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資 料 編

　この工程表は、本プランの実現性・実効性を検証する際の資料として、また、本プラン推進の道筋

をわかりやすく示していくことを目的に作成したものです。

　「優先プロジェクト」、「主要事業」として位置付けている事業を対象に、策定時点で想定される取組

事項、実施工程、概算予算額を記載しており、この工程表をベースにアクションプランを作成します。

１  主要事業の工程表

重点戦略１　協働のまちづくりと地域力のアップ

優先プロジェクト
主要事業名
（担当課） 取組事項

実施工程
年度 H24 H25 H26 H27 H28

まちづくりバンク・ポイント制度の
構築 新規
（市民協働課）
※まちづくり宣言１・３

◆ボランティアバンク制度の構
築・運用

◆ボランティアポイント制度の構
築・運用

工程
ポイント制度構築・試行 運用スタート

バンク制度構築 運用スタート
予算 - - 500 500 500 

自治基本条例の制定 新規
（企画課）
※まちづくり宣言２

◆まちづくりの基本的事項を定
めた独自の条例制定

◆制定のための市民会議の運営

工程
市民会議での協議、条例制定

予算 - -

中核的な地域コミュニティの形成
新規
（市民協働課）
※まちづくり宣言３

◆地域との協議継続
◆設立準備会の設置
◆モデル地区の募集・協議
◆随時組織化
◆補助金の交付

工程
モデル地区の募集・協議

合意が得られた地区から随時組織化
予算 200 4,600 8,100 13,700 17,300 

まちづくり宣言１　市民活動日本一を目指したまちづくりを進めます
主要事業名
（担当課） 取組事項

実施工程
年度 H24 H25 H26 H27 H28

協働事業提案制度
（市民協働課）

◆市民提案型・行政提案型協働
事業の募集・実施

◆アイデア提案の募集・実施

工程
毎年度募集、採択事業の実施

予算 1,000 1,000 1,500 1,500 2,000 

公共施設里親制度の拡充
（施設整備課） ◆公共施設里親制度の拡大

工程
公共施設里親制度の拡大(周知募集)

予算 300 300 400 400 400 

市民活動の支援
（市民協働課）

◆立ち上げ支援策の見直し
◆市民活動センターの運営見直し

工程
支援策見直し 新しい立ち上げ支援策スタート

市民活動センター新体制での運営
予算 5,000 5,200 5,200 5,200 5,200 

市民活動の啓発
（市民協働課）

※市民活動センター事業の中で
実施

工程
ＰＲ・講座開催等(市民活動センターで実施)

予算 - - - - -

まちづくり宣言２　市民みんなで考え、つくる、わかりやすいまちづくりを進めます
主要事業名
（担当課） 取組事項

実施工程
年度 H24 H25 H26 H27 H28

政策情報誌の発行 新規
（情報政策課） ◆政策情報誌の発行

工程
毎年度発行（４回程度）

予算 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

情報発信システムの構築 新規
（情報政策課）

◆メールによる情報配信
◆エリアメールの配信
◆ツイッター・フェイスブックの活用

工程
※23年度中にシステム構築、運用

予算 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
新しい市政モニター制度の構築
新規
(秘書広聴課)

◆新たな市政モニター制度の
　構築・運用

工程
制度構築、運用スタート

予算 300 - - - -
市公式ホームページの充実と
幅広い活用
（情報政策課）

◆掲載基準作成・運用
工程

掲載基準作成 運用スタート
予算 - - - - -

市民参画の機会拡大
（秘書広聴課）

◆タウンミーティングの開催
◆市長座談会の開催
　（12回/年度）

工程
タウンミーティング（毎年度）、市長座談会の開催（随時)

予算 - - - - -

予算欄は概算事業費を記載（単位：千円）
　　ー：事業費10万円未満
　　▲：手法等未定のため積算不能
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まちづくり宣言３　地域の力を活かした、地域が輝くまちづくりを進めます
主要事業名
（担当課） 取組事項

実施工程
年度 H24 H25 H26 H27 H28

地域担当職員制度の導入
新規

（市民協働課）
◆地域担当職員制度の構築・運用

工程
制度構築 運用スタート

予算 - - - - -

地域活動拠点の充実
（市民協働課）

◆コミュニティセンターの改修
◆集会施設整備助成
◆公共施設や民間施設の活用
　（家賃支援）

工程

コミュニティセンター大規模改修

集会施設整備助成

支援制度構築 運用スタート
予算 35,000 37,500 7,000 7,000 7,000

新たなまちづくり補助金制度の
活用促進
（市民協働課）

◆新しい補助金制度の運用
◆周知・活用促進

工程
周知・活用促進

予算 12,000 12,000 12,000 4,000 4,000 

地域住民の意識啓発
（市民協働課） ◆研修会、ワークショップの開催

工程
研修会、ワークショップの開催

予算 500 500 500 500 500 

重点戦略２　若者・子育て世代の定住環境の創出

優先プロジェクト
主要事業名
（担当課） 取組事項

実施工程
年度 H24 H25 H26 H27 H28

保育・預かりサービスの充実
（こども課・青少年育成課）
※まちづくり宣言４

◆保育所の新設
◆公立保育所の運営
◆私立保育所運営助成
◆学童保育
◆子育て支援施設運営
◆子育てサポート利用助成

他

工程

保育所新設整備（※整備費用は未計上）

学童保育６年生まで拡大

保育・預かりサービスの実施
予算 1,330,000 1,330,000 1,344,000 1,344,000 1,344,000 

遊びの拠点づくり 新規
（施設整備課・青少年育成課）
※まちづくり宣言４

◆拠点公園の選定
◆遊具等の設置
◆プレーパークとしての活用

工程
拠点の選定 施設整備等

プレーパーク運営体制構築 実施
予算 - 50,000 2,000 2,000 2,000 

龍ケ崎教育市民会議の開催
新規 （学務課）
※まちづくり宣言５

◆教育市民会議の開催
工程

仕組みの構築 市民会議の開催
予算 - - - - -

まちづくり宣言４　子育て環境日本一を目指したまちづくりを進めます
主要事業名
（担当課） 取組事項

実施工程
年度 H24 H25 H26 H27 H28

出会いのサポート 新規
（商工振興課） ◆婚活パーティの開催

工程
毎年度開催（１～２回）

予算 - - - - -

緊急時の医療体制の確保
（健康増進課）

◆小児救急医療輪番制の運営
◆空白時間帯の解消

工程
輪番制の運営・空白時間帯の解消に向けた協議

予算 840 840 1,210 1,210 1,210 

たつのこ育て応援の店・施設の
拡充
（こども課・財政課）

◆たつのこ育て応援施設の整備
◆市役所へのキッズコーナー設置
◆たつのこ育て応援の店の拡充
◆いばらきキッズクラブ協賛店
拡大

工程
たつのこ育て応援施設の整備（※応援の店拡充は随時）

市役所キッズコーナー設置
予算 800 300 

医療費と給食費の負担軽減
新規

（保険年金課・学校給食センター）

◆小児マルフクの拡大
◆給食費の負担軽減

工程
マルフク拡大
（小６まで） マルフク拡大（中学校３年生まで）

給食費負担軽減（第３子）
予算 30,000 57,000 86,000 86,000 86,000 

相談・支援体制の充実
（健康増進課・こども課）

◆赤ちゃん訪問
◆乳幼児健康相談
◆家庭児童相談

工程
相談・支援事業実施、体制の強化

予算 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 



56

資 料 編

３人っ子応援制度
（こども課） ◆第３子支援事業

工程
第３子支援事業 ※出産祝金受給者保育料助成継続

予算 9,600 23,700 28,800 43,300 43,300 

「子育て環境日本一」のアピール
（こども課） ◆特長的なイベントの開催

工程
イベント開催

予算 300 

住み替え支援策の構築 新規
（都市計画課）

◆子育て世代に特化した住み替
え支援策の検討（空き家や中
古住宅の活用等）

工程
支援策導入調査研究 （調査研究結果に応じて事業化）

予算 - - 5,000 5,000 5,000 

まちづくり宣言５　心豊かな「龍の子」を地域で育てるまちづくりを進めます
主要事業名
（担当課） 取組事項

実施工程
年度 H24 H25 H26 H27 H28

学力の向上
（指導課） ◆非常勤講師の配置

工程
非常勤講師の配置（少人数指導・チームティーチング）

予算 30,200 30,200 30,200 30,200 30,200 

学校図書の充実
（学務課）

◆小中学校への学校図書館司書
の配置

工程
学校図書館司書の配置

予算 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 
小中学校の適正規模適正配置
新規
（学務課）

◆地域への情報提供・意見交換
◆学校規模適正化検討協議会の
設置（小規模小学校４校）

工程
地域との意見交換（学校規模適正化検討協議会）

予算 - - - - -

教育支援体制の充実
（教育センター）

◆教育相談員・学校教育相談員
の配置

◆さわやか相談員等の配置

工程
相談員の配置

予算 24,500 24,500 24,500 24,500 24,500 

学校・家庭・地域連携による
特長的な教育環境の創出
（学務課・青少年育成課）

◆龍ケ崎教育月間の取組
◆龍ケ崎教育の日の取組
◆地域人材の活用
◆子ども会、青少年育成龍ケ崎
市民会議等の活動支援

工程
教育の日関連事業実施

子ども会、青少年育成龍ケ崎市民会議等の活動支援
予算 860 860 860 860 860 

龍・流連携事業の拡大
（指導課・企画課）

◆ボランティア学生派遣
◆運動部支援

他

工程
龍・流連携事業の展開

予算 - - - - -

特色ある学校づくり 新規
（学務課・指導課）

◆一流に触れる機会の拡大
◆体験活動の拡大

工程
仕組みの構築 実施

予算 - 2,000 2,000 2,000 2,000 

重点戦略３　まちの活性化と知名度アップ

優先プロジェクト
主要事業名
（担当課） 取組事項

実施工程
年度 H24 H25 H26 H27 H28

グリーンツーリズム・アグリツーリズムの展開
新規 （まちづくり推進課）
※まちづくり宣言６

◆体験型ツアーの開催
工程

実施準備 ツアー開催
予算 - - - - -

自然エネルギーの利用促進
新規 （財政課・環境対策課）
※まちづくり宣言９

◆太陽光発電等システム導入助成
◆公共施設への導入
◆導入可能自然エネルギーの研究

工程
太陽光発電システム導入補助

公共施設への導入
予算 15,800 50,800 15,800 

まちづくり宣言６　豊かな自然・地域資源を活かしたまちづくりを進めます
主要事業名
（担当課） 取組事項

実施工程
年度 H24 H25 H26 H27 H28

道の駅の誘致 新規
（まちづくり推進課）

◆道の駅の誘致
　（施設コンセプト、場所等の検討）

工程
方針整理 誘致活動展開

予算 - ▲ ▲ ▲ ▲

牛久沼の有効活用
（都市計画課・まちづくり推進
課・企画課）

◆休憩ポイント・散策路の整備
◆イベントの開催
◆活用ビジョンの策定

工程
休憩ポイント等整備、活用ビジョンの策定

ウォーキングイベントなどの開催(毎年度)
予算 100 20,100 100 100 100 
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まちの探訪モデルコースの設定
新規
（まちづくり推進課）

◆コース設定
◆ツアー開催

工程
実施準備 ツアー開催

予算 - - - - -
フィルムコミッションの立ち上げ
新規
（まちづくり推進課）

◆フィルムコミッションの組織化
◆協力施設登録・エキストラ登録制度
◆ＰＲ

工程
組織化、活動スタート

予算 - - - - -

龍ケ崎ブランドアクションプラン
の策定・実行 新規
（まちづくり推進課）

◆龍ケ崎ブランド戦略会議の設置
◆基礎的調査実施、提言とりまとめ
◆アクションプランの策定・実行

工程
ブランド会議設置・協議

アクションプランの策定 アクションプラン実行
予算 10,500 500 ▲ ▲ ▲

まちづくり宣言７　元気を生み出す活力ある産業が育つまちづくりを進めます
主要事業名
（担当課） 取組事項

実施工程
年度 H24 H25 H26 H27 H28

農産品の龍ケ崎ブランド認定制
度の構築 新規
（まちづくり推進課・農政課）

◆農産品のブランド認定制度の
構築

◆特別栽培米の作付拡大
◆販路拡大

工程
仕組み構築・試行 運用スタート

特別栽培米の作付拡大
予算 1,000 2,000 4,000 5,000 5,000 

エコファーマーの推進
（農政課） ◆エコファーマー取得推進、ＰＲ

工程
エコファーマーの取得推進、PR

予算 - - - - -

直売の場の拡大
（農政課）

◆出店農家の拡大
◆日曜朝市、軽トラ市等の継続

工程
出店農家の拡大

予算 - - - - -

農業体験の拡大
（農政課・まちづくり推進課） ◆農業体験イベントの開催

工程
農業体験イベントの開催

予算 - - - - -

新たな商業拠点の形成 新規
（都市計画課）

◆土地利用方針策定
◆都市計画の変更

工程 活用方針策定 都市計画変更調整 ※事業化促進
影響度調査

予算 5,000 5,000 5,000 ▲ ▲

企業誘致の推進
（商工振興課・都市計画課）

◆自然エネルギー関連企業の誘致
◆つくばの里工業団地拡張検討
◆龍ヶ岡地区の大規模未利用地
の活用検討

◆企業誘致奨励金のＰＲ

工程
誘致適地の洗い出し、トップセールス、事業化促進

予算 - ▲ ▲ ▲ ▲

既存企業の支援
(商工振興課)

◆企業誘致奨励金のＰＲ
◆事業資金融資あっ旋

工程
企業誘致奨励金の交付・ＰＲ、事業資金の融資あっ旋

予算 31,600 26,100 26,100 26,100 26,100 

起業者支援 新規
（商工振興課・農政課）

◆コミュニティビジネス起業者支援
◆地域ビジネス支援

工程
仕組みの構築 運用スタート

地域ビジネスモデル事業検討 事業化促進
予算 - 1,200 2,400 3,600 3,600 

まちづくり宣言８　大学のあるまちのメリットを活かした特色あるまちづくりを進めます
主要事業名
（担当課） 取組事項

実施工程
年度 H24 H25 H26 H27 H28

龍・流連携事業に関する情報の
発信
（企画課）

◆専用ホームページ等の開設
工程

ＨＰ開設
予算 -

市民大学講座の充実
（企画課） ◆新規講座の開催

工程
新規講座の開催（随時）

予算 200 200 200 200 200 

大学運動部のバックアップ
（企画課・スポーツ振興課）

◆情報発信
◆応援ツアーの開催

工程
応援ツアーの開催等、継続的なバックアップ

予算 100 100 100 100 100 

学生割引サービスの拡大
（企画課）

◆学生ニーズの把握
◆協力店の拡大

工程
アンケート調査 協力店の拡大

予算 - - - -
大学国際観光学科との連携
新規
（まちづくり推進課）

◆龍ケ崎ブランド戦略会議への
参画（教員・学生）

◆アクションプランの協働実施

工程
戦略会議への参画 アクションプランの協働実施

予算 - - - - -

保育分野での連携 新規
（青少年育成課・こども課）

◆保育所、学童保育における連
携事業実施

工程
連携事業の実施

予算 - - - - -
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重点戦略４　安心と住みよさが実感できる生活環境づくり

優先プロジェクト
主要事業名
（担当課） 取組事項

実施工程
年度 H24 H25 H26 H27 H28

地域における防災訓練の充実
（交通防災課）
※まちづくり宣言10

◆自主防災組織の結成促進、既
存組織の活性化

◆防災士の育成・活用

工程

全地区での自主防災組織結成支援

防災士の育成

既存組織の活性化
予算 3,580 3,580 3,580 - -

高齢者向け市内公共交通定期券
の発行
（都市計画課）
※まちづくり宣言11・12

◆高齢者向け市内公共交通共通
パスの発行

　（23年度仕組み構築）

工程
一部運用スタート、関係機関調整

運用スタート
予算 1,220 1,290 1,350 1,410 1,470 

まちづくり宣言10　安心安全が実感できるまちづくりを進めます
主要事業名
（担当課） 取組事項

実施工程
年度 H24 H25 H26 H27 H28

地域防災計画や防災関連マニュ
アルの見直し
（交通防災課）

◆地域防災計画の見直し
◆職員初動体制マニュアルの見
直し（防災地域担当制）

工程 計画等整備 新しい計画等に基づき防災体制強化
防災地域担当制導入

予算 - - - - -

情報伝達体系の強化
（交通防災課）

◆新たな無線システムの導入
◆エリアメールの配信【再掲】
◆ツイッターの活用

工程 新たな無線
システム導入 運用スタート

予算 10,000 900 900 900 900 

被災者支援システムの構築
（情報政策課・交通防災課） ◆システムの構築・運用

工程
システムの構築・運用スタート

予算 - - - - -
災害備蓄の充実と災害援助協定
等の拡大
（交通防災課）

◆防災コンテナ備蓄品の点検・補充
◆自治体間、民間事業者との災
害援助協定拡大

工程
防災コンテナ備蓄品の補充、災害援助協定拡大

予算 2,000 2,000 3,000 2,000 2,000 

災害時の要援護者避難支援
（社会福祉課・高齢福祉課）

◆全体リストの更新
◆新規登録者の個別計画作成
◆地域支援者の選定

工程
全体リストの更新・新規個別計画の作成

予算 340 340 340 340 340 

企業等との連携体制の構築
（企画課）

◆学生の地元雇用の確保
◆大学と地元企業との連携事業
の実施

工程
連携の仕組みづくり 連携事業の実施

予算 - - - - -

まちづくり宣言９　環境先進都市を目指したまちづくりを進めます
主要事業名
（担当課） 取組事項

実施工程
年度 H24 H25 H26 H27 H28

高効率照明（ＬＥＤ）の普及促進
（財政課・環境対策課）

◆公共施設（駅前広場・防犯灯）
への導入

◆ＬＥＤ普及促進、ＰＲ

工程
公共施設への導入、ＬＥＤの普及促進

予算 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

バイオマス利用の拡大
（環境対策課）

◆公用車のバイオディーゼル燃料
利用拡大

◆バイオディーゼル燃料の利用促進

工程
バイオディーゼル燃料利用の拡大

予算 490 490 990 990 990 

生ごみ減量の推進
（環境対策課）

◆堆肥化促進
　（ダンボール堆肥化・刈草と給
食センター生ごみの堆肥化）
◆啓発活動

工程 ダンボール堆肥化
刈草と給食センター生ごみの堆肥化

予算 1,750 

地域リサイクル事業の充実
(環境対策課) ◆サンデーリサイクルの充実

工程
サンデーリサイクル事業の実施

予算 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 

クリーンプロジェクト
（環境対策課）

◆自然環境美化イベントの開催
◆市民参画の拡大
◆環境美化サポーター制度の構築

工程
自然環境美化イベント開催

環境美化サポーター制度の構築 運用スタート
予算 - - - - -
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防災知識の普及
(交通防災課)

◆防災情報の発信
◆講演会・研修会の開催

工程
情報発信・講演会等の開催

予算 - - - - -

地域防犯活動の充実
（交通防災課）

◆防犯サポーターのパトロール
◆北竜台防犯ステーションの運営
◆地域防犯活動支援
◆北竜台市街地への交番設置に
向けた要望活動継続

工程
防犯パトロール、防犯ステーションの運営等

交番設置に向けた要望活動の継続
予算 13,300 13,300 13,300 12,400 10,600 

まちづくり宣言11　誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりを進めます
主要事業名
（担当課） 取組事項

実施工程
年度 H24 H25 H26 H27 H28

身近な買い物環境の充実
（商工振興課・高齢福祉課）

◆宅配サービス等の情報集約と
発信

◆まいんの活用検討

工程
宅配サービス等の情報集約と発信

まいんの活用検討
予算 - - - - -

高齢者の居場所づくり
（高齢福祉課）

◆公共施設や民間施設の活用
　（家賃支援）

工程
支援制度構築 運用スタート

予算 - 2,500 2,000 2,000 2,000 

高齢者の健康づくりの推進
（健康増進課・高齢福祉課）

◆健康づくり教室の実施
◆指導者の育成
◆介護予防講座の開催

工程
健康づくり教室・介護予防講座の開催

予算 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 

障害福祉サービス提供と障がい者
家族の負担軽減
（社会福祉課）

◆障害福祉サービス事業所ひま
わり園・あざみの運営
◆児童デイサービスセンターつぼ
み園の運営

◆生活訓練等（夜間支援）事業
◆重症心身障害者の短期入所事業
◆ニーズの把握とサービス事業
所・県との協議

工程

福祉施設運営等の障害福祉サービスの展開

サービス事業所・県との協議

予算 36,100 36,100 36,100 36,100 36,100 

緊急時の医療体制の確保
（健康増進課）

◆休日緊急診療
◆病院群輪番制病院運営

工程
緊急医療体制の確保

予算 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 

まちづくり宣言12　交通インフラが充実した住みよいまちづくりを進めます
主要事業名
（担当課） 取組事項

実施工程
年度 H24 H25 H26 H27 H28

コミュニティバスの充実
（都市計画課）

◆路線の見直し
◆公共交通空白地帯の解消

工程
※試験運行の結果により判断

運用方針策定、新たな交通体系試験運行
予算 7,000 

関東鉄道竜ケ崎線の活性化
（都市計画課）

◆龍ケ崎市街地を循環し関東鉄
道竜ヶ崎駅にアクセスするバス
の運行

工程
※試験運行の結果により判断

試験運行
予算 7,600 

竜ケ崎線運行終了後の深夜バス
運行
（都市計画課）

◆龍ケ崎市街地方面への深夜バス
の運行

工程
※試験運行の結果により判断

試験運行
予算 1,500 

ＪＲ常磐線佐貫駅前の機能向上
新規
（都市計画課）

◆課題整理
◆検討組織の立ち上げ

工程
課題整理 検討組織立ち上げ・提言とりまとめ

予算 - - -

自転車の乗りやすい環境づくり
（都市計画課・施設整備課）

◆自転車利用に配慮した道路環境
の整備（段差の解消等）

工程
対象路線検討 環境整備（段差解消等）

予算 - ▲ ▲
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２  策定体制

市　　　　民

策定市民会議

まちみらいフォーラム

市民等意識調査

市民懇談会

団体ヒアリング

パブリックコメント

市　　　　長

庁　　　　議

政策推進会議

事　務　局
（政策推進部企画課）

各課等 職　員

総
合
計
画
策
定
審
議
会

議

　
　
　
　
　
　
　会

答申

諮問

議決

上程

意見・提言提言
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審議会・議会 市民参画 庁　内

平成22年

 ５月 ６日 庁議

 ５月20日 市議会全員協議会
・策定方針（案）について

 ７月 ５日 庁議

 ７月12日
総合計画策定審議会【第１回】
・諮問
・策定方針（案）について

 ７月21日 策定方針説明（全庁）

 ７月28日 まちづくり市民アンケート
調査実施（８月31日まで）

 ９月 ４日 策定市民会議スタート
（12月18日まで計８回）

 ９月14日 第５次総合計画達成状況等評
価シート作成着手（全庁）

10月 ３日 団体ヒアリングスタート
（２月４日まで21団体）

10月18日 高校生アンケート調査実施
（10月26日まで）

10月20日 庁議

11月 １日
総合計画策定審議会【第２回】
・策定の進捗状況について
・構成（案）について

11月14日 市民懇談会開催【第１回】
（11月21日まで６地区）

12月13日 職員アンケート調査実施
（12月27日まで）

12月18日 まちみらいフォーラム開催

平成23年

 １月 ４日 職員提案募集スタート
（１月17日まで）

 １月28日 庁内ワーキングスタート
（２月10日まで計３回）

 ２月 ７日 庁議

 ２月14日
総合計画策定審議会【第３回】
・現状と課題について
・策定市民会議からの提言について

 ２月17日 職員提案審査委員会

 ６月20日 素案（たたき台）の確認（全庁）

 ６月21日 政策推進会議

 ６月24日 庁議

３  策定の経過
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審議会・議会 市民参画 庁　内

 ７月 ２日 策定市民会議へのフィード
バック【第１回】

 ７月11日 総合計画策定審議会【第４回】
・素案（たたき台）について

 ７月13日 市議会総務委員会協議会
・素案（たたき台）について

 ７月16日 市民懇談会【第２回】
（７月31日まで13地区）

 ７月26日 政策推進会議

 ７月27日 関係課ヒアリング等実施

 ８月17日 庁議

 ８月27日 策定市民会議へのフィード
バック【第２回】

 ８月29日
総合計画策定審議会【第５回】
・修正案について
・実施工程表について

 ９月 ９日
市議会全員協議会
・（仮称）ふるさと龍ケ崎戦略
プラン（案）について

 ９月14日 庁議

 ９月21日
総合計画策定審議会【第６回】
・（仮称）ふるさと龍ケ崎戦略
プラン（案）について

 ９月24日 パブリックコメントスタート
（10月21日まで）

10月11日 主要事業の工程表（案）説
明・確認（関係課）

10月26日 庁議

10月31日

総合計画策定審議会【第７回】
・パブリックコメントの結果
と市の考え方について
・ふるさと龍ケ崎戦略プラン
（案）について
・答申について

11月16日 庁議

12月 １日 第４回市議会定例会に上程

12月19日 議決
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（１）策定市民会議・まちみらいフォーラム
◆会議開催の経過

開催日 主な内容

第１回 平成22年 ９月 ４日 オリエンテーション、講話、市長との懇談

第２回 平成22年 ９月25日 龍ケ崎市の現状と課題、グループワーク

第３回 平成22年10月 ９日 グループワーク

第４回 平成22年10月23日 グループワーク

第５回 平成22年11月 ６日 グループワーク

第６回 平成22年11月20日 グループワーク

第７回 平成22年12月 ４日 グループワーク

第８回 平成22年12月18日 まちみらいフォーラム（提言発表）

◆まちみらいフォーラム

　《開　催　日》平成22年12月18日

　《会　　場》文化会館小ホール

　《内　　容》テーマ：「みんなで考えよう！未来の龍ケ崎」

　　　　　　　策定市民会議からの提言発表、基調講演、パネルディスカッション等

　《参加者数》約100名

◆策定市民会議委員等名簿

コーディネーター 久保田　時　治 茨城県まちづくりアドバイザー

ファシリテータ（Ａグループ） 佐　藤　真智子

龍ケ崎市市民協働コーディネーターファシリテータ（Ｂグループ） 西　谷　友　克

ファシリテータ（Ｃグループ） 松　原　卓　朗

 グループ毎50音順、敬称略

Ａ
グ
ル
ー
プ

礒　部　昭　博 市 Ｂ
グ
ル
ー
プ

枝　川　大　地 流 Ｃ
グ
ル
ー
プ

飯　田　元　之 職

糸　賀　　　淳 市 江　畠　友　三 市 五十嵐　靖　啓 流

菊　池　定　幸 市 川　崎　幸　生 職 池　田　　　勇 市

北　川　滋　也 市 川　元　周　平 流 伊　藤　　　實 市

小　林　美貴代 職 木　村　　　敦 職 郡　司　照　夫 市

佐　藤　仁　美 流 鈴　木　崇　生 職 小　林　祐　子 職

関　口　道　治 職 髙　橋　　　博 市 佐　藤　　　弘 市

関　根　佑　太 流 高　山　淳　一 市 清　水　隆　司 市

細　谷　大　輔 流 田　中　加　代 市 沼　田　公美子 市

宗　像　　　悠 流 服　部　翔　平 流 福　田　亜由美 流

吉　永　健　男 職 藤　咲　　　晃 流 前　田　正　司 市

米　山　静　策 市 谷田貝　亮　太 流 安　田　英　治 市
 氏名右側の表記：「市」は市民公募、「流」は流通経済大学生、「職」は市職員

４  市民参画の状況
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（２）市民等意識調査
市　民 高校生

対　象 4,000人（18歳以上の市民）
住民基本台帳より無作為抽出

市内高等学校に通学する市内在住の 
高校２年生251人

期　間 平成22年７月28日から
平成22年８月31日まで

平成22年10月18日から
平成22年10月26日まで

方　法 郵送による配布・回収。無記名 各学校に依頼。無記名

回収数 1,658票 221票

回収率 41.6％ 88.0％

（３）市民懇談会
◆第１回（中学校区単位で開催、合計138名参加）

開催日 開催場所 参加者

平成22年11月14日
城ノ内コミュニティセンター 18名

馴柴コミュニティセンター 30名

平成22年11月20日 龍ケ崎コミュニティセンター 28名

平成22年11月21日

久保台コミュニティセンター 14名

松葉コミュニティセンター 38名

龍ケ崎西コミュニティセンター 10名

 ※開催場所は現在の名称で記載　

◆第２回（小学校区単位で開催、合計301名参加）

開催日 開催場所 参加者

平成23年 ７月16日

長戸コミュニティセンター 17名

八原コミュニティセンター 19名

城ノ内コミュニティセンター 18名

平成23年 ７月23日

馴柴コミュニティセンター 39名

馴馬台コミュニティセンター 22名

久保台コミュニティセンター 20名

平成23年 ７月24日
松葉コミュニティセンター 41名

長山コミュニティセンター 32名

平成23年 ７月30日

龍ケ崎西コミュニティセンター 22名

川原代コミュニティセンター 13名

北文間コミュニティセンター 17名

平成23年 ７月31日
龍ケ崎コミュニティセンター 16名

大宮コミュニティセンター 25名
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（４）団体ヒアリング（21団体実施）
分　野 実施団体 実施日

健康・福祉
ＮＰＯ法人ユーアンドアイ 平成22年11月19日

ＮＰＯ法人テディ・ベア 平成22年10月21日

教育・生涯学習・
文化・スポーツ

学校運営研究協議会 企画委員会 平成22年11月16日

流通経済大学 スポーツ健康科学部 平成22年11月 ９日

ＮＰＯ法人クラブ・ドラゴンズ 平成22年12月21日

体育協会 平成22年11月25日

文化協会 平成23年 １月27日

安心・安全
防犯連絡員協議会 平成22年10月 ７日

南が丘自主防災会 平成22年10月 ３日

都市整備
ＵＲ都市機構 茨城地域支社 平成22年11月 ９日

関東鉄道㈱ 平成22年11月19日

産業振興

商工会女性部 平成22年12月16日

商工会青年部 平成22年11月16日

ＪＡ竜ケ崎市 平成22年11月18日

物産会 平成23年 １月24日

つくばの里工業団地運営協議会 平成23年 ２月 ４日

交流・コミュニティ

住民自治組織連絡協議会 平成22年10月23日

竜ヶ崎青年会議所 平成22年11月 ２日

地域女性団体連絡会 平成22年10月16日
市民参画・
市民協働・行財政 市民協働コーディネーター 平成22年12月15日

まちづくり全般 流通経済大学 平成22年12月 ３日

（５）パブリックコメント
◆意見提出期間

　平成23年９月24日～平成23年10月21日

◆募集結果

　意見提出者５名、意見件数22件
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《答申書（写）》

平成23年10月31日

龍ケ崎市長　　中　山　一　生　　殿

龍ケ崎市総合計画策定審議会

会　長　　八　田　正　信

ふるさと龍ケ崎戦略プラン（案）について（答申）

　平成22年７月12日付け龍企第33号をもって諮問のあったみだしのことについては、慎重審議の結

果、妥当なものと認める。

　なお、ふるさと龍ケ崎戦略プラン（以下「本プラン」という。）の推進にあたっては、当審議会におけ

る審議経過及び策定市民会議などを通して寄せられた市民の意見を尊重するとともに、下記付帯意見に

十分留意のうえ、計画的かつ着実な実施に取り組まれたい。

記

１　目標人口83,000人については、将来人口推計や昨今の人口動向等から勘案すると現実との乖離が

懸念される数値ではあるが、大きな夢と目標をもって取り組んでいくという姿勢を示しているものと

理解する。目標の実現に向けて、本プランに位置付けられた施策も含め、人口増加につながる特色あ

る施策を積極的に展開されたい。

２　今後のまちづくりのあり方として「新しい公共」の構築が大変重要であり、そのためには市民の理

解と共通認識が必要不可欠となる。龍ケ崎市として「新しい公共」にどう取り組んでいくのか、役割

分担等の考え方を示したうえで、市民のコンセンサスを得るための取組を進められたい。

３　まちづくりの担い手として地域が果たす役割やその重要性が増している。住民自治組織を主体とし

た地域力の向上につながる取組を推進されたい。

４　今後も不安定な財政状況下での行政運営が見込まれる中、本プランに掲げた施策を実行していくた

めにも、財政健全化の取組を継続するとともに自主財源の確保に鋭意取り組まれたい。

５　公共交通の利便性向上に向けて、ＪＲ常磐線の輸送力増強やコミュニティバスの一層の充実等に取

り組まれたい。

６　東日本大震災の教訓を踏まえ、自主防災組織の活動の活性化等、地域における防災体制の強化を図

られたい。

７　市民の安心安全の一層の向上に向けて、地域における防犯活動の推進と市民の防犯意識の高揚に資

する施策に積極的に取り組まれたい。

８　本プランは、今後５年間のまちづくりの重点方向を示す重要な計画であることから、市民への周知

と意識の共有を徹底されたい。また、若者・子育て世代の定住促進を図るため、市外に向けても積極

的に発信されたい。

５  総合計画策定審議会からの答申・委員名簿
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《委員名簿》
区分毎50音順、敬称略

区　分 氏　名 職　名 備　考

市議会議員

北　澤　　　満 龍ケ崎市議会議員（環境生活委員会）

滝　沢　健　一 龍ケ崎市議会議員（文教委員会）

油　原　信　義 龍ケ崎市議会議員（健康福祉委員会）

※ 披　田　信一郎 龍ケ崎市議会議員（健康福祉委員会） ※平成22年度まで

※ 深　沢　幸　子 龍ケ崎市議会議員（都市環境委員会） ※平成22年度まで

※ 山　宮　留美子 龍ケ崎市議会議員（文教委員会） ※平成22年度まで

知識経験者

海　田　征　夫 龍ケ崎市教育委員会委員長 ★副会長

川　北　惠一郎 龍ケ崎市社会福祉協議会副会長

小　林　政　弘 茨城県竜ケ崎工事事務所長

八　田　正　信 流通経済大学社会学部教授 ★会　長

古　井　　　恒 流通経済大学流通情報学部教授

※ 坪　山　克　之 茨城県竜ケ崎工事事務所長 ※平成22年度まで

各種団体等

城　出　鴻二郎 龍ケ崎市商工会副会長

武　田　嘉　子 ＪＡ竜ヶ崎市女性部副部長

松　田　健　吾 龍ケ崎市防犯連絡員協議会会長

山　本　　　南 龍ケ崎市女性会副会長

市 民 代 表

石　川　初　惠

土　屋　義　郎

西　谷　友　克

野　崎　哲　也
 平成23年10月31日（答申時）現在


