまたまたまた，，，，地域農業が抱える従事者の高齢化や農地の荒廃化などの課題地域農業が抱える従事者の高齢化や農地の荒廃化などの課題地域農業が抱える従事者の高齢化や農地の荒廃化などの課題地域農業が抱える従事者の高齢化や農地の荒廃化などの課題    

解決に向け解決に向け解決に向け解決に向け，，，，新規就農者の育成や耕作放棄地の再生を支援するなど新規就農者の育成や耕作放棄地の再生を支援するなど新規就農者の育成や耕作放棄地の再生を支援するなど新規就農者の育成や耕作放棄地の再生を支援するなど，，，，    

農業経営の安定化農業経営の安定化農業経営の安定化農業経営の安定化に努めます。に努めます。に努めます。に努めます。    

さらにさらにさらにさらに，，，，付加価値の高い農産品の生産振興を図るなど付加価値の高い農産品の生産振興を図るなど付加価値の高い農産品の生産振興を図るなど付加価値の高い農産品の生産振興を図るなど，，，，ブランドブランドブランドブランド    

アッププロジェクトを推進しアッププロジェクトを推進しアッププロジェクトを推進しアッププロジェクトを推進し，，，，農業者の収益と農業者の収益と農業者の収益と農業者の収益と土浦の知名度の向上に土浦の知名度の向上に土浦の知名度の向上に土浦の知名度の向上に    

つなげますつなげますつなげますつなげます。。。。    

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

会議所などの関係機関と連携を図りながら会議所などの関係機関と連携を図りながら会議所などの関係機関と連携を図りながら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地域の特性や魅力を地域の特性や魅力を地域の特性や魅力を    

活かした商業の活性化を図ります。活かした商業の活性化を図ります。活かした商業の活性化を図ります。活かした商業の活性化を図ります。    

またまたまたまた，，，，空き店舗対策空き店舗対策空き店舗対策空き店舗対策につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては，，，，引き続き引き続き引き続き引き続き，，，，新たな起業新たな起業新たな起業新たな起業者者者者の創出の創出の創出の創出
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や起業後のや起業後のや起業後のや起業後の支援を実施するなど支援を実施するなど支援を実施するなど支援を実施するなど，，，，空き店舗の活用を促進空き店舗の活用を促進空き店舗の活用を促進空き店舗の活用を促進しししし，，，，まちのまちのまちのまちの    

にぎにぎにぎにぎわいをわいをわいをわいを創出創出創出創出しししします。ます。ます。ます。    

工業につきましては工業につきましては工業につきましては工業につきましては，，，，企業に対する企業に対する企業に対する企業に対する補助補助補助補助金制度を積極的にＰＲ金制度を積極的にＰＲ金制度を積極的にＰＲ金制度を積極的にＰＲしししし，，，，    

企業立地を推進し企業立地を推進し企業立地を推進し企業立地を推進し，，，，雇用の場の確保や地域経済の活性化へ雇用の場の確保や地域経済の活性化へ雇用の場の確保や地域経済の活性化へ雇用の場の確保や地域経済の活性化へつなつなつなつなげます。げます。げます。げます。    

観光につきましては観光につきましては観光につきましては観光につきましては，，，，観光客ニーズや社会情勢観光客ニーズや社会情勢観光客ニーズや社会情勢観光客ニーズや社会情勢のののの変化変化変化変化に対応に対応に対応に対応しししし，，，，本市本市本市本市

が有するが有するが有するが有する霞ケ浦や筑波山麓などの豊かな自然霞ケ浦や筑波山麓などの豊かな自然霞ケ浦や筑波山麓などの豊かな自然霞ケ浦や筑波山麓などの豊かな自然や土浦城や土浦城や土浦城や土浦城址址址址をはじめとをはじめとをはじめとをはじめと    

する歴史的な街並みなどする歴史的な街並みなどする歴史的な街並みなどする歴史的な街並みなど地域資源を活かし地域資源を活かし地域資源を活かし地域資源を活かし，，，，より一層より一層より一層より一層，，，，戦略戦略戦略戦略的な観光的な観光的な観光的な観光    

施策の展開を目指し施策の展開を目指し施策の展開を目指し施策の展開を目指し，，，，第二次観光基本第二次観光基本第二次観光基本第二次観光基本計画を策定します。計画を策定します。計画を策定します。計画を策定します。    

土浦全国花火競技大会につきましては土浦全国花火競技大会につきましては土浦全国花火競技大会につきましては土浦全国花火競技大会につきましては，，，，夜空を彩る光と音の華麗なる夜空を彩る光と音の華麗なる夜空を彩る光と音の華麗なる夜空を彩る光と音の華麗なる

シンフォニーとしてシンフォニーとしてシンフォニーとしてシンフォニーとして，，，，花火の映像をビルに投影するプロジェクション花火の映像をビルに投影するプロジェクション花火の映像をビルに投影するプロジェクション花火の映像をビルに投影するプロジェクション    

マッピングなどマッピングなどマッピングなどマッピングなど新たな新たな新たな新たな工夫による工夫による工夫による工夫による様々な演出により様々な演出により様々な演出により様々な演出により，，，，名実ともに日本一名実ともに日本一名実ともに日本一名実ともに日本一

の土浦の花火として全国へ発信します。の土浦の花火として全国へ発信します。の土浦の花火として全国へ発信します。の土浦の花火として全国へ発信します。    

サイクリング環境につきましてはサイクリング環境につきましてはサイクリング環境につきましてはサイクリング環境につきましては，，，，全国でも屈指全国でも屈指全国でも屈指全国でも屈指の総延長の総延長の総延長の総延長を誇るを誇るを誇るを誇る    

「つくば霞ケ浦りんりんロード」における拠点施設として「りんりん「つくば霞ケ浦りんりんロード」における拠点施設として「りんりん「つくば霞ケ浦りんりんロード」における拠点施設として「りんりん「つくば霞ケ浦りんりんロード」における拠点施設として「りんりん    

スクエア土浦」がスクエア土浦」がスクエア土浦」がスクエア土浦」が，，，，本年３月に土浦駅ビルにオープンすることを機に本年３月に土浦駅ビルにオープンすることを機に本年３月に土浦駅ビルにオープンすることを機に本年３月に土浦駅ビルにオープンすることを機に，，，，

サイクリストを中心とした更なる観光誘客を図るとともにサイクリストを中心とした更なる観光誘客を図るとともにサイクリストを中心とした更なる観光誘客を図るとともにサイクリストを中心とした更なる観光誘客を図るとともに，，，，自転車の自転車の自転車の自転車の    

まち土浦をＰＲします。まち土浦をＰＲします。まち土浦をＰＲします。まち土浦をＰＲします。    

またまたまたまた，，，，川口二丁目地区において川口二丁目地区において川口二丁目地区において川口二丁目地区において，，，，水辺を活かした魅力あるサイクリン水辺を活かした魅力あるサイクリン水辺を活かした魅力あるサイクリン水辺を活かした魅力あるサイクリンググググ

拠点施設の整備に着手し拠点施設の整備に着手し拠点施設の整備に着手し拠点施設の整備に着手し，，，，快適なサイクリング環境の形成を図るとともに快適なサイクリング環境の形成を図るとともに快適なサイクリング環境の形成を図るとともに快適なサイクリング環境の形成を図るとともに，，，，

来訪者の市内への回遊性を高めるなど来訪者の市内への回遊性を高めるなど来訪者の市内への回遊性を高めるなど来訪者の市内への回遊性を高めるなど，，，，新たなにぎ新たなにぎ新たなにぎ新たな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。    

ジオパーク事業につきましてはジオパーク事業につきましてはジオパーク事業につきましてはジオパーク事業につきましては，，，，本地域で第５回ジオパーク関東大会本地域で第５回ジオパーク関東大会本地域で第５回ジオパーク関東大会本地域で第５回ジオパーク関東大会

が開催されることからが開催されることからが開催されることからが開催されることから，，，，筑波山地域ジオパーク推進協議会との連携筑波山地域ジオパーク推進協議会との連携筑波山地域ジオパーク推進協議会との連携筑波山地域ジオパーク推進協議会との連携によりによりによりにより，，，，

更なる普及啓発を図ります。更なる普及啓発を図ります。更なる普及啓発を図ります。更なる普及啓発を図ります。    
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図柄入りナンバープレートにつきましては図柄入りナンバープレートにつきましては図柄入りナンバープレートにつきましては図柄入りナンバープレートにつきましては，，，，帆引き船と花火のデザインが帆引き船と花火のデザインが帆引き船と花火のデザインが帆引き船と花火のデザインが，，，，

本地域のＰＲに本地域のＰＲに本地域のＰＲに本地域のＰＲにつなつなつなつながることからがることからがることからがることから，，，，本年１０月の交付開始に向けて本年１０月の交付開始に向けて本年１０月の交付開始に向けて本年１０月の交付開始に向けて，，，，

広広広広く周知するとともにく周知するとともにく周知するとともにく周知するとともに，，，，公用車への取付を進めるなど公用車への取付を進めるなど公用車への取付を進めるなど公用車への取付を進めるなど，，，，普及に努めます。普及に努めます。普及に努めます。普及に努めます。    

    

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少子高齢化の進行や家族形態の変化少子高齢化の進行や家族形態の変化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価値観の多様化を背景として価値観の多様化を背景として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・高度化する中医療・福祉のニーズが複雑化・高度化する中医療・福祉のニーズが複雑化・高度化する中医療・福祉のニーズが複雑化・高度化する中，，，，誰もが互いに尊重し誰もが互いに尊重し誰もが互いに尊重し誰もが互いに尊重し，，，，    

助け合いながら共生できる社会を目指し助け合いながら共生できる社会を目指し助け合いながら共生できる社会を目指し助け合いながら共生できる社会を目指し，，，，保健・福祉サービスの充実を保健・福祉サービスの充実を保健・福祉サービスの充実を保健・福祉サービスの充実を

図ります。図ります。図ります。図ります。    

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

支援により婚姻数支援により婚姻数支援により婚姻数支援により婚姻数のののの増加増加増加増加を図るを図るを図るを図るなどなどなどなど，，，，結婚・出産・子育て世代の希望の結婚・出産・子育て世代の希望の結婚・出産・子育て世代の希望の結婚・出産・子育て世代の希望の

実現に向けて実現に向けて実現に向けて実現に向けて，，，，支援支援支援支援をををを継続継続継続継続しししします。ます。ます。ます。    

子育て支援につきましては子育て支援につきましては子育て支援につきましては子育て支援につきましては，，，，民間保育士の処遇民間保育士の処遇民間保育士の処遇民間保育士の処遇及び及び及び及び資質の向上資質の向上資質の向上資質の向上にににに    

向けた支援により保育士の確保に努め向けた支援により保育士の確保に努め向けた支援により保育士の確保に努め向けた支援により保育士の確保に努め，，，，安定した保育の提供を図ると安定した保育の提供を図ると安定した保育の提供を図ると安定した保育の提供を図ると    

ともにともにともにともに，，，，公立保育所への民間活力導入を引き続き実施し公立保育所への民間活力導入を引き続き実施し公立保育所への民間活力導入を引き続き実施し公立保育所への民間活力導入を引き続き実施し，，，，多様化する多様化する多様化する多様化する    

子育てニーズに柔軟に対応できる体制を子育てニーズに柔軟に対応できる体制を子育てニーズに柔軟に対応できる体制を子育てニーズに柔軟に対応できる体制を構築し構築し構築し構築します。ます。ます。ます。    

地域福祉につきましては地域福祉につきましては地域福祉につきましては地域福祉につきましては，，，，市民・事業者・行政市民・事業者・行政市民・事業者・行政市民・事業者・行政の協働によりの協働によりの協働によりの協働により，，，，ふれふれふれふれ    

あいネットワークの更なる充実を図りあいネットワークの更なる充実を図りあいネットワークの更なる充実を図りあいネットワークの更なる充実を図り，，，，すべての人々が年齢や障害のすべての人々が年齢や障害のすべての人々が年齢や障害のすべての人々が年齢や障害の    

有無に関わらず有無に関わらず有無に関わらず有無に関わらず，，，，住み慣れた地域で住み慣れた地域で住み慣れた地域で住み慣れた地域で，，，，生き生きと自分らしく生活できる生き生きと自分らしく生活できる生き生きと自分らしく生活できる生き生きと自分らしく生活できる

社会を目指します。社会を目指します。社会を目指します。社会を目指します。    

障害者福祉につきましては障害者福祉につきましては障害者福祉につきましては障害者福祉につきましては，，，，本年度新たに障害児サービスの推進を本年度新たに障害児サービスの推進を本年度新たに障害児サービスの推進を本年度新たに障害児サービスの推進を    

含めて策定した含めて策定した含めて策定した含めて策定した，，，，障害福祉計画・障害福祉計画・障害福祉計画・障害福祉計画・障害児福祉計画に基づき障害児福祉計画に基づき障害児福祉計画に基づき障害児福祉計画に基づき，，，，障害者等の障害者等の障害者等の障害者等の

日常生活や社会生活を総合的かつ計画的に支援します。日常生活や社会生活を総合的かつ計画的に支援します。日常生活や社会生活を総合的かつ計画的に支援します。日常生活や社会生活を総合的かつ計画的に支援します。    
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またまたまたまた，，，，自殺対策につきましては自殺対策につきましては自殺対策につきましては自殺対策につきましては，，，，依然として依然として依然として依然として全国的に全国的に全国的に全国的に多い自殺者数の多い自殺者数の多い自殺者数の多い自殺者数の

現状を踏まえ現状を踏まえ現状を踏まえ現状を踏まえ，，，，自殺対策計画を策定し自殺対策計画を策定し自殺対策計画を策定し自殺対策計画を策定し，，，，地域地域地域地域の状況に応じたの状況に応じたの状況に応じたの状況に応じた自殺対策の自殺対策の自殺対策の自殺対策の

強化を図ります。強化を図ります。強化を図ります。強化を図ります。    

高齢者福祉につきましては高齢者福祉につきましては高齢者福祉につきましては高齢者福祉につきましては，，，，本年度策定した老人福祉計画及び介護本年度策定した老人福祉計画及び介護本年度策定した老人福祉計画及び介護本年度策定した老人福祉計画及び介護    

保険事業計画に基づき保険事業計画に基づき保険事業計画に基づき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促進及び在宅介護サービスの適正な基盤整備の促進及び在宅介護サービスの適正な基盤整備の促進及び在宅介護サービスの適正な基盤整備の促進及び在宅

サービスの充実を図りサービスの充実を図りサービスの充実を図りサービスの充実を図り，，，，高齢者が高齢者が高齢者が高齢者が，，，，住み慣れた地域で暮らし続けること住み慣れた地域で暮らし続けること住み慣れた地域で暮らし続けること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。ができる支援体制を構築します。ができる支援体制を構築します。ができる支援体制を構築します。    

またまたまたまた，，，，地域包括支援センターにつきましては地域包括支援センターにつきましては地域包括支援センターにつきましては地域包括支援センターにつきましては，，，，地域の身近な相談窓口地域の身近な相談窓口地域の身近な相談窓口地域の身近な相談窓口

としてとしてとしてとして，高齢者の様々な問題に，高齢者の様々な問題に，高齢者の様々な問題に，高齢者の様々な問題に対応していくため対応していくため対応していくため対応していくため，，，，支援体制支援体制支援体制支援体制をををを強化強化強化強化    

しししします。ます。ます。ます。    

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

認知症カフェ「ふれあい認知症カフェ「ふれあい認知症カフェ「ふれあい認知症カフェ「ふれあい茶屋茶屋茶屋茶屋」の充実を図り」の充実を図り」の充実を図り」の充実を図り，，，，認知症の疑いのある方や認知症の疑いのある方や認知症の疑いのある方や認知症の疑いのある方や

介護する家族を支援するとともに介護する家族を支援するとともに介護する家族を支援するとともに介護する家族を支援するとともに，，，，認知症サポーターとの協働により認知症サポーターとの協働により認知症サポーターとの協働により認知症サポーターとの協働により，，，，

事業事業事業事業を推進しを推進しを推進しを推進します。ます。ます。ます。    

国民健康保険制度につきましては国民健康保険制度につきましては国民健康保険制度につきましては国民健康保険制度につきましては，，，，平成平成平成平成３０３０３０３０年度の制度改革により年度の制度改革により年度の制度改革により年度の制度改革により，，，，

県が県が県が県が財政運営の責任主体財政運営の責任主体財政運営の責任主体財政運営の責任主体ととととなることからなることからなることからなることから，，，，県と県と県と県と連携しながら連携しながら連携しながら連携しながら，，，，更なる更なる更なる更なる    

安定運営を図ります。安定運営を図ります。安定運営を図ります。安定運営を図ります。    

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

ためためためため，，，，受診勧奨・再勧奨の対象者を拡大受診勧奨・再勧奨の対象者を拡大受診勧奨・再勧奨の対象者を拡大受診勧奨・再勧奨の対象者を拡大します。します。します。します。    

またまたまたまた，，，，インフルエンザ予防接種の費用助成対象者を１３歳未満からインフルエンザ予防接種の費用助成対象者を１３歳未満からインフルエンザ予防接種の費用助成対象者を１３歳未満からインフルエンザ予防接種の費用助成対象者を１３歳未満から    

中学３年生までに拡大中学３年生までに拡大中学３年生までに拡大中学３年生までに拡大しししし，，，，広く市民の疾病予防を図ります。広く市民の疾病予防を図ります。広く市民の疾病予防を図ります。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母子保健につきましては母子保健につきましては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産後うつの予防や新生児への虐待予防等を産後うつの予防や新生児への虐待予防等を産後うつの予防や新生児への虐待予防等を

図るため図るため図るため図るため，，，，産後間もない産婦の健康診査費用を助成し産後間もない産婦の健康診査費用を助成し産後間もない産婦の健康診査費用を助成し産後間もない産婦の健康診査費用を助成し，，，，産後の初期段階産後の初期段階産後の初期段階産後の初期段階
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における母子に対する支援における母子に対する支援における母子に対する支援における母子に対する支援について準備を進めについて準備を進めについて準備を進めについて準備を進めます。ます。ます。ます。    

またまたまたまた，，，，新生児の聴覚障害を早期に発見し新生児の聴覚障害を早期に発見し新生児の聴覚障害を早期に発見し新生児の聴覚障害を早期に発見し，，，，早期療育へつなげるため早期療育へつなげるため早期療育へつなげるため早期療育へつなげるため，，，，

新生児聴覚検査に対する費用を助成し新生児聴覚検査に対する費用を助成し新生児聴覚検査に対する費用を助成し新生児聴覚検査に対する費用を助成し，，，，子どもを健やかに育成できる子どもを健やかに育成できる子どもを健やかに育成できる子どもを健やかに育成できる    

環境を整えます。環境を整えます。環境を整えます。環境を整えます。    

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

大学大学大学大学附属附属附属附属病院地域臨床教育センターの設置により病院地域臨床教育センターの設置により病院地域臨床教育センターの設置により病院地域臨床教育センターの設置により医師の配置を支援医師の配置を支援医師の配置を支援医師の配置を支援    

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

図ります。図ります。図ります。図ります。    

    

次に次に次に次に，，，，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。    

本市の恵まれた自然環境を保持し本市の恵まれた自然環境を保持し本市の恵まれた自然環境を保持し本市の恵まれた自然環境を保持し，，，，後世に引き継いでいくため後世に引き継いでいくため後世に引き継いでいくため後世に引き継いでいくため，，，，市民・市民・市民・市民・

事業者・行政の協働による環境保全への取組を強化し事業者・行政の協働による環境保全への取組を強化し事業者・行政の協働による環境保全への取組を強化し事業者・行政の協働による環境保全への取組を強化し，，，，環境負荷の環境負荷の環境負荷の環境負荷の    

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

持続可能な環境の保全につきましては持続可能な環境の保全につきましては持続可能な環境の保全につきましては持続可能な環境の保全につきましては，，，，地球温暖化防止行動計画に地球温暖化防止行動計画に地球温暖化防止行動計画に地球温暖化防止行動計画に    

基づき基づき基づき基づき，，，，東西市営駐車場の全照明のＬＥＤ化東西市営駐車場の全照明のＬＥＤ化東西市営駐車場の全照明のＬＥＤ化東西市営駐車場の全照明のＬＥＤ化をををを完了します完了します完了します完了します。引き続き，。引き続き，。引き続き，。引き続き，

市内各地域の防犯灯や学校市内各地域の防犯灯や学校市内各地域の防犯灯や学校市内各地域の防犯灯や学校，，，，庁舎駐車場庁舎駐車場庁舎駐車場庁舎駐車場，，，，及び地下及び地下及び地下及び地下駐輪場など駐輪場など駐輪場など駐輪場など，，，，公共公共公共公共    

施設など施設など施設など施設などののののＬＥＤ化を進めＬＥＤ化を進めＬＥＤ化を進めＬＥＤ化を進め，，，，低炭素社会の実現に向けて環境負荷低炭素社会の実現に向けて環境負荷低炭素社会の実現に向けて環境負荷低炭素社会の実現に向けて環境負荷をををを低減低減低減低減

させさせさせさせます。ます。ます。ます。    

霞ケ浦の保全につき霞ケ浦の保全につき霞ケ浦の保全につき霞ケ浦の保全につきまままましては，本年１０月に開催される第１７回世界しては，本年１０月に開催される第１７回世界しては，本年１０月に開催される第１７回世界しては，本年１０月に開催される第１７回世界

湖沼会議湖沼会議湖沼会議湖沼会議に併せに併せに併せに併せ，市民団体や事業者などと，市民団体や事業者などと，市民団体や事業者などと，市民団体や事業者などとのののの協働で「サテライトつちうら協働で「サテライトつちうら協働で「サテライトつちうら協働で「サテライトつちうら」」」」

を開催し，環境保全への意識の醸成を図るとともに，霞ケ浦の水質浄化を開催し，環境保全への意識の醸成を図るとともに，霞ケ浦の水質浄化を開催し，環境保全への意識の醸成を図るとともに，霞ケ浦の水質浄化を開催し，環境保全への意識の醸成を図るとともに，霞ケ浦の水質浄化

に努めますに努めますに努めますに努めます。。。。    

またまたまたまた，，，，生活排水対策推進計画を改訂し生活排水対策推進計画を改訂し生活排水対策推進計画を改訂し生活排水対策推進計画を改訂し，，，，家庭からの生活雑排水の排出家庭からの生活雑排水の排出家庭からの生活雑排水の排出家庭からの生活雑排水の排出
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負荷軽減に向けて負荷軽減に向けて負荷軽減に向けて負荷軽減に向けて，，，，意識啓発や環境教育意識啓発や環境教育意識啓発や環境教育意識啓発や環境教育の充実を図りの充実を図りの充実を図りの充実を図り，，，，霞ケ浦や河川の霞ケ浦や河川の霞ケ浦や河川の霞ケ浦や河川の

水質浄化を推進します。水質浄化を推進します。水質浄化を推進します。水質浄化を推進します。    

資源循環型社会づくりにつきましては資源循環型社会づくりにつきましては資源循環型社会づくりにつきましては資源循環型社会づくりにつきましては，，，，排出量に応じた処理費用負担排出量に応じた処理費用負担排出量に応じた処理費用負担排出量に応じた処理費用負担

の公平化との公平化との公平化との公平化と，，，，    ごみ処理に対する市民一人ひとりの意識改革を図りごみ処理に対する市民一人ひとりの意識改革を図りごみ処理に対する市民一人ひとりの意識改革を図りごみ処理に対する市民一人ひとりの意識改革を図り，，，，ごみごみごみごみ

の減量化とリサイクルの推進に向けて一般廃棄物処理の有料化を実施の減量化とリサイクルの推進に向けて一般廃棄物処理の有料化を実施の減量化とリサイクルの推進に向けて一般廃棄物処理の有料化を実施の減量化とリサイクルの推進に向けて一般廃棄物処理の有料化を実施

します。します。します。します。    

またまたまたまた，，，，清掃センターについて清掃センターについて清掃センターについて清掃センターについて，，，，長寿命化計画に基づき長寿命化計画に基づき長寿命化計画に基づき長寿命化計画に基づき，，，，施設の延命化施設の延命化施設の延命化施設の延命化

に向けた主要施設の改良工事を完了させます。に向けた主要施設の改良工事を完了させます。に向けた主要施設の改良工事を完了させます。に向けた主要施設の改良工事を完了させます。    

環境衛生につきましては環境衛生につきましては環境衛生につきましては環境衛生につきましては，，，，老朽化が進む衛生センターを老朽化が進む衛生センターを老朽化が進む衛生センターを老朽化が進む衛生センターを，，，，し尿及びし尿及びし尿及びし尿及び    

浄化槽汚泥浄化槽汚泥浄化槽汚泥浄化槽汚泥をををを助燃剤助燃剤助燃剤助燃剤へへへへリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルするするするする，，，，汚泥再生処理センターとして汚泥再生処理センターとして汚泥再生処理センターとして汚泥再生処理センターとして，，，，

整備に着手します。整備に着手します。整備に着手します。整備に着手します。    

上水道につきましては上水道につきましては上水道につきましては上水道につきましては，，，，計画的な送・配水管の整備や老朽管の布設計画的な送・配水管の整備や老朽管の布設計画的な送・配水管の整備や老朽管の布設計画的な送・配水管の整備や老朽管の布設    

替え替え替え替え，，，，ポンプ・モーター類の更新等によりポンプ・モーター類の更新等によりポンプ・モーター類の更新等によりポンプ・モーター類の更新等により，，，，水質管理の徹底や適正水圧水質管理の徹底や適正水圧水質管理の徹底や適正水圧水質管理の徹底や適正水圧

を確保するとともにを確保するとともにを確保するとともにを確保するとともに，，，，更なる普及率の向上と経営の効率化を図ります。更なる普及率の向上と経営の効率化を図ります。更なる普及率の向上と経営の効率化を図ります。更なる普及率の向上と経営の効率化を図ります。    

下水道につきましては下水道につきましては下水道につきましては下水道につきましては，，，，施設の施設の施設の施設の長寿命化長寿命化長寿命化長寿命化と事業費の平準化に向けてと事業費の平準化に向けてと事業費の平準化に向けてと事業費の平準化に向けて，，，，

ストックマネジメント計画を策定するとともにストックマネジメント計画を策定するとともにストックマネジメント計画を策定するとともにストックマネジメント計画を策定するとともに，，，，公営企業会計の導入を公営企業会計の導入を公営企業会計の導入を公営企業会計の導入を

進め進め進め進め，，，，将来を見据えた経営戦略や安定的な事業経営を図ります。将来を見据えた経営戦略や安定的な事業経営を図ります。将来を見据えた経営戦略や安定的な事業経営を図ります。将来を見据えた経営戦略や安定的な事業経営を図ります。    

またまたまたまた，，，，農村集落の生活環境の向上と公共用水域の水質保全に向けて農村集落の生活環境の向上と公共用水域の水質保全に向けて農村集落の生活環境の向上と公共用水域の水質保全に向けて農村集落の生活環境の向上と公共用水域の水質保全に向けて，，，，

排水処理施設の適正な維持管理と機能強化を図ります。排水処理施設の適正な維持管理と機能強化を図ります。排水処理施設の適正な維持管理と機能強化を図ります。排水処理施設の適正な維持管理と機能強化を図ります。    

    

    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。    

都市の活力と市民の生活利便性が維持された都市の活力と市民の生活利便性が維持された都市の活力と市民の生活利便性が維持された都市の活力と市民の生活利便性が維持された，，，，暮らしやすいまちを暮らしやすいまちを暮らしやすいまちを暮らしやすいまちを    

実現するため実現するため実現するため実現するため，，，，地域地域地域地域のののの特性に応じた有効な土地利用の誘導を図ると特性に応じた有効な土地利用の誘導を図ると特性に応じた有効な土地利用の誘導を図ると特性に応じた有効な土地利用の誘導を図ると    



18181818 
 

ともにともにともにともに，，，，都市基盤の整備や生活拠点のネットワーク化を推進します。都市基盤の整備や生活拠点のネットワーク化を推進します。都市基盤の整備や生活拠点のネットワーク化を推進します。都市基盤の整備や生活拠点のネットワーク化を推進します。    

市街地の整備につきましては市街地の整備につきましては市街地の整備につきましては市街地の整備につきましては，，，，神立駅の橋上駅舎化や東西自由通路の神立駅の橋上駅舎化や東西自由通路の神立駅の橋上駅舎化や東西自由通路の神立駅の橋上駅舎化や東西自由通路の

整備を進めるとともに整備を進めるとともに整備を進めるとともに整備を進めるとともに，，，，神立駅西口地区土地区画整理事業を進め神立駅西口地区土地区画整理事業を進め神立駅西口地区土地区画整理事業を進め神立駅西口地区土地区画整理事業を進め，，，，駅前駅前駅前駅前

にふさわしいにふさわしいにふさわしいにふさわしい，，，，活力活力活力活力ののののある市街地の形成を図ります。ある市街地の形成を図ります。ある市街地の形成を図ります。ある市街地の形成を図ります。    

都市基盤の整備につきましては都市基盤の整備につきましては都市基盤の整備につきましては都市基盤の整備につきましては，，，，広域幹線道路として広域幹線道路として広域幹線道路として広域幹線道路として，，，，国道６号牛久国道６号牛久国道６号牛久国道６号牛久

土浦バイパスの土浦バイパスの土浦バイパスの土浦バイパスの，，，，学園東大通りから中地区までの区間の事業促進及び学園東大通りから中地区までの区間の事業促進及び学園東大通りから中地区までの区間の事業促進及び学園東大通りから中地区までの区間の事業促進及び    

国道３５４号土浦バイパスの全線４車線化に向けて国道３５４号土浦バイパスの全線４車線化に向けて国道３５４号土浦バイパスの全線４車線化に向けて国道３５４号土浦バイパスの全線４車線化に向けて，，，，要望活動を継続し要望活動を継続し要望活動を継続し要望活動を継続し

ます。ます。ます。ます。    

県道につきましては県道につきましては県道につきましては県道につきましては，，，，宍塚大岩田線の整備のほか宍塚大岩田線の整備のほか宍塚大岩田線の整備のほか宍塚大岩田線の整備のほか，，，，荒川沖木田余線の荒川沖木田余線の荒川沖木田余線の荒川沖木田余線の

県道部分県道部分県道部分県道部分，，，，駅前川口線駅前川口線駅前川口線駅前川口線，，，，中央立田線中央立田線中央立田線中央立田線，，，，川口下稲吉線川口下稲吉線川口下稲吉線川口下稲吉線，，，，真鍋神立線及び真鍋神立線及び真鍋神立線及び真鍋神立線及び    

小野土浦線などの整備について強く要望します。小野土浦線などの整備について強く要望します。小野土浦線などの整備について強く要望します。小野土浦線などの整備について強く要望します。    

市施行の都市計画道路につきましては市施行の都市計画道路につきましては市施行の都市計画道路につきましては市施行の都市計画道路につきましては，，，，荒川沖木田余線の４車線化荒川沖木田余線の４車線化荒川沖木田余線の４車線化荒川沖木田余線の４車線化    

工事に着手するとともに工事に着手するとともに工事に着手するとともに工事に着手するとともに，，，，神立停車場線神立停車場線神立停車場線神立停車場線及び木田余神立線及び木田余神立線及び木田余神立線及び木田余神立線の整備を進めの整備を進めの整備を進めの整備を進め

ます。ます。ます。ます。またまたまたまた，，，，本市の東西の軸となる本市の東西の軸となる本市の東西の軸となる本市の東西の軸となる真鍋神林線真鍋神林線真鍋神林線真鍋神林線延伸道路延伸道路延伸道路延伸道路，，，，協同病院協同病院協同病院協同病院へのへのへのへの

アクセスとなるアクセスとなるアクセスとなるアクセスとなる田村沖宿線延伸道路及び田村沖宿線延伸道路及び田村沖宿線延伸道路及び田村沖宿線延伸道路及び南北の軸となる南北の軸となる南北の軸となる南北の軸となる常名虫掛線の常名虫掛線の常名虫掛線の常名虫掛線の

暫定部分暫定部分暫定部分暫定部分を含めた一部を含めた一部を含めた一部を含めた一部のののの供用供用供用供用をををを開始開始開始開始しししし，，，，市内交通アクセス市内交通アクセス市内交通アクセス市内交通アクセスをををを向上向上向上向上させさせさせさせ    

ます。ます。ます。ます。    

生活道路につきましては生活道路につきましては生活道路につきましては生活道路につきましては，，，，地域に密着した地域に密着した地域に密着した地域に密着した３７３７３７３７路線の市道新設改良路線の市道新設改良路線の市道新設改良路線の市道新設改良    

工事を実施します。工事を実施します。工事を実施します。工事を実施します。    

公園・緑地につきましては公園・緑地につきましては公園・緑地につきましては公園・緑地につきましては，，，，市の花として指定されている桜について市の花として指定されている桜について市の花として指定されている桜について市の花として指定されている桜について，，，，

乙戸沼公園の天狗巣病に乙戸沼公園の天狗巣病に乙戸沼公園の天狗巣病に乙戸沼公園の天狗巣病に罹患罹患罹患罹患した樹木の剪定・伐採を行うなどした樹木の剪定・伐採を行うなどした樹木の剪定・伐採を行うなどした樹木の剪定・伐採を行うなど，，，，良好な良好な良好な良好な

環境を維持します。環境を維持します。環境を維持します。環境を維持します。    

公共交通体系につきましては公共交通体系につきましては公共交通体系につきましては公共交通体系につきましては，，，，生活拠点を結ぶネットワークや生活拠点を結ぶネットワークや生活拠点を結ぶネットワークや生活拠点を結ぶネットワークや，，，，周辺周辺周辺周辺
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市町村と連携した広域的な市町村と連携した広域的な市町村と連携した広域的な市町村と連携した広域的なネットワークの形成を図ります。ネットワークの形成を図ります。ネットワークの形成を図ります。ネットワークの形成を図ります。    

住環境の確保につきましては住環境の確保につきましては住環境の確保につきましては住環境の確保につきましては，，，，空家対策として空家対策として空家対策として空家対策として，，，，所有者等の調査及び所有者等の調査及び所有者等の調査及び所有者等の調査及び

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

    またまたまたまた，，，，住宅をリフォームする市民を住宅をリフォームする市民を住宅をリフォームする市民を住宅をリフォームする市民を，，，，引き続き支援し引き続き支援し引き続き支援し引き続き支援し，，，，居住環境の居住環境の居住環境の居住環境の    

維持向上を図ります。維持向上を図ります。維持向上を図ります。維持向上を図ります。    

    

    次に次に次に次に，，，，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。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。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。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。    

市民一人ひとりと協働の意識を共有し市民一人ひとりと協働の意識を共有し市民一人ひとりと協働の意識を共有し市民一人ひとりと協働の意識を共有し，，，，連携して地域の課題解決に連携して地域の課題解決に連携して地域の課題解決に連携して地域の課題解決に    

取り組むなど取り組むなど取り組むなど取り組むなど，，，，行政と市民が支え合い行政と市民が支え合い行政と市民が支え合い行政と市民が支え合い，，，，高めあうことで「地域力」と高めあうことで「地域力」と高めあうことで「地域力」と高めあうことで「地域力」と    

「市役所力」の向上を図ります。「市役所力」の向上を図ります。「市役所力」の向上を図ります。「市役所力」の向上を図ります。    

市民協働のまちづくりにつきましては市民協働のまちづくりにつきましては市民協働のまちづくりにつきましては市民協働のまちづくりにつきましては，，，，協働のまちづくり基金を活用協働のまちづくり基金を活用協働のまちづくり基金を活用協働のまちづくり基金を活用

しししし，，，，地域振興に向けた活動を支援地域振興に向けた活動を支援地域振興に向けた活動を支援地域振興に向けた活動を支援します。します。します。します。    

またまたまたまた，，，，協働のまちづくりワークショップの実施など協働のまちづくりワークショップの実施など協働のまちづくりワークショップの実施など協働のまちづくりワークショップの実施など，，，，市民と行政が市民と行政が市民と行政が市民と行政が    

連携して地域の身近な課題解決に取り組むことで連携して地域の身近な課題解決に取り組むことで連携して地域の身近な課題解決に取り組むことで連携して地域の身近な課題解決に取り組むことで，，，，自発的自発的自発的自発的，，，，自立的な自立的な自立的な自立的な    

意識の醸成を図ります。意識の醸成を図ります。意識の醸成を図ります。意識の醸成を図ります。    

さらにさらにさらにさらに，，，，まちづくりシンポジウムやＮＰＯセミナー等を開催しまちづくりシンポジウムやＮＰＯセミナー等を開催しまちづくりシンポジウムやＮＰＯセミナー等を開催しまちづくりシンポジウムやＮＰＯセミナー等を開催し，，，，地域地域地域地域

において協働の担い手となる人材や市民活動団体などにおいて協働の担い手となる人材や市民活動団体などにおいて協働の担い手となる人材や市民活動団体などにおいて協働の担い手となる人材や市民活動団体などをををを育成育成育成育成しししします。ます。ます。ます。    

地域コミュニティにつきま地域コミュニティにつきま地域コミュニティにつきま地域コミュニティにつきましてはしてはしてはしては，，，，町内会の拠点となる地域公民館の町内会の拠点となる地域公民館の町内会の拠点となる地域公民館の町内会の拠点となる地域公民館の

新築新築新築新築，，，，修繕等に助成を行い修繕等に助成を行い修繕等に助成を行い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地域住民の連帯感及びコミュニティ意識の地域住民の連帯感及びコミュニティ意識の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。高揚を図ります。高揚を図ります。高揚を図ります。    

ボランティア活動につきましてはボランティア活動につきましてはボランティア活動につきましてはボランティア活動につきましては，，，，市民活動サイトの活用など市民活動サイトの活用など市民活動サイトの活用など市民活動サイトの活用など，，，，様々様々様々様々
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な手法によりな手法によりな手法によりな手法により，，，，幅広い年齢層の市民に参加を募るとともに幅広い年齢層の市民に参加を募るとともに幅広い年齢層の市民に参加を募るとともに幅広い年齢層の市民に参加を募るとともに，，，，養成講座の養成講座の養成講座の養成講座の

開催など開催など開催など開催など，，，，参加者のスキルアップを図ります。参加者のスキルアップを図ります。参加者のスキルアップを図ります。参加者のスキルアップを図ります。    

またまたまたまた，，，，道路や公園について道路や公園について道路や公園について道路や公園について，，，，より一層より一層より一層より一層，，，，市民との協働市民との協働市民との協働市民との協働活動活動活動活動を推進するを推進するを推進するを推進する

ためためためため，，，，道路愛護ボランティア道路愛護ボランティア道路愛護ボランティア道路愛護ボランティア制度や公園里親制度の拡充制度や公園里親制度の拡充制度や公園里親制度の拡充制度や公園里親制度の拡充を図ります。を図ります。を図ります。を図ります。    

シティプロモーション活動につきましてはシティプロモーション活動につきましてはシティプロモーション活動につきましてはシティプロモーション活動につきましては，，，，市民レポーターなどとの市民レポーターなどとの市民レポーターなどとの市民レポーターなどとの

協働により協働により協働により協働により，，，，本市の強みや地域資源を活かし本市の強みや地域資源を活かし本市の強みや地域資源を活かし本市の強みや地域資源を活かし，，，，土浦の魅力を全国へ発信土浦の魅力を全国へ発信土浦の魅力を全国へ発信土浦の魅力を全国へ発信

します。します。します。します。    

またまたまたまた，，，，インターネットサテライトスタジオやインターネットサテライトスタジオやインターネットサテライトスタジオやインターネットサテライトスタジオや，，，，本市で撮影された映画本市で撮影された映画本市で撮影された映画本市で撮影された映画

やドラマを紹介するやドラマを紹介するやドラマを紹介するやドラマを紹介する場を構築するなど場を構築するなど場を構築するなど場を構築するなど，，，，新たな情報発信拠点新たな情報発信拠点新たな情報発信拠点新たな情報発信拠点を創出を創出を創出を創出するするするする

とともにとともにとともにとともに，，，，職員一人ひとりが広告塔となって効果的に情報発信職員一人ひとりが広告塔となって効果的に情報発信職員一人ひとりが広告塔となって効果的に情報発信職員一人ひとりが広告塔となって効果的に情報発信ををををできるできるできるできる

ようようようよう，，，，発信力発信力発信力発信力をををを強化強化強化強化しししします。ます。ます。ます。    

さらにさらにさらにさらに，，，，多くの学生が集う「学びのまち」という特性を活かし多くの学生が集う「学びのまち」という特性を活かし多くの学生が集う「学びのまち」という特性を活かし多くの学生が集う「学びのまち」という特性を活かし，，，，若者若者若者若者

を中心とした地域活性化を中心とした地域活性化を中心とした地域活性化を中心とした地域活性化にににに取取取取りりりり組組組組むむむむとともにとともにとともにとともに，，，，県や民間団体などとの県や民間団体などとの県や民間団体などとの県や民間団体などとの    

連携により連携により連携により連携により，，，，移住・定住への取移住・定住への取移住・定住への取移住・定住への取組組組組を推進するなどを推進するなどを推進するなどを推進するなど，，，，まちの魅力を積極的まちの魅力を積極的まちの魅力を積極的まちの魅力を積極的

に発信に発信に発信に発信しししし，，，，定住人口の増加定住人口の増加定住人口の増加定住人口の増加につなにつなにつなにつなげげげげます。ます。ます。ます。    

男女共同参画につきましては男女共同参画につきましては男女共同参画につきましては男女共同参画につきましては，，，，ワークライフバランスワークライフバランスワークライフバランスワークライフバランスなど様々な施策など様々な施策など様々な施策など様々な施策

を推進しを推進しを推進しを推進し，，，，男女平等意識の啓発を図るととも男女平等意識の啓発を図るととも男女平等意識の啓発を図るととも男女平等意識の啓発を図るとともにににに，，，，男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画    

フェスティバルの開催などを通してフェスティバルの開催などを通してフェスティバルの開催などを通してフェスティバルの開催などを通して，，，，関係する関係する関係する関係する他の他の他の他の市民団体との市民団体との市民団体との市民団体との，，，，よりよりよりより

一層の連携強化を図ります。一層の連携強化を図ります。一層の連携強化を図ります。一層の連携強化を図ります。    

人権と平和を尊ぶ社会の実現につきましては人権と平和を尊ぶ社会の実現につきましては人権と平和を尊ぶ社会の実現につきましては人権と平和を尊ぶ社会の実現につきましては，，，，学校教育や生涯学習の学校教育や生涯学習の学校教育や生涯学習の学校教育や生涯学習の

場における人権教育を推進し場における人権教育を推進し場における人権教育を推進し場における人権教育を推進し，，，，人権意識の醸成を図人権意識の醸成を図人権意識の醸成を図人権意識の醸成を図ります。ります。ります。ります。    

またまたまたまた，，，，非核平和都市として非核平和都市として非核平和都市として非核平和都市として，，，，市民代表者などで構成する平和使節団の市民代表者などで構成する平和使節団の市民代表者などで構成する平和使節団の市民代表者などで構成する平和使節団の

派遣派遣派遣派遣などなどなどなどを通して意識啓発を通して意識啓発を通して意識啓発を通して意識啓発を図りを図りを図りを図ります。ます。ます。ます。    



21212121 
 

    

    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。    

人口減少や少子高齢化が進展する人口減少や少子高齢化が進展する人口減少や少子高齢化が進展する人口減少や少子高齢化が進展する中中中中，，，，市民一人ひとりが夢と希望を市民一人ひとりが夢と希望を市民一人ひとりが夢と希望を市民一人ひとりが夢と希望を    

持ち持ち持ち持ち，，，，潤いのある豊かな生活を実現していくためには潤いのある豊かな生活を実現していくためには潤いのある豊かな生活を実現していくためには潤いのある豊かな生活を実現していくためには，，，，これまで以上にこれまで以上にこれまで以上にこれまで以上に，，，，

継続的・自立的な行財政基盤の確立が重要となっております。継続的・自立的な行財政基盤の確立が重要となっております。継続的・自立的な行財政基盤の確立が重要となっております。継続的・自立的な行財政基盤の確立が重要となっております。    

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，，，，新たな行政課題や市民ニーズを的確に捉え新たな行政課題や市民ニーズを的確に捉え新たな行政課題や市民ニーズを的確に捉え新たな行政課題や市民ニーズを的確に捉え，，，，    

持続可能な財政運営と効率的・効果的な行政運営の指針となる第６次持続可能な財政運営と効率的・効果的な行政運営の指針となる第６次持続可能な財政運営と効率的・効果的な行政運営の指針となる第６次持続可能な財政運営と効率的・効果的な行政運営の指針となる第６次    

行財政改革大綱を策定します。行財政改革大綱を策定します。行財政改革大綱を策定します。行財政改革大綱を策定します。    

新年度の新年度の新年度の新年度の，，，，行政機構につきましては行政機構につきましては行政機構につきましては行政機構につきましては，，，，教育委員会生涯学習課と文化課教育委員会生涯学習課と文化課教育委員会生涯学習課と文化課教育委員会生涯学習課と文化課

を統合しを統合しを統合しを統合し，，，，図書館と市民ギャラリーの複合施設について図書館と市民ギャラリーの複合施設について図書館と市民ギャラリーの複合施設について図書館と市民ギャラリーの複合施設について，，，，一体的一体的一体的一体的，，，，    

効率的な管理・運営を図るとともに効率的な管理・運営を図るとともに効率的な管理・運営を図るとともに効率的な管理・運営を図るとともに，，，，博物館博物館博物館博物館，，，，公民館等の社会教育施設公民館等の社会教育施設公民館等の社会教育施設公民館等の社会教育施設

の連携の強化を図ります。またの連携の強化を図ります。またの連携の強化を図ります。またの連携の強化を図ります。また，，，，土浦駅前北地区市街地再開発関連施設土浦駅前北地区市街地再開発関連施設土浦駅前北地区市街地再開発関連施設土浦駅前北地区市街地再開発関連施設

の供用開始に伴いの供用開始に伴いの供用開始に伴いの供用開始に伴い，，，，土浦駅土浦駅土浦駅土浦駅北北北北開発事務所を廃止します。開発事務所を廃止します。開発事務所を廃止します。開発事務所を廃止します。    

公共施設等の総合的な管理につきましては公共施設等の総合的な管理につきましては公共施設等の総合的な管理につきましては公共施設等の総合的な管理につきましては，，，，限られた財源を有効活用限られた財源を有効活用限られた財源を有効活用限られた財源を有効活用

しししし，，，，行政サービスを維持するため行政サービスを維持するため行政サービスを維持するため行政サービスを維持するため，，，，公共施設の長寿命化やランニング公共施設の長寿命化やランニング公共施設の長寿命化やランニング公共施設の長寿命化やランニング    

コストの縮減コストの縮減コストの縮減コストの縮減，，，，配置の見直しを図るなど配置の見直しを図るなど配置の見直しを図るなど配置の見直しを図るなど，，，，公共施設再編計画に基づき公共施設再編計画に基づき公共施設再編計画に基づき公共施設再編計画に基づき，，，，

適切な公共施設マネジメントの取組を推進します。適切な公共施設マネジメントの取組を推進します。適切な公共施設マネジメントの取組を推進します。適切な公共施設マネジメントの取組を推進します。    

またまたまたまた，，，，旧市庁舎などの公共施設跡地につきましては旧市庁舎などの公共施設跡地につきましては旧市庁舎などの公共施設跡地につきましては旧市庁舎などの公共施設跡地につきましては，，，，市での活用と市での活用と市での活用と市での活用と，，，，

民間での需要を十分考慮し民間での需要を十分考慮し民間での需要を十分考慮し民間での需要を十分考慮し，，，，各跡地の転用各跡地の転用各跡地の転用各跡地の転用，，，，売却又は貸付などの具体的売却又は貸付などの具体的売却又は貸付などの具体的売却又は貸付などの具体的

な方向性を決定しな方向性を決定しな方向性を決定しな方向性を決定し，，，，売却を進めるなど売却を進めるなど売却を進めるなど売却を進めるなど，，，，有効な有効な有効な有効な活用に向けて取り組みます活用に向けて取り組みます活用に向けて取り組みます活用に向けて取り組みます。。。。    

公社等の外郭団体につきましては公社等の外郭団体につきましては公社等の外郭団体につきましては公社等の外郭団体につきましては，，，，時代に即した組織・機構として時代に即した組織・機構として時代に即した組織・機構として時代に即した組織・機構として    

見直しを進めます。見直しを進めます。見直しを進めます。見直しを進めます。    

使用料につきましては使用料につきましては使用料につきましては使用料につきましては，，，，「受益者負担の適正化に関する基本方針」に「受益者負担の適正化に関する基本方針」に「受益者負担の適正化に関する基本方針」に「受益者負担の適正化に関する基本方針」に    
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基づき基づき基づき基づき，，，，公費負担と公費負担と公費負担と公費負担と受益者負担の考え方を明確にし受益者負担の考え方を明確にし受益者負担の考え方を明確にし受益者負担の考え方を明確にし，，，，適正な料金設定へ適正な料金設定へ適正な料金設定へ適正な料金設定へ

見直し見直し見直し見直します。ます。ます。ます。    

補助金につきましては補助金につきましては補助金につきましては補助金につきましては，，，，客観的立場から客観的立場から客観的立場から客観的立場から，，，，問題点を検討するとともに問題点を検討するとともに問題点を検討するとともに問題点を検討するとともに，，，，

その費用負担の必要性や妥当性について十分に検証するなどその費用負担の必要性や妥当性について十分に検証するなどその費用負担の必要性や妥当性について十分に検証するなどその費用負担の必要性や妥当性について十分に検証するなど，，，，積極的な積極的な積極的な積極的な

見直しを図ります。見直しを図ります。見直しを図ります。見直しを図ります。        

税の公平性と徴収率の向上につきましては税の公平性と徴収率の向上につきましては税の公平性と徴収率の向上につきましては税の公平性と徴収率の向上につきましては，，，，滞納処分の強化や差し滞納処分の強化や差し滞納処分の強化や差し滞納処分の強化や差し    

押さえた財産の公売を積極的に実施するとともに押さえた財産の公売を積極的に実施するとともに押さえた財産の公売を積極的に実施するとともに押さえた財産の公売を積極的に実施するとともに，，，，市・県民税の特別市・県民税の特別市・県民税の特別市・県民税の特別    

徴収を徹底します。徴収を徹底します。徴収を徹底します。徴収を徹底します。    

新たな財源確保につきましては新たな財源確保につきましては新たな財源確保につきましては新たな財源確保につきましては，，，，本市初のネーミングライツとなり本市初のネーミングライツとなり本市初のネーミングライツとなり本市初のネーミングライツとなり    

ます「Ｊます「Ｊます「Ｊます「Ｊ::::ＣＯＭスタジＣＯＭスタジＣＯＭスタジＣＯＭスタジアム土浦」に続きアム土浦」に続きアム土浦」に続きアム土浦」に続き，，，，本年２月に本年２月に本年２月に本年２月に，，，，川口運動公園川口運動公園川口運動公園川口運動公園    

陸上競技場についても「Ｊ陸上競技場についても「Ｊ陸上競技場についても「Ｊ陸上競技場についても「Ｊ::::ＣＯＭフィールド土浦ＣＯＭフィールド土浦ＣＯＭフィールド土浦ＣＯＭフィールド土浦」に決定しましたが」に決定しましたが」に決定しましたが」に決定しましたが，，，，

引き続き引き続き引き続き引き続き，，，，対象施設の拡充対象施設の拡充対象施設の拡充対象施設の拡充に努めに努めに努めに努めます。ます。ます。ます。    

またまたまたまた，，，，ふるさと土浦応援寄附金につきましてふるさと土浦応援寄附金につきましてふるさと土浦応援寄附金につきましてふるさと土浦応援寄附金につきましてはははは，，，，生産者の皆様と連携生産者の皆様と連携生産者の皆様と連携生産者の皆様と連携

を図りながらを図りながらを図りながらを図りながら，，，，より一層より一層より一層より一層，，，，返礼品の拡充や特産品のＰＲを進めることで返礼品の拡充や特産品のＰＲを進めることで返礼品の拡充や特産品のＰＲを進めることで返礼品の拡充や特産品のＰＲを進めることで，，，，

更なる財源の確保を図ります。更なる財源の確保を図ります。更なる財源の確保を図ります。更なる財源の確保を図ります。    

    

以上以上以上以上，，，，平成３０年度の市政の運営方針と主な施策の概要につ平成３０年度の市政の運営方針と主な施策の概要につ平成３０年度の市政の運営方針と主な施策の概要につ平成３０年度の市政の運営方針と主な施策の概要についいいいてててて    

御説明申し上げました。御説明申し上げました。御説明申し上げました。御説明申し上げました。    

私は私は私は私は，，，，これまで以上に関係各位をはじめ市民の皆様との連携・協働をこれまで以上に関係各位をはじめ市民の皆様との連携・協働をこれまで以上に関係各位をはじめ市民の皆様との連携・協働をこれまで以上に関係各位をはじめ市民の皆様との連携・協働を

図りながら図りながら図りながら図りながら，，，，本市の更なる発展に向け本市の更なる発展に向け本市の更なる発展に向け本市の更なる発展に向け，，，，果敢なチャレンジと地に足の果敢なチャレンジと地に足の果敢なチャレンジと地に足の果敢なチャレンジと地に足の    

着いた堅実な行政運営を両立し着いた堅実な行政運営を両立し着いた堅実な行政運営を両立し着いた堅実な行政運営を両立し，，，，まちの将来像である「水・みどり・まちの将来像である「水・みどり・まちの将来像である「水・みどり・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    活力のまち活力のまち活力のまち活力のまち    土浦」の実現に向けて土浦」の実現に向けて土浦」の実現に向けて土浦」の実現に向けて，，，，全力で市全力で市全力で市全力で市政政政政

ををををけんけんけんけん引してまいる所存です。引してまいる所存です。引してまいる所存です。引してまいる所存です。    
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ここにここにここにここに，，，，改めて議員各位をはじめ改めて議員各位をはじめ改めて議員各位をはじめ改めて議員各位をはじめ，，，，市民の皆様市民の皆様市民の皆様市民の皆様，，，，関係機関関係機関関係機関関係機関，，，，関係団体関係団体関係団体関係団体

の御理解と御協力を心からお願い申し上げの御理解と御協力を心からお願い申し上げの御理解と御協力を心からお願い申し上げの御理解と御協力を心からお願い申し上げ，，，，平成３０年度の市政運営平成３０年度の市政運営平成３０年度の市政運営平成３０年度の市政運営    

方針といたします。方針といたします。方針といたします。方針といたします。    

    

    平成３０年３月６平成３０年３月６平成３０年３月６平成３０年３月６日日日日    

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        

    


