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少子化対策で考えている案について

　市では、土浦市に住んで、子どもを生み育てたい人
たちが増えることが少子化対策になると考え、「第８
次土浦市総合計画」を基に、婚活パーティーの開催や、
専門職による出産・育児相談、医療費の助成など、結
婚から妊娠・出産・子育てまでさまざまな支援事業に
取り組んでいます。こうした施策は、効果が現れるま
でに長い時間を要するため、長期的な展望に立って、
まちづくりを進めていきます。　【川村保健福祉部長】

土浦第一中学校　岸　龍
りゅうや

哉さん
土浦市では、どのような少子
化対策案を考えていますか。
また私たちへどのように関係
するのかを教えてください。

土浦の将来を担う子どもたちからの問いかけ土浦の将来を担う子どもたちからの問いかけ

令和元年度子ども模擬議会令和元年度子ども模擬議会

中心市街地活性化について

　市では、中心市街地の賑わいを取り戻すために、市役所
の駅前移転、アルカス土浦の建設、学祭TSUCHIURAの開
催などの取り組みを進めてきました。また、つくば霞ヶ浦り
んりんロードの開通、りんりんスクエア土浦、りんりんポー
ト土浦の開業など、サイクリング環境の充実が図られていま
す。今後も県や沿線自治体、民間事業者と連携しながら、「自
転車のまち土浦」を全国へ発信するとともに、誰もが気軽に
参加できるイベントも開催していきます。　 【五頭副市長】

土浦第四中学校　小林美
み ゆ う

憂さん
若者が集まる、活気あるまち
づくりを進めるために、今後
どのようなことをしていきま
すか。
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地震などの自然災害時の対応について

　市では、市内の小中学校28箇所を、避難所として
指定するとともに、学校敷地内の防災倉庫に避難生活
に必要な物資を備蓄しており、避難されてきた方々が
避難所での生活を送れるようにしています。一方、他
の地域で災害が起きた時の対応は、要請に基づき、被
災地への職員派遣や物資を提供するなど、その状況に
応じた支援を行っています。　　　　

【望月総務部長】

自然災害が起こった場合、物資
はどのように供給されますか。
また遠くで災害が起こった場
合、どのような対応をしますか。

土浦第六中学校　大川尚
な お き

紀さん
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　今年で24回目となる「子ども模擬議会」が 8 月８日
に市議会議場で開催されました。この議会は、市内
の小学生・中学生が議員となって、日ごろ感じてい
る市政についての疑問を、市長をはじめ、市の執行
部に問いかけるものです。
　今年は市内８校の中学校及び義務教育学校から選
ばれた子ども議員16名と議長２名が参加しました。
　子どもたちの質問は、小中一貫教育や環境対策に
ついてなど、様々でした。
　子どもならではの視点から繰り出された大人顔負
けの質問の数々と、それに対する市の答弁の概要を
合わせて紹介します。
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地球温暖化対策について

　市では、「土浦市地球温暖化防止行動計画」を策定し、
温室効果ガスの排出量削減を目的に、環境に配慮した
設備の導入や燃やせるごみの削減など、市民の皆さん
と様々な取り組みを行っています。
　地球温暖化対策には、私たちの日常の生活が原因で
あることを認識し、一人ひとりが、省エネルギー行動
を実践することや、環境にやさしいライフスタイルを
続けていくことが大切です。　　　　　　【中川市長】

地球温暖化によって、世界中
で台風の増加、砂漠化などが
起こっています。土浦市では
どのような対策をしていますか。

土浦第五中学校　門田太
た い ち

一さん

土浦市への企業誘致について

　市では、多くの企業が参加する物流総合展や産業立
地セミナーなどで地域の特性をPRすることにより企
業誘致の推進を図っています。また、「企業立地促進
奨励金交付制度」や「中心市街地開業支援事業」ととも
に、東京圏からの就業者または開業者に支援金を交付
する「わくわく茨城生活実現事業」を実施し、定住人口
の増加と地域経済の活性化を図ってまいります。　　
　　　　　　　　　　　　　　　【塚本都市産業部長】

企業が市外へ移転すると、人口
流出や、税収減少などの問題が
生じます。土浦市ではどのよう
な企業誘致を進めていますか。

土浦第二中学校　栗原佳
か こ

湖さん
小中一貫教育の今後について

　市では、施設一体型の新治学園義務教育学校以外は
施設分離型の小中一貫教育を進めているため、９年間
の学習に連続性を持たせる授業を行ったり、中学校区
ごとに学習や学校生活のきまりを統一して、中一ギャッ
プの解消を図っています。更に、９年間使うキャリア
ノートを配布し、将来の夢を育てています。また、小
学生と中学生の連携を深めるために、TV会議などを
行い、交流を図っています。　　　　　　【井坂教育長】

土浦第三中学校　山下遼
りょうま

馬さん
小中一貫教育について、今後
の施設運用の仕方と、それに
伴う問題について教えてくだ
さい。

土浦の将来を担う子どもたちからの問いかけ土浦の将来を担う子どもたちからの問いかけ

令和元年度子ども模擬議会令和元年度子ども模擬議会
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公園の維持・管理について

　市には274か所の公園などがあり、職員が定期的に
点検しています。また、公園の掃除をしたり花壇を作っ
たりする活動を支援する「土浦市公園里親制度」には、
11団体、延べ279人が登録し、公園の里親として活
動しています。公園は、皆さんの遊び場や憩いの場と
して、いつもきれいで緑がいっぱいになるように、地
域の方々と協力して管理していきたいと思います。　
　　　　　　　　　　　  　　　 　　【岡田建設部長】

学区内にあまり利用されていな
い小さな公園があります。地域
の人たちが安全に利用しやすく
する予定や工夫はありますか。

土浦第二中学校　小森優
ゆ う と

慧さん
空家の対策について

　市では、建物の所有者に、空家になる前から準備をし
ていただくために啓発チラシを配付したり、空家の所
有者のための相談会を開催し、空家を減らす対策を計
画的に進めています。また、問題のある空家の所有者を
探して手紙の送付や電話・訪問をして、しっかり管理
するよう伝えています。しかし時間がかかる場合もあり
ますので、瓦が落ちそう、壁が崩れそうなど危険な場合
は、市が応急措置をしています。 【小松澤市民生活部長】

土浦第一中学校　宮本さくらさん
空家の問題は周囲にも迷惑を
かけてしまいます。土浦市で
は、空家を減らすためにどの
ような対策をしていますか。

障がい者が暮らしやすいまちづくりについて

学校には、障がいのある方にとっ
て不便な所があります。障がい
のある方が暮らしやすくなるた
めの対策は行っていますか。

土浦第五中学校　石川遥
は る な

菜さん

　市では、学校昇降口へのスロープ設置や、多目的トイ
レの設置、最近では、廊下などの段差解消工事や、車
椅子用の階段昇降機の設置を行っています。また、新
しく建築される学校には、エレベーターの設置も行って
います。学校近くの歩道段差への対策ですが、視覚障
がい者のための誘導ブロックの設置など、様々な事業
を進めており、今後も、障がいのある方の視点に立って
整備を進めていきたいと考えています。【羽生教育部長】

土浦市の将来像について

　市では人口減少の克服に向けた総合戦略を策定し、
「若い世代の結婚・出産・子育てに対する希望を実現
する」、「本市への人口流入を促進する」、「人口減少・
高齢化に伴う地域社会の変化に柔軟に対応する」と
いった考えのもと、様々な施策を推進しています。「昨
日より今日、今日より明日」着実に施策を積み重ね、
誰もが住んでみたい、住んで良かったと思える「新し
い土浦」を築いていきます。　　　　　　  【中川市長】

私たちが親の世代になる20
年後の土浦市の将来像につい
て教えてください。

土浦第三中学校　栁沼　直
なお

さん
学校の管理について

　市では、使われなくなったさまざまなな市の施設に
ついて、今後、どのように利用できるかなど、各施設
の状況に合った活用方法の検討をしています。新治地
区の廃校となった３つの小学校についても、他の公共
施設への転用や民間の利活用など、それぞれの施設の
状況に合った活用方法を引き続き検討し、整理された
ものから順次、皆さんにお知らせしていく予定です。
　　　　　　               　　　      【船沢市長公室長】

新治学園義務教育学校　宮本陽
は る き

生さん
藤沢小学校など、廃校となっ
た学校の校舎について、今後
どのように活用していくのか
を教えてください。

土浦の将来を担う子どもたちからの問いかけ

令和元年度子ども模擬議会
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火災予防について

　昨年の市内の火災原因は多い順に、放火・放火の疑い、
たばこなどの火の不始末、コンロの火の消し忘れとなっ
ています。火災予防の主な取り組みとしては、春と秋の
火災予防運動週間中に、一般家庭を訪問する「住宅防火
診断」や店舗などへの「立入検査」を実施し、火災予防の
助言・指導をしているほか、様々な人が利用する建物
などで、重大な消防法令違反がある場合、利用する人
に知らせる「公表制度」を実施しています。【飯村消防長】

火災の主な原因は何ですか。
また、火災を減らすために今
後どのような取り組みを行っ
ていきますか。

土浦第四中学校　中島　暖
ひなた

さん

英語教育の向上について

　市では、ALTが英語のコミュニケーション活動を
補助したり、外国語教育サポーターが担任と一緒に授
業を行ったりして、英語力の向上を図っています。今
後は、英語で聞いたことを自分の言葉で話したり、読
んで分かったことを自分の言葉で書いたりする授業が
多くなります。皆さん達が高い英語力を身に付け、英
語でコミュニケーションを図り、世界中で活躍してく
れることを期待しています。　　　　　【井坂教育長】

英語能力の向上について、小中
学校では現在どのような取り組
みが行われていますか。また今
後についても教えてください。

土浦第六中学校　天羽智
と も か

香さん

霞ヶ浦の水はいつきれいになるのかについて

　霞ヶ浦の水質は、高度成長期の人口増加で、昭和 40
年代後半から汚れが目立つようになりました。そこで、
市では下水道整備事業や、町内会や市民団体との清掃
活動など、様々な取り組みを続けました。その結果、霞ヶ
浦の水質は、徐々にきれいになってきました。今後も
一人ひとりが関心を持ち、身近にできる取り組みを続
けることで、霞ヶ浦がきれいになり、たくさんの人が
訪れてくれるようになると思います。　　【五頭副市長】

霞ヶ浦はいつきれいになりま
すか。また、きれいにするた
めに、どのような取り組みをし
ているのかを教えてください。

都和中学校　久松大
だ い き

樹さん

ごみ袋とごみの分別について

　市では昨年10月から家庭ごみ処理有料化制度を導
入し、各家庭にごみ処理費用の一部を負担してもらう
こととなったことから、ごみ袋の値段が上がっていま
す。ごみの分別については、品目ごとに民間のリサイ
クル事業者に委託し、再利用や再資源化を行っていま
すが、資源物に他のものなどが混ざっている場合には
返却されてしまうので、燃やせるごみ、燃やせないご
みとして処分しています。　　　　【船沢市長公室長】

ごみ袋の値段が上がった理由
は何ですか。また分別されな
かったごみはどのように処分
されるのかを教えてください。

都和中学校　井坂陸
り く と

斗さん
防犯について

　市内には夜間の事故や犯罪を抑止するための防犯灯
が約14000基設置されています。最近ではそれらを
LED化する事業も行っています。また、 事 故 や 事 件
の発生が予想される場所に、それらの抑止や早期解決
を目的として防犯カメラを設置しています。その他に
青色防犯パトロールカーによる地域の見守りや、ス
クールガードリーダーによる見回りや安全指導などに
取り組んでいます。　　　　　【小松澤市民生活部長】

新治学園義務教育学校　酒井一
か ず き

輝さん
街灯の数が少ないと、下校時
に不安を感じます。土浦市の
行っている防犯対策について
教えてください。

土浦の将来を担う子どもたちからの問いかけ

令和元年度子ども模擬議会


