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歴史と伝統が息づく中に都市的快適性と自然環境
が調和した“ふるさと龍ケ崎”。
そこに住み、集う多くの方々が真に幸せを感じ、
心から愛情や愛着、そして誇りを感じてもらえる
まちを創りあげていきたい…。
市民みんなの願いであり私の思いでもあります。

このような市民の皆さんの思いに応えるとともに、
めまぐるしく変化する社会環境に的確に対応していくための新しいまちづくりの最上位計画と
して、この「ふるさと龍ケ崎戦略プラン」を策定しました。

「人が元気　まちも元気　自慢したくなるふるさと　龍ケ崎」。
目指していくまちの姿として掲げたこのキャッチフレーズは、人の動きがまちの元気につながり、
そこに愛着と誇りが生まれ、ついつい自慢したくなる、このような姿をイメージしたものです。
「市民活動日本一」、「子育て環境日本一」。
龍ケ崎市が進めていくまちづくりの大きな目標として掲げた大切なキーワードです。
いずれも、市民の皆さんの将来を見据えた“ふるさと龍ケ崎”への期待が盛り込まれています。

本プランは、市民みんなのプランです。
実現に向けては、市民と行政の連携・協働により進めていくことが基本となります。
その推進力となるのは、一人ひとりの思いや行動力。それが、地域の力につながり、地域力が
まちを動かす原動力となります。
市民と行政、市民同士が問題意識を共有し、共に解決方法を考え、そして実践する、「龍ケ崎ス
タイル」のまちづくりに共に取り組みましょう。

最後に、本プランの策定にあたり、多くの時間を割いて提言書をまとめあげていただいた策定
市民会議の皆さん、貴重なご意見やご提言をお寄せいただきました市民の皆さんに心から感謝
を申し上げます。

� 平成24年２月　　龍ケ崎市長　　中　山　一　生

未来のために…
誇れる“ふるさと龍ケ崎”を目指して
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第１章　はじめに

　龍ケ崎市では、昭和48年３月に最初の総合計画を策定し、それ以降、時代の流れや市民ニーズに

あわせて改定を行いながら、その時々に相応しい計画的なまちづくりを進めてきました。

　しかし、ここ数年、世界的な経済不況や少子化・高齢化の急速な進行、環境問題の深刻化など、社

会経済情勢はこれまで以上にめまぐるしく変化しています。

　また、地方分権※1の進展や市民ニーズの多様化・高度化などに伴い、地方自治体を取り巻く環境や

期待される役割も大きく変化しつつあります。

　平成23年３月11日に発生した東日本大震災は、想像を超える甚大な被害をもたらすとともに、

人々の意識やライフスタイル※2までをも変える大きな衝撃を与えました。そして、「自助・共助・公

助※3」それぞれの重要性が改めて問われはじめています。

　このような時代の流れや変化を捉え、今後の本市のまちづくりに的確に反映させていくため、そし

て、龍ケ崎の個性を活かした「龍ケ崎スタイル」の構築に向けた新たな指針として本プランを策定し

ました。

1  策定の趣旨

※1地方分権　　　：特に政治・行政において統治権を中央政府から地方政府に部分的、あるいは全面的に移管することを指す。
※2ライフスタイル：生活の様式・営み方。また、人生観・価値観・習慣などを含めた個人の生き方。
※3自助　　　　　：自分の責任で、自分自身が行うこと。
　 共助　　　　　：自分だけでは解決や行うことが困難なことについて、周囲や地域が協力して行うこと。
　 公助　　　　　：個人や周囲、地域あるいは民間の力では解決できないことについて、公共（公的機関）が行うこと。

まちづくりへの反映
＋

龍ケ崎スタイルの構築

本プラン

社会情勢の急激な変化 自治体を取り巻く環境の変化

（世界的経済不況、少子化・高齢化の
急速な進行、環境問題深刻化など）

（地方分権の進展、市民ニーズの
多様化・高度化など）
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総合計画に代わる最上位計画1
　総合計画は、地方自治法に基づき市町村に策定が義務付けられており、これまで、主に行政サイド

の総合的な運営指針、最上位計画として策定され、その役割を果たしてきました。このようなことか

ら、一般に、行政が携わるすべての分野をフォローした網羅的な内容となっていました。

　平成23年５月の地方自治法の改正により、この策定義務が撤廃され、その必要性は市町村の判断

に委ねられることになりました。このことは、見方を変えると、市町村が独自の視点・方法で将来ビ

ジョン※1を表現し、市民と共有していくためのチャンスと言うことができます。

　本市では、今後のまちづくりにおいては、将来ビジョンを市民と共有し、共に目標に向かって進ん

でいくことが重要との考えから、総合計画に代わる独自の計画を改めて定めていくこととしました。

内容についても、これまでのような網羅的な構成ではなく、戦略的視点と市民視点を重視した新しい

かたちの計画づくりに取り組みました。

本プランの役割2
まちづくりの基本方向（戦略と実践手段）を示す最上位の計画

　都市として必要な一定のサービス水準を確保しつつ、何を政策の中心に位置付け、その実現に向け

てどのように取り組んでいくのか、まちづくりの基本方向（戦略と実践手段）を示す最上位の計画です。

協働のまちづくりを進めるための行動指針

　協働※2のまちづくりを進めていくためには市民との意識の共有が不可欠です。目標の実現に向けて

共通認識を持って共に行動していくための行動指針としての役割を担っています。

行政活動の成果や達成状況を確認するためのものさし

　本プランに掲げた目標がどれだけ達成されているのか、どのような活動を行い、どれ程の成果を得

ることができたのか、数値目標などを用いて評価を行うことで、進行管理のものさしとしての役割を

担います。

2  本プランの位置付けと役割

※1ビジョン：見通し、構想、未来像のこと。
※2協働　　：複数の主体が、何らかの目標を共有し、共に力をあわせて活動すること。
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第１章　はじめに

市民と共に考え、市民の声を反映した計画づくり1
　これまで以上に多くの市民参画※1の機会を確保するとともに、市民と行政、市民同士の対話を重視

し、市民と共に考え市民の声を活かした「龍ケ崎スタイル」の計画づくりを進めてきました。

社会経済情勢の変化を捉えた実現性・実効性の高い計画づくり2
　社会経済情勢の変化や市民ニーズの動向を的確に把握し、かつ、中期的な財政予測との整合を図り

ながら、施策※2・事業の必要性や緊急性を十分に見極め、現状に即した実現性・実効性の高い計画づ

くりに取り組みました。

目標を共有し実践するためのわかりやすく、使いやすい計画づくり3
　まちの目指すべき姿や目標、目標達成に向けた手段や役割分担、達成水準などを明確かつ具体的に

表現し、市民と共に目標を共有し協働のまちづくりを実践するためのわかりやすく、使いやすい計画

づくりに努めました。

3  策定の基本方針

※1市民参画：多様な市民意見を反映し、市民の視点を活かした政策を行うために、地域政策の計画立案、意思決定において、行政と市民との意
見交換、合意形成を行うこと。

※2施策　　：政策・対策を立てて、それを実施すること。

市民等意識調査

第1回市民懇談会

団体ヒアリング

第2回市民懇談会 パブリックコメント

素案
（たたき台）

案
（正式案）

本プラン

策定市民会議・まちみらいフォーラム

総合計画策定審議会

情報発信・意見聴取
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※1パネルディスカッション：討論形式の一つである。掲げられたテーマについて、異なる意見を持った複数（３人以上）の討論者による公開討
論会。

策定市民会議・まちみらいフォーラム

　本プランの策定にあたっては、策定の基本方針の一つに掲げた「市民と共に考え、市民の
声を反映した計画づくり」を進めるため、公募市民と流通経済大学生、市職員によるワーク
ショップ「策定市民会議」を設置しました。
　３つのグループに分かれて、市民の視点でまちづくりの課題や解決方法などについての
議論を重ね、提言書をまとめあげました。そして、提言の発表会とあわせて、「まちみらい
フォーラム」を開催しました。
　本プランには、この市民会議からの提言が随所に反映されています。

策定市民会議

まちみらいフォーラム

グループ討議（Aグループ）

提言発表 市民会議の皆さん

現地視察（Bグループ） グループ討議（Cグループ）

　「みんなで考えよう！未来の龍ケ崎」をテーマに、市民会議からの提言発表、パネル
ディスカッション※1、「有効に機能する総合計画に向けて」の講演からなる、「まちみら
いフォーラム」を開催しました。（平成22年12月18日、文化会館にて）
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本編1
　本編では、まちづくりの基本姿勢、目指していくまちの姿、まちづくりの重点戦略と重点施策、そ

して、重点戦略に沿って展開していく実行プラン、土地利用方針などを明らかにしています。

　期間は平成28年度末までの概ね５年間とします。

アクションプラン2
　アクションプランは、本編に定めた実行プランを計画的に推進していくため、実行プランに位置付

けられている具体的な事業の予算・財源や事業内容、事業年度を明らかにします。

　向こう３か年に実施していく事業を位置付け、予算編成に反映します。

　社会経済情勢・市民ニーズ・財政状況の変化などに柔軟に対応できるよう毎年部分的な見直しを行

います。

4  構成と期間

アクションプラン（毎年見直し）

H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

本　　　編
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たつのこ山

流通経済大学スポーツ健康センター

牛久沼の白鳥
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第１章　はじめに

時代の潮流1
❶ 少子化・高齢化、人口減少社会の到来
　日本の人口が平成17年に戦後初めて前年を下回り、それ以降、国全体として人口の減少局面と

なっています。

　少子化・高齢化も急速に進んでおり、生産年齢人口の減少や社会保障費の増加、地域での活力の低

下などが懸念されています。

❷ 経済不況と地域経済を取り巻く環境の変化
　世界同時不況以降の経済低迷は地域経済にも大きな影響を与えています。特に雇用環境の悪化は、

若年層の就職難や経済的格差の拡大など、新たな社会問題を引き起こしています。また、経済活動の

グローバル化※1が進む中、国際間・地域間の競争がより激しさを増しています。

❸ 環境問題の深刻化
　地球温暖化対策や自然エネルギーの利用推進など、世界的規模で取り組むべき課題への早急な対応

が求められています。

　これまでの大量生産、大量消費、大量廃棄を根本から見直し、地球環境に配慮した低炭素社会・循

環型社会への転換に向けて、国、自治体、市民、事業者、それぞれの立場での責任ある行動が求めら

れています。

❹ 価値観やライフスタイルの多様化
　国際化や高度情報化の進展、就業形態の変化などに伴い、人々の価値観も多様化しています。近年

では、スローライフ※2やロハス※3と呼ばれる、より自然や健康を意識したライフスタイルが注目され

るなど、心の豊かさを重視する傾向が強くなっています。

❺ 「新しい公共」の提唱
　公共サービスを行政だけが担うのではなく、市民、ＮＰＯ※4法人、企業などが身近な分野における

サービスの提供主体となり、共助の精神のもと公共を皆で担っていくという「新しい公共」のあり方

が提唱されています。

　また、東日本大震災を教訓に、「自助・共助・公助」それぞれの重要性が改めて問われはじめていま

す。

5  時代の潮流とまちづくりの課題

※1グローバル化：政治・経済、文化など、様々な側面で、国・地域の垣根を越え、地球規模で資本や情報のやり取りが行われること。
※2スローライフ：［Slow Life］時間に追われずに余裕をもって、人生を楽しもうとする概念。
※3ロハス　　　：［LOHAS、Lifestyles Of Health And Sustainability］健康と環境を重視したライフスタイルの略。
※4ＮＰＯ ：［Non-Profit Organization］政府・自治体や私企業とは独立した存在として、市民・民間の支援のもとで社会的な公益活動

を行う組織・団体。特定非営利活動法人。非営利組織。非営利団体。市民活動法人。市民事業体。
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まちづくりの課題2
❶ 「新しい公共」の構築と市民の期待

❷ まちづくりの課題
《重点課題》

若者・子育て世代の定住促進

地域コミュニティの活性化と地域力の向上

地域資源を活用した地域活性化と知名度の向上

《個別主要課題》
・公共交通体系の充実

・買い物利便性の向上

・医療体制の充実

・地域における福祉施策の充実

・佐貫駅前空間の魅力付け

・行財政改革の一層の推進

・防災体制の強化

※1市民活動団体　　： 市民が自らの価値観、信念、関心に基づき、自分達の生活とコミュニティへの貢献を目的に、自発的に公益活動を行う団
体。

※2地域コミュニティ： 福祉、子育て、防災、防犯、環境、スポーツ、祭りなどに関わりあいながら、住民相互の交流が行われている地域社会、
あるいはそのような住民の集団を指す。本市では、住民自治組織等を基礎的単位として想定している。

※3地域力　　　　　： 地域社会の問題について市民や企業をはじめとした地域の構成員が、自らその問題の所在を認識し、自律的かつ、その他
の主体との協働を図りながら、地域問題の解決や地域としての価値を創造していくための力。

市民の期待

・若者、子育て世代を中心とした人口の誘導

・龍ケ崎の知名度アップとまちの活性化

・自然環境や人材などの地域資源の活用

・真の意味での市民協働の推進と地域コミュ

ニティの活性化

・高齢者の生きがい、活躍の場づくり

・農商工の連携による産業振興、活性化

・公共交通利便性の向上

・行財政改革の推進

「新しい公共」の構築

・「公共を皆で担う」意識の醸成

・ＮＰＯ法人や市民活動団体※1、地域コミュ

ニティ※2などとの役割分担

・各主体との連携体制の強化と公共への参

画推進

・ＮＰＯ法人や市民活動団体の活動支援

・地域コミュニティの活性化

・地域力※3の向上



 

 

❶ ❷

❸❹

 

目標達成に向けて、
みんなで頑張ろう！  

地域力を原動力に将来目標を実現しよう!!

活発な市民参画を実現しよう！

その他にも、
我々、市民の
役割についても
書いてあるぞ。 

じゃあ、この
目標に向かって、
私たちにできる
ことって何？ 

まちづくりの
ための色々な
目標が設定
されているね。

私たち市民と行政が
協力し合ってやって
いくこともある
じゃないっ。 

僕たち、市民が
できること…。
行政がやるべき
こと…。 

これからのまちづくり
には、市民・行政との
協働が重要なんだね。 

役割分担に基づき
み ん な で 協 力 

龍ケ崎はこんな
まちを目指している
のかぁ。 

活発な
市民参画を実現しよう！

地域力を原動力に将来目標を実現
しよう

!!
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２  目指していくまちの姿
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５  将来人口
６  土地利用方針
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８  計画の実現に向けて
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みんなで考え実践する協働のまちづくり1
　これまで市民の暮らしに必要な公共サービスは、主に行政が主体となり提供してきました。しかし、

少子化・高齢化の急速な進行などにより自治体を取り巻く環境が大きく変化し、あわせて、市民ニー

ズが多様化・高度化する中、行政だけでは解決が難しい問題も増えてきています。

　市民に必要とされる施策やサービスを効果的かつ効率的に提供していくためには、市民と行政、特

に生活に身近な住民自治組織や市民活動団体などとの協力・協調による取組が不可欠となっていま

す。

　このような中、公共サービスを行政だけが担うのではなく、共助の精神のもと公共を皆で担ってい

くという「新しい公共」のあり方が提唱され、本市においてもこの「新しい公共」の構築に向けて、市

民と共にどう取り組んでいくかが大きな課題となっています。

　本市には、豊かな知識・経験を持つ市民や意欲あふれる住民自治組織・市民活動団体などが数多く

存在しています。

　「新しい公共」の構築に向けて、「公共を皆で担う」という理念のもと、様々な活動主体との連携を

図りながら、市民と行政、市民同士が問題意識を共有し、共に解決方法を考え、そして実践する、協

働によるまちづくりを進めます。

1  まちづくりの基本姿勢

連携・協働

公共サービス

市民活動
団体等

住民自治
組織等 行政

福祉 子育て 防災

教育 環境 地域
活性化

健康 防犯 …など
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ま
ち
づ
く
り
の
基
本
姿
勢

１

未来につながる柔軟な財政構造の構築2
　本市では、これまで職員数の削減をはじめ、事業仕分けを活用した事務事業の見直しなど、主に行

政内部を中心に行財政改革に積極的に取り組み、成果を上げてきました。しかし、人口減少時代の到

来、さらに、東日本大震災以降の地方財政全体の不安定化などの要因により、今後も厳しい環境下で

の行政経営が予想されます。

　本市が未来に向けて飛躍していくためには、まずは財政の健全化を最優先に進め、柔軟な財政構造

を築き上げていくことが重要です。

　そのためには、施策の選択と集中はもとより、従来の「当たり前」を見直し、「最小の経費で最大の

効果を上げる」ための継続した取組が求められています。また、新たな収入の確保に向けた取組を長

期的視野を持って進めていく必要があります。

　これらを実際の行政経営の中で推進していくためには、行政の率先した取組とあわせて市民の理解

と協力が不可欠になります。本市の財政状況に関する市民の理解を深め、意識の共有を図りながら、

未来につながる柔軟な財政構造の構築を進めます。

《経常収支比率の推移》

※経常収支比率は、地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標です。
地方税・普通交付税を中心とする毎年度経常的に収入される一般財源が、人件費・扶助費・公
債費のように毎年度経常的に支出される経費にどの程度充当されているかという割合で、この
数値が低いほど、財政構造に弾力性があることを表し、経常的な経費が増加すると数値は高く
なって財政運営は硬直化します。
※H22の県内市平均の数値は速報値です。

70 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

％

88.6 

94.7 93.8 
95.1 

95.9 95.4 
97.8 98.0 

95.4 

91.6 

84.0 

87.5 
86.3 

90.3 90.9 91.0 91.2 91.0 
90.3 

87.1
85.5 

88.0 86.9 

93.0 91.9 92.1 
93.5 93.0 

91.8 

龍ケ崎市 県内市平均 類似団体
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《将来財政負担額の推移》

市民に信頼される開かれた市役所を目指して3
　協働のまちづくりを進めていくためには、市民と行政の相互理解による信頼関係の構築が不可欠で

す。

　そのため、正確でわかりやすい情報の発信と情報公開の徹底により透明性を一層高めていく必要が

あります。

　また、職員の意識改革も重要です。職員一人ひとりがサービスの提供者として、地域づくりの担い

手としての意識を高め、市民の期待に応えていけるよう資質の向上が求められています。

　市役所の「見える化」とあわせて、職員のレベルアップを図り、市民から信頼される開かれた市役

所を目指していきます。

※将来財政負担額は、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」（財政健全化法）の規定
（将来負担比率の算定）のベースとなる「借金」の残高を算出したものです。一般会計債残
高、特別会計債残高、公債費に準ずる債務負担残高、一部事務組合公債費負担残高の合計
額を記載しています。

569.3

547.8

527.6
508.7

489.5

300

350

400

450

500

550

600

 H19 H20 H21 H22 H23（見込）

億円
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目
指
し
て
い
く
ま
ち
の
姿
（
ま
ち
づ
く
り
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
）

２

　まちを動かす原動力、それは人です。

　少子化・高齢化、防災、福祉、地域活性化・・・。

　まちには様々な課題が存在しています。

　これらの解決に向けて前に進んでいくためには人の力が必要です。

　市民一人ひとりがまちを思い、行動する。

　人がいきいきと輝き、躍動すれば、同じようにまちも輝き、躍動するはずです。

　人の元気がまちの元気につながり、愛着と誇りが生まれ、ついつい自慢したくなる。

　このような姿をまちづくりの目標に掲げ、「いつまでも住み続けたい」、「いつかは住んでみたい」と

思ってもらえるような、誇れる、そして、自慢したくなる「ふるさと龍ケ崎」を目指していきます。

人が元気　まちも元気
自慢したくなるふるさと　龍ケ崎

2  目指していくまちの姿（まちづくりのキャッチフレーズ）

本ページ及び17ページのイラスト提供：RYOKO（市内在住イラストレータ−）
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　目指していくまちの姿として掲げた「人が元気　まちも元気　自慢したくなるふるさと　龍ケ崎」

の実現に向けて、４つの重点戦略を定めます。

　そして、この重点戦略に沿って展開していく施策の中でも、特に重要となる施策を重点施策として

位置付け、より積極的・優先的な取組を進めます。

まちづくりの重点戦略1
協働のまちづくりと地域力のアップ
　まちづくりの主役は市民です。「公共を皆で担う」という理念のもと、市民の参画と協働の取組を拡
大するとともに、「地域力アップ」に様々な視点から取り組み、地域の力を活かしたまちづくりを進め
ていきます。

若者・子育て世代の定住環境の創出
　将来的なまちづくりを考えていくうえでも、若者・子育て世代を中心とした人口誘導が求められて
います。
　安心して子育てができる環境の創出に向けて、特色ある施策を展開し、発信することで若者・子育
て世代を呼び込み、定住人口の増加を図ります。

まちの活性化と知名度アップ
　本市には牛久沼に代表される豊かな自然、広大な農地、まちを支えてきた商工業、多彩な歴史や文
化、流通経済大学など多くの地域資源が存在します。
　これら地域資源の活用を基本に、地域活性化と知名度の向上を図ります。

安心と住みよさが実感できる生活環境づくり
　日常生活を送っていく中での安心の確保と住みよい環境づくりはまちづくりの基本的な要素です。
市民誰もが安心して快適に暮らすことができる生活環境づくりを進めます。

3  まちづくりの重点戦略と重点施策

協働の
まちづくりと
地域力のアップ

人が元気
まちも元気

自慢したくなる
ふるさと
龍ケ崎

若者・子育て
世代の定住環境

の創出

まちの活性化と
知名度アップ

安心と住みよさが
実感できる

生活環境づくり
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ま
ち
づ
く
り
の
重
点
戦
略
と
重
点
施
策

３

重点施策2
　市民活動の推進と子育て環境の充実を重点施策に位置付け、「市民活動日本一」、「子育て環境日本一」

をスローガンに掲げ、本プランのメイン施策として重点的な取組を進めます。

《重点施策》 《目標とする姿》

　市民一人ひとりがまちづくりの担い手として意識を
持って行動し、他に誇れる活発な市民活動により、ま
ちが支えられています。

市民活動やボランティア活動に参加したことが
ある市民の割合：80％以上
※すべての市民が何らかの市民活動やボランティア活
動に参加していることを目標とします。

　「子どもを産み、育てるなら龍ケ崎」と思ってもらえ
るような、他にはない、充実した環境の中で、子ども
達や子育て世代がいきいきと暮らしています。

市民活動日本一を
目指したまちづくり

子育て環境日本一を
目指したまちづくり

【数値目標】

龍ケ崎市が子育てしやすいまちと感じている市
民の割合：80％以上
※子育て世代のすべての方に「子育てしやすいまち」
と感じてもらえることを目標とします。

【数値目標】
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　実行プランの全体像は以下のとおりです。

　４つの重点戦略に沿って、展開していくまちづくりの基本目標を市民と行政による「まちづくり宣

言」として12項目位置付けます。

4  実行プラン

《まちづくり宣言（基本目標）》 《優先プロジェクト》 《主要事業》

◆協働事業提案制度
◆市民活動の支援
◆政策情報誌の発行
◆情報発信システムの構築
◆新しい市政モニター制度の構築
◆地域担当職員制度の導入

など

◆出会いのサポート
◆医療費と給食費の負担軽減
◆３人っ子応援制度
◆小中学校の適正規模適正配置
◆特色ある学校づくり

など

◆道の駅の誘致
◆龍ケ崎ブランドアクションプランの
策定・実行
◆農産品の龍ケ崎ブランド認定制度の
構築
◆新たな商業拠点の形成
◆龍・流連携事業の推進
◆バイオマス利用の拡大

など

◆災害備蓄の充実と災害援助協定等の
拡大
◆災害時の要援護者避難支援
◆高齢者の居場所づくり
◆高齢者の健康づくりの推進
◆障害福祉サービス提供と障がい者家
族の負担軽減
◆コミュニティバスの充実

など

人
が
元
気

　ま
ち
も
元
気

　自
慢
し
た
く
な
る
ふ
る
さ
と

　龍
ケ
崎

安心と住みよさが実感できる生活環境づくりに向けて…

10. 安心安全が実感できるまちづくり
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
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。

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

まちの活性化と知名度アップに向けて…

6. 豊かな自然・地域資源を活かしたまちづくり
7. 元気を生み出す活力ある産業が育つまちづくり
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
9. 環境先進都市を目指したまちづくり

を進めます。

重点戦略３
まちの活性化と
知名度アップ

若者・子育て世代の定住環境の創出に向けて…

4. 子育て環境日本一を目指したまちづくり（重点施策）
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。

重点戦略２
若者・子育て世代の
定住環境の創出

協働のまちづくりと地域力のアップに向けて…

1. 市民活動日本一を目指したまちづくり（重点施策）
2. 市民みんなで考え、つくる、わかりやすいまちづくり
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。

重点戦略１
協働のまちづくりと
地域力のアップ

まちづくり
バンク・

ポイント制度
の構築

自治基本
条例の制定

中核的な
地域コミュニティ

の形成

保育・預かり
サービスの充実

遊びの
拠点づくり

龍ケ崎教育
市民会議
の開催

グリーンツーリズム・
アグリツーリズム

の展開

自然エネルギー
の利用促進

高齢者向け
市内公共
交通定期券
の発行

地域における
防災訓練の充実
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実
行
プ
ラ
ン

４

　「まちづくり宣言」を実行していくための手段を「主要事業」として記載しています。その中でも特

に重点戦略の中心となる事業を「優先プロジェクト」として位置付け、重点的・優先的に取り組んで

いきます。

《まちづくり宣言（基本目標）》 《優先プロジェクト》 《主要事業》

◆協働事業提案制度
◆市民活動の支援
◆政策情報誌の発行
◆情報発信システムの構築
◆新しい市政モニター制度の構築
◆地域担当職員制度の導入

など

◆出会いのサポート
◆医療費と給食費の負担軽減
◆３人っ子応援制度
◆小中学校の適正規模適正配置
◆特色ある学校づくり

など

◆道の駅の誘致
◆龍ケ崎ブランドアクションプランの
策定・実行
◆農産品の龍ケ崎ブランド認定制度の
構築
◆新たな商業拠点の形成
◆龍・流連携事業の推進
◆バイオマス利用の拡大

など

◆災害備蓄の充実と災害援助協定等の
拡大
◆災害時の要援護者避難支援
◆高齢者の居場所づくり
◆高齢者の健康づくりの推進
◆障害福祉サービス提供と障がい者家
族の負担軽減
◆コミュニティバスの充実

など

人
が
元
気

　ま
ち
も
元
気

　自
慢
し
た
く
な
る
ふ
る
さ
と

　龍
ケ
崎

安心と住みよさが実感できる生活環境づくりに向けて…

10. 安心安全が実感できるまちづくり
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
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。

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

まちの活性化と知名度アップに向けて…

6. 豊かな自然・地域資源を活かしたまちづくり
7. 元気を生み出す活力ある産業が育つまちづくり
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
9. 環境先進都市を目指したまちづくり

を進めます。

重点戦略３
まちの活性化と
知名度アップ

若者・子育て世代の定住環境の創出に向けて…

4. 子育て環境日本一を目指したまちづくり（重点施策）
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。

重点戦略２
若者・子育て世代の
定住環境の創出

協働のまちづくりと地域力のアップに向けて…

1. 市民活動日本一を目指したまちづくり（重点施策）
2. 市民みんなで考え、つくる、わかりやすいまちづくり
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。

重点戦略１
協働のまちづくりと
地域力のアップ

まちづくり
バンク・

ポイント制度
の構築

自治基本
条例の制定

中核的な
地域コミュニティ

の形成

保育・預かり
サービスの充実

遊びの
拠点づくり

龍ケ崎教育
市民会議
の開催

グリーンツーリズム・
アグリツーリズム

の展開

自然エネルギー
の利用促進

高齢者向け
市内公共
交通定期券
の発行

地域における
防災訓練の充実
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第２章　本編

❶ 現状認識

・少子化、高齢化の急速な進行などによる社会環境の変化や市民ニーズの多様化・高度化に伴い、

行政だけでは解決が難しい問題が増えてきています。

・「新しい公共」の理念が提唱されるなど、「公共を皆で担っていく」ことの重要性が高まっています。

・本市には豊かな知識・経験を持つ市民や意欲あふれる住民自治組織・市民活動団体などが数多

く存在しています。このような中、ボランティアや市民活動に取り組む市民や団体が増えてい

ます。

・今後も、「新しい公共」の構築に向けて、市民と行政が課題解決に向けて共に考え実践する、協

働のまちづくりを進めていく必要があります。

❷ 宣言が目指すまちの姿

市民一人ひとりがまちづくりの担い手として意識を持って行動し、他に誇れる活発
な市民活動により、まちが支えられています。

❸ 実践に向けての考え方

（１）協働の取組の拡大

ＮＰＯ法人をはじめ、市民活動団体との連携を強化し、協働事業の拡大を図ります。

（２）市民活動の支援

幅広い分野で活発な市民活動が展開されるよう、支援策の充実を図ります。

（３）「公共を皆で担う」気運の醸成

「新しい公共」の理念を広く周知し、一人ひとりのまちづくりの担い手としての行動を促進

するための気運醸成を進めます。

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。

行政の役割
様々な活動主体との連携を深め、幅広い分野
で協働の取組を推進するとともに、市民活動
促進に向けた環境整備を進めます。

市民の役割
まちづくりの担い手であることを自覚し、市
民活動に自発的に参加し、自ら考え行動しま
す。

協働のまちづくりと地域力のアップ
重点戦略

１
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第２章　本編

実
行
プ
ラ
ン

４

❹ 主要事業

主要事業名 内　　　　容

優先プロジェクト
まちづくりバンク・ポイント
制度の構築 新規

市民のボランティア活動の活性化を図るため、新たに登録制度やポイ
ント制度を構築し、活動を促進します。

協働事業提案制度
市民から地域の課題などの解決に向けた事業を募集し、協働で実施し
ます。また、まちづくりのアイデア提案を広く募集します。

公共施設里親制度の拡充
身近な市民活動の代表として、市民が参加しやすい制度となるよう公
共施設里親制度※1を拡充します。

市民活動の支援

備品や会議室の貸し出し、コーディネート機能の強化、これから市民
活動を行おうとする団体の立ち上げなど、支援策の充実を図ります。
また、市民活動センター※2の運営見直しを含め、様々な角度から検証
し、利用しやすい施設を目指します。

市民活動の啓発
積極的なＰＲと市民活動体験や気運の醸成に向けた講座の開催など
を通して、市民の意欲を高めます。

❺ 数値目標

指　標　名 ベース値 目標値

１．市民活動への支援や参加できる機会に満足している市民の割合（％）
※市民活動の進捗に関する市民の評価を見る指標

19.9 29.9

２．市民提案型協働事業への提案件数（件）
※市民のまちづくりへの関心度・協働意識の広がりを見る指標

３ ６

３．行政提案型協働事業への提案件数（件）
※市民のまちづくりへの関心度・協働意識の広がりを見る指標

2 5

４．市民活動センター登録団体数（団体）
※市民の市民活動への取組状況を見る指標

50 60

５．公共施設里親制度登録団体数（団体）
※市民のボランティア活動への関心度を見る指標

68 82

６．市民活動センター延べ利用者数（人）
※市民の市民活動への関心度を見る指標

5,475 7,118

※1公共施設里親制度：道路や公園等を「子ども」と見立て、市民や地元企業がこれら施設の「里親」となり定期的・継続的に清掃等をボランティ
アで行うシステム。

※2市民活動センター：ボランティア活動や社会貢献活動などの市民活動を支援することを目的に市で設置している施設。
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第２章　本編

❶ 現状認識

・市政運営を円滑に進めていくためには、市民の理解が不可欠です。そのため、多様な情報を広

く出しあい、情報や問題意識の共有を進めていく必要があります。

・「市政に関する必要な情報は得られている」と感じている市民は約７割、情報把握の手段として

は、「広報龍ケ崎」や「回覧・配布物」がほとんどとなっており、「市公式ホームページ」は１割

未満となっています。

・パブリックコメント※1の実施やワークショップ※2の開催、懇談会の開催などにより、以前に比

べて、参画機会が広がっています。

・市政に関心を持ち、自発的に参画・提案する市民が増えています。一方で、いわゆるサイレン

トマジョリティ※3への対応も必要となっています。

❷ 宣言が目指すまちの姿

市民と行政が目標を共有し、共通認識のもと、共に知恵を出しあうまちづくりが実
践されています。

❸ 実践に向けての考え方

（１）情報発信力の強化

情報や問題意識の共有化を図るため、行政情報や市民が必要とする情報を様々な媒体を通し

て積極的に発信します。また、わかりやすく親しみやすい内容となるよう努めます。

（２）市民参画の拡大

市民からの意見・情報を把握する機会の拡大を図り、市政運営への市民の参画を促進します。

※1パブリックコメント　　：重要な政策などを決定する際に、あらかじめ原案の段階から公表して広く意見を求め、それを考慮して最終的な意
思決定を行うとともに、寄せられた意見に対して行政の考え方を公表する仕組み。

※2ワークショップ　　　　：参加者全員が小グループで討議し、一緒に考え、作業をしながら目標に向かって意見を積み上げ、提案をまとめて
いく手法。

※3サイレントマジョリティ：［Silent Majority］「物言わぬ多数派」、「静かな多数派」。

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。

市民の役割
市民アンケートや各種調査に積極的に協力す
るとともに、ワークショップや懇談会などに
自発的に参加し、意見を表明します。

行政の役割
情報発信力の強化と参画機会を拡大し、市民
と双方向のコミュニケーションを推進しま
す。また、政策形成過程からの市民の声の反
映に努めます。

協働のまちづくりと地域力のアップ
重点戦略

１
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❹ 主要事業

主要事業名 内　　　　容

優先プロジェクト
自治基本条例の制定 新規

市政運営への市民参画の推進に向けて、まちづくりの進め方のルール
や各主体の役割などを明文化した独自の条例を市民と共に策定します。

政策情報誌の発行 新規 特定の重要政策について、現状や課題、市の方針などをわかりやすく
解説した情報誌を広報紙とは別に発行し、相互理解を深めます。

情報発信システムの構築 新規 行政情報や災害時の緊急情報をメールなどで配信する新しい情報発
信システムを構築します。

新しい市政モニター制度※1の
構築 新規

市民の意見をより広く把握し、市政運営に反映させるため、新しいモ
ニター制度を構築します。

市公式ホームページの充実と
幅広い活用

高齢者や障がい者にも配慮したアクセシビリティ※2の向上と、必要な
情報へのアクセス機能向上を図ります。また、アンケート機能等を活
用し広聴機会を拡大します。

市民参画の機会拡大
計画や方針策定時の市民ワークショップの設置や懇談会の開催など、
参画機会を拡大します。また、市長室での座談会や各地区でのタウン
ミーティング※3を開催します。

❺ 数値目標

指　標　名 ベース値 目標値

１．まちづくりへ気軽に参加できる機会に満足している市民の割合（％）
※まちづくりへの市民参画に関する市民の評価を見る指標

20.0 25.0

２．市役所から発信される情報のうち、必要とする情報は得られていると
感じている市民の割合（％）
※市役所の情報発信に関する市民の評価を見る指標

72.1 77.1

３．行政情報メール配信登録アドレス数（件）
※市民のまちづくりへの関心度を見る指標

― 10,000

４．市公式ホームページの年間アクセス件数（件）
※市民と行政をつなぐネットワークの利用状況を見る指標

1,141,543 1,484,000

５．市民と市がお互いの信頼のもと、連携・協力したまちづくりが進めら
れていると感じている市民の割合（％）
※市民と行政との協働に関する市民の評価を見る指標

27.3 37.3

６．市民アンケート等の回答率（％）
※市民のまちづくりへの関心度を見る指標

41.6 50.0

※1市政モニター制度　：市政の重要な課題や市民生活に関係の深い問題などに関して、市民意識を迅速に把握し、市政の効率的かつ合理的な運
営に役立てるための市民を対象としたモニター制度。

※2アクセシビリティ　：［accessibility］「受け入れられやすさ」。情報やサービス、ソフトウェアなどが、どの程度広汎な人に利用可能である
かを表す語。特に、高齢者や障がい者などハンディを持つ人にとって、どの程度利用しやすいかという意味で使われる
ことが多い。

※3タウンミーティング：行政と市民による意見交換を目的として開催される対話集会。
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第２章　本編

❶ 現状認識

・身近なまちづくりの担い手として、様々な分野で地域コミュニティ※1が果たす役割が高まって

います。一方で、価値観やライフスタイルの多様化などにより人と人とのつながりが希薄化し

ています。

・これからのまちづくりにおいては、地域住民同士が助けあい、支えあう共助の精神のもと、協

力して課題解決に取り組んでいくことが重要です。

・本市では平成21年に新しい住民自治制度がスタートし、平成23年６月現在、181の住民自治

組織が地域コミュニティ活動に取り組んでいます。

・今後も、地域の課題や特性に応じた地域に根差したまちづくりを進めていくため、地域コミュ

ニティの活性化による地域力の向上が求められています。

❷ 宣言が目指すまちの姿

住民自治組織を中心に、地域の多様な主体が連携し、活発な地域コミュニティ活動
が展開され、地域住民が住み慣れた地域でいきいきと暮らしています。

❸ 実践に向けての考え方

（１）地域コミュニティの活性化支援

地域の創意工夫により活発な活動が展開されるよう、住民自治組織などへの支援策の充実を

図ります。また、地域との意見交換を継続しながら、長期的な視野を持って、地域コミュニ

ティの活性化に向けた取組を推進します。

（２）参加意識・気運の醸成

地域コミュニティの重要性を広く周知するとともに参加しやすい環境を整え、地域づくりの

担い手としての行動を促進するための気運醸成を進めます。

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。

市民の役割
地域コミュニティの重要性を理解し、一人ひ
とりが地域づくりの担い手であることを自覚
し、地域活動に積極的に参加・協力します。

行政の役割
地域との意見交換を継続する中で、適切な役
割分担による地域活動の推進体制を構築する
とともに、活性化に向けた環境整備を進めま
す。

※1地域コミュニティ：福祉、子育て、防災、防犯、環境、スポーツ、祭りなどに関わりあいながら、住民相互の交流が行われている地域社会、
あるいはそのような住民の集団を指す。本市では、住民自治組織等を基礎的単位として想定している。

協働のまちづくりと地域力のアップ
重点戦略

１
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❹ 主要事業

主要事業名 内　　　　容

優先プロジェクト
中核的な地域コミュニティの
形成 新規

住民自治組織を主体とした地域づくりを進めるとともに、地域力の向
上を図るため、コミュニティセンターを単位とした中核的な地域コ
ミュニティの形成に向けた取組を進めます。

優先プロジェクト
まちづくりバンク・ポイント
制度の構築 新規
※再掲

市民のボランティア活動の活性化を図るため、新たに登録制度やポイ
ント制度を構築し、活動を促進します。

地域担当職員制度の導入 新規
地域と行政の連携・協力体制を強化し、地域コミュニティ活動を推進
するため、地域担当職員制度を導入します。

地域活動拠点の充実
コミュニティセンターの機能維持、集会施設整備助成など、活動拠点
形成を支援します。また、学校等の公共施設や民間施設の活用を進め
ます。

新たなまちづくり補助金制度の
活用促進

新しい補助金制度の活用を促進し、地域での自主的な活動を促しま
す。

地域住民の意識啓発
住民向けの研修会やワークショップを開催し、地域コミュニティの重
要性についての関心・理解を深め、積極的な参加を促します。

❺ 数値目標

指　標　名 ベース値 目標値

１．地域の人々がふれあい、交流できる機会・内容に満足している市民の
割合（％）
※地域での交流・コミュニティ活動に関する市民の評価を見る指標

23.4 28.4

２．地域での助けあいやボランティア活動に満足している市民の割合（％）
※地域での助けあいやボランティア活動に関する市民の評価を見る指標

25.6 30.6

３．中核的な地域コミュニティ設立地区数（地区）
※中核的な地域コミュニティの形成の進捗度を見る指標

0 13

４．市民活動への支援や参加できる機会に満足している市民の割合（％）
※市民活動の進捗に関する市民の評価を見る指標

19.9 29.9

５．市民と市がお互いの信頼のもと、連携・協力したまちづくりが進めら
れていると感じている市民の割合（％）
※市民と行政との協働に関する市民の評価を見る指標

27.3 37.3
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第２章　本編

❶ 現状認識

・本市の合計特殊出生率※1は平成21年で1.18を記録し、国、県の1.37を下回っています。い
ずれの数値も人口を維持するために必要とされる合計特殊出生率2.08にはほど遠いものと
なっています。
・少子化対策は国全体で取り組むべき大きな課題です。しかし、将来のまちづくりを考えていく
うえで、基礎的自治体としての対応も不可欠となっています。
・本市では、「第３子支援事業※2」など特色ある子育て支援事業に取り組んできました。また、子
育て関連のＮＰＯ法人や市民活動団体も幅広い活躍を見せています。
・今後も多角的な視点で特長的な子育て支援策を展開し、子ども達や子育て世代にとっても暮ら
しやすい環境を創出していく必要があります。

❷ 宣言が目指すまちの姿

「子どもを産み、育てるなら龍ケ崎」と思ってもらえるような、他にはない、充実し
た環境の中で、子ども達や子育て世代がいきいきと暮らしています。

❸ 実践に向けての考え方

（１）総合的視点での少子化対策の展開
結婚、妊娠、出産、育児、教育、それぞれのステージに応じた支援メニューの充実を図ると
ともに積極的なＰＲに努めます。また、ワークライフバランス※3の認識を高めるための啓発
を行い、仕事と子育てが両立できるような職場環境づくりを促進します。

（２）子育て支援の充実
子育てにかかるニーズの把握に努め、安心して預けられる場や救急時の医療体制の確保、経
済的負担の軽減など、必要とされる支援策を様々な主体との連携により推進します。

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。

※1合計特殊出生率　　　： 人口統計上の指標で、一人の女性が一生に生む子どもの数を示す。
※2第３子支援事業　　　： 子どもの出産の奨励のため、平成21～25年度に出生した第３子以降の出産に対してその祝金を支給し、後年、その

子が幼稚園・保育所に入所した際の保育料を免除する本市独自の事業。
※3ワークライフバランス： ［Work–life balance］「仕事と生活の調和」と訳される。国民一人ひとりがやりがいや充実感を持ちながら働き、仕

事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて
多様な生き方が選択・実現できること。

市民の役割
家族は、愛情と責任を持って子どもを育てま
す。また、地域社会全体で子どもと子育て家
庭を見守り、子育てを応援します。

行政の役割
医療体制の確保や保育・預かりサービスな
ど、子育て支援の充実を図るとともに、子育て
支援に取り組む市民活動団体等を支援します。

若者・子育て世代の定住環境の創出
重点戦略

２
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❹ 主要事業

主要事業名 内　　　　容

優先プロジェクト
保育・預かりサービスの充実

保育需要や保護者のニーズに対応した適正なサービス量を確保しま
す。また、学童保育の充実を図るとともにファミリーサポートセン
ター※1やリフレッシュ保育※2の活用を促進します。

優先プロジェクト
遊びの拠点づくり 新規

たつのこ山周辺などを子ども達の「遊びの拠点」と位置付け、安心し
て楽しく遊べる環境づくりを進めます。

出会いのサポート 新規 結婚に前向きな方々の出会いの場を提供します。

緊急時の医療体制の確保 小児緊急医療輪番制の充実を図ります。

たつのこ育て応援の店※3・
施設の拡充

乳幼児をはじめ小さなお子さんを連れての外出が気軽に楽しくでき
るよう応援店・施設の拡充を進めます。

医療費と給食費の負担軽減
新規

子育て世代の経済的支援と医療の安心を確保するため、小児マルフク※4

の拡大と給食費の負担軽減に段階的に取り組みます。

相談・支援体制の充実 訪問指導や育児相談などの母子保健サービスを推進するとともに、食
育の知識普及に努めます。

３人っ子応援制度 経済的負担の軽減の他、様々な支援策の組みあわせにより第３子以降
の出産を総合的に支援します。

「子育て環境日本一」のアピール
新規

イクメンコンテストなど、特長的なイベントを開催し、「子育て環境
日本一」を内外にアピールします。

住み替え支援策の構築 新規 子育て世代の住み替えを支援し、本市への定住を促進します。

❺ 数値目標

指　標　名 ベース値 目標値

１．子どもを産み、育てやすい施設・サービスに満足している市民の割合
〔21～50歳〕（％）
※子育て環境・サービスに関する市民の評価を見る指標

29.7 39.7

２．保育所の待機児童数（人）
※保育サービスの充実度を見る指標

0 0

３．第３子以降の出生数（人）
※第３子以降出生数の動向を見る指標。目標値は設定せず経年変化をモニタリ

ング
103 ―

４．たつのこ育て応援の店登録店舗数（店舗）
※市内民間事業者の子育て支援に対する取組状況を見る指標

16 40

５．病院・医院の数と夜間・休日などの医療サービス体制に満足している
市民の割合（％）
※医療サービスに関する市民の評価を見る指標

34.4 39.4

※1ファミリーサポートセンター：子育ての援助をしてほしい人、したい人が会員となり、相互援助活動をするシステム。
※2リフレッシュ保育　　　　　：さんさん館内の保育ルームにおいて、一時的に児童を預かる本市独自の事業。
※3たつのこ育て応援の店　　　：乳幼児をはじめ小さな子どもを連れての外出が気軽に、楽しくできるように、サポートをしている、してくれ

る施設やお店。
※4マルフク　　　　　　　　　：健康保険証を使用し、医療機関で要した医療費の負担を一部助成する制度。
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❶ 現状認識

・健康な体を持ち、豊かな心と確かな学力を身につけた子ども達を育成するための教育環境の整
備が求められています。
・本市では、いじめ問題の早期発見・早期対応に取り組むとともに、教育センターでの不登校児
童・生徒の受け入れ、さわやか相談員※1や教育相談員の配置など、児童・生徒、保護者のサポー
ト体制の充実に努めてきました。
・少子化の進行に伴い、小中学校の児童・生徒数が減少しています。学校の適正規模適正配置の
検討※2など、将来的な視点に立った教育環境の整備が求められています。
・子ども達によりよい教育環境を作り出すために、地域や家庭との連携を深め、地域に開かれた
学校づくりを進めていく必要があります。
・多様化する社会ニーズに対応するため、地域や企業など外部の人材を積極的に活用した幅広い
教育が求められています。

❷ 宣言が目指すまちの姿

学校・家庭・地域の連携のもと、健康な体、豊かな心、確かな学力を身につけた児
童・生徒が育っています。

❸ 実践に向けての考え方

（１）豊かな心と確かな学力を育む教育の推進
いのちを大切にする心や創造力を育むとともに、基礎的・基本的な知識・技能の向上に向け
て、学校での学習活動の充実を図ります。

（２）教育環境の整備
少子化の進行などに伴う教育環境の変化に対応し、子ども達が楽しく学び、元気に学校生活
を送れる環境を整備します。

（３）地域と連携した学校づくりの推進
学校・家庭・地域が連携して子ども達によりよい教育環境を整備します。

（４）人材活用の推進
専門的な知識・技能を有した人材を活用し、学習活動の充実を図ります。

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。

※1さわやか相談員　　　　　　　：児童・生徒の悩みや不安、ストレス等を解決・軽減させ、不登校の未然防止を図るため、各学校に配置され
た相談員。

※2学校の適正規模適正配置の検討：子ども達がよりよい環境で教育を受けられるように、将来を見据えた学校の規模や配置を検討すること。

市民の役割
地域の一員として、子どもの成長を支え、地
域や学校との連携に努めます。

行政の役割
教育環境の整備とともに、豊かな心と確かな
学力を身につけた子どもの育成に努めます。
また、家庭・地域と連携して社会全体で子ど
もを育てる環境の整備に努めます。

若者・子育て世代の定住環境の創出
重点戦略

２
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❹ 主要事業

主要事業名 内　　　　容

優先プロジェクト
龍ケ崎教育市民会議の開催
新規

地域のみならず市内外から人材を登用して、教育に関する提言や実行
支援などを行う市民会議を開催します。

学力の向上 本市独自に非常勤講師を活用した少人数指導やチームティーチング※1

などにより、学力の向上を図ります。

学校図書の充実 学校図書館司書※2の配置を継続し、読書環境や学習環境の充実を図り
ます。

小中学校の適正規模適正配置
新規

小中学校の適正規模適正配置に関する基本方針をもとに、保護者・地
域との協議を進めます。

教育支援体制の充実 子育てに関する様々な課題にスピーディーに対応するため、教育支援
体制の強化を図ります。

学校・家庭・地域連携による
特長的な教育環境の創出

11月の「龍ケ崎教育月間」、11月５日の「龍ケ崎教育の日」を中心に、
市を挙げて教育環境向上に取り組む姿勢を内外に周知するとともに、
学校・家庭・地域の連携のもとに教育関連事業を実施します。また、
子ども会や青少年育成龍ケ崎市民会議等と連携し、地域での取組を推
進します。

龍・流連携事業※3の拡大 流通経済大学との連携を強め、学習・生活指導、部活動等への支援を
通じて小中学校の教育を充実させます。

特色ある学校づくり 新規 スポーツ選手や芸術家、地域の達人を講師に招いたり、地域の特性を
活かした体験活動を実施するなど、特色ある学校づくりを進めます。

❺ 数値目標

指　標　名 ベース値 目標値

１．小中学校の教育内容・施設に満足している市民の割合（％）
※義務教育に関する市民の評価を見る指標

32.1 37.1

２．小学校の不登校率（％）
※小学生の不登校の状況を見る指標

0.40 0.30

３．中学校の不登校率（％）
※中学生の不登校の状況を見る指標

0.194 0.194

４．学校図書の１人当たりの貸し出し冊数〔小学校〕（冊／年）
※小学校学校図書館の充実度を見る指標

43.8 50.0

５．学校図書の１人当たりの貸し出し冊数〔中学校〕（冊／年）
※中学校学校図書館の充実度を見る指標

25.9 30.0

※1チームティーチング：［Team Teaching］複数の教師が指導計画の作成、授業の実施、教育評価などに協力してあたること。
※2学校図書館司書　　：読みたい本を探したり、調べ物をしたりする児童・生徒をサポートする本のスペシャリスト。本市独自の事業として全

小中学校に配置している。
※3龍・流連携事業　　：本市と流通経済大学との連携事業の略称。本市では、特色あるまちづくりを目指し、まちの知的資源である流通経済大

学と協定（「龍ケ崎市と流通経済大学との連携に関する協定書」平成16年）を結び、教育・文化、スポーツ、産業振興、
人づくり・まちづくりの分野において相互に協力し様々な取組を行っている。
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❶ 現状認識

・新しいモノへの投資が難しい状況の中、地域資源を活かしたまちの活性化や知名度アップに向
けた取組が求められています。
・本市には、牛久沼に代表される豊かな自然環境、撞舞や八坂神社祇園祭礼などの伝統行事、歴
史的価値のある建造物、ブランド力を持つ農産品、まちおこしの一端を担うコロッケ、スポー
ツ環境など、他に誇れる多くの資源が存在しています。
・これまでもこれら地域資源の活用とＰＲに努めてきましたが、今後、まちの元気に直結させて
いくための、より効果的な活用方策が必要となっています。

❷ 宣言が目指すまちの姿

一人ひとりが、龍ケ崎が持つ魅力や資源を認識し、愛着と誇りを持って全国に発信・
ＰＲしています。

❸ 実践に向けての考え方

（１）牛久沼の活用
多様な主体との連携により牛久沼資源の高度利活用を推進します。

（２）立地特性を活かした事業展開
本市の立地特性を活かした近郊型のグリーンツーリズム※1やアグリツーリズム※2などの新た
な事業展開を図ります。また、映画撮影などのロケーションを積極的に誘致します。

（３）地域ブランド戦略の構築
様々な地域資源、既存施設の有機的な結びつきや広域的視点での連携などにより龍ケ崎の魅
力をより高めるとともに、外に向けて効果的に発信していくため、総合的な地域ブランド戦
略※3を構築します。

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。

※1グリーンツーリズム：自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動。
※2アグリツーリズム　：農村・農場への旅行、滞在型の余暇活動。田畑、牧場、里山、農家で農業活動を行い、充実した時間を過ごすこと。
※3ブランド戦略　　　：競争者との差別化を図り、競争上有利な立場を築くことを狙ったマーケティング戦略の一種。

市民の役割
一人ひとりがまちの自然や歴史・特産品など
に関心を持ち、魅力を認識し、発信するとと
もに、来訪者をおもてなしの心を持って受け
入れます。

行政の役割
地域資源の積極的な活用に向けて、各主体と
の連携による取組を進めるとともに、発信力
を強化します。

まちの活性化と知名度アップ
重点戦略

３



資 

料 

編

第 

２ 

章

１

２

３

５

６

７

８

第 

１ 

章

31

第２章　本編

実
行
プ
ラ
ン

４

❹ 主要事業

主要事業名 内　　　　容

優先プロジェクト
グリーンツーリズム・
アグリツーリズムの展開 新規

自然体験や農業体験イベントを通して、本市の魅力を内外に発信しま
す。

道の駅※1の誘致 新規
本市の特産品の販路拡大と地域情報の発信機能の強化に向けた拠点
施設となる道の駅の誘致を促進します。

牛久沼の有効活用
休憩ポイントの設置や様々な分野でのイベント開催など、幅広い活用
を進めます。また、中長期的視点での活用ビジョンを市民と共に策定
します。

まちの探訪モデルコース※2の
設定 新規

本市の名所や観光スポットをめぐるモデルコースを設定し、地域資源
のＰＲを進めます。

フィルムコミッション※3の
立ち上げ 新規

フィルムコミッションを立ち上げ、市民エキストラ※4の登録制度な
ど、受け入れ態勢の強化と積極的な誘致に努めます。

龍ケ崎ブランドアクション
プランの策定・実行 新規

龍ケ崎の知名度アップやイメージアップの手法を市民と共に考える
戦略会議を設置し、市民と共に行動するためのアクションプランを策
定します。

❺ 数値目標

指　標　名 ベース値 目標値

１．見どころ・楽しみどころの発掘など観光の振興に満足している市民の
割合（％）
※地域資源の有効活用・観光振興施策に関する市民の評価を見る指標

11.6 16.6

２．市の良いところ、好きなところとして「豊かな自然がある」と回答した
市民の割合（％）
※自然環境の魅力度・活用状況を見る指標

55.1 60.1

３．市の良いところ、好きなところとして「歴史と伝統がある」と回答した
市民の割合（％）
※歴史資源等の魅力度・活用状況を見る指標

15.1 20.1

４．フィルムコミッション撮影件数（件）
※映画等のロケ地としての魅力度・活用状況を見る指標

12 20

５．まちづくりへ気軽に参加できる機会に満足している市民の割合（％）
※まちづくりへの市民参画に関する市民の評価を見る指標

20.0 25.0

※1道の駅　　　　　　　： ドライバーの休憩施設として国土交通省が一般国道沿いに整備するパーキング。各駅とも駐車場、トイレの他、特産
物の展示即売、イベントの開催、郷土資料館の併設など、地域の特性を活かしながら整備されている。

※2モデルコース　　　　： 今後の模範とするために設定された経路。
※3フィルムコミッション： 地域の経済活性化や観光振興を図る目的で映画、テレビドラマ、コマーシャルの撮影などを誘致し、また、撮影の支

援をする公的機関。
※4エキストラ　　　　　： ［Extra］通行人、群集など物語で重要性の少ない役を演じる俳優のこと。必ずしも職業俳優が演じるわけではない。
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❶ 現状認識

・経済活動のグローバル化が進み、国際間・地域間での競争が激化する中、平成20年９月以降

の景気低迷も重なり、地域産業は全国的に厳しい状況下にあります。

・本市においても、工業分野では事業所数や製造品出荷額等が上昇するなど順調な推移が見られ

るものの、古くから本市の産業を支えてきた農業・商業分野では後継者の不足や商店街の空洞

化※1など、厳しい環境におかれています。

・このような中、それぞれの産業の活性化はもちろんのこと、市民の収入増加や雇用の創出など、

まち全体の活性化にどう結び付けていくかが大きな課題となっています。

❷ 宣言が目指すまちの姿

地域産業が活性化し、そこに雇用が生まれ、市民の元気とまち全体の元気につながっ
ています。

❸ 実践に向けての考え方

（１）農業の活性化

ＪＡとの連携を強化し、儲かる農業を推進し、農業者の経営安定と担い手の育成、新規
就農の促進に努めます。また、安心で安全な農作物栽培の取組を支援するとともに農家
と消費者の距離を縮め、地産地消※2と食育を推進します。

（２）魅力ある商業環境の創出
各市街地の特性や課題に応じた地域商業の充実に努めるとともに、新たな拠点の形成を
目指します。

（３）企業誘致・支援と起業者支援の推進

産業の活性化と雇用の創出に向けて、企業誘致と既存企業の支援、起業者支援を推進します。

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。

※1空洞化　：構成していたものが消滅、移転等することによってそこが空き、「空洞」になる状態。
※2地産地消：地元で生産された農作物を地元で消費すること。

市民の役割
農業者や商業者はまちづくりの重要な担い手
であることを認識し、活性化に向けた取組に
協力します。消費者は地産地消と地元商業の
利用に努めます。

行政の役割
関係機関と連携し、農業者や商業者、起業希
望者への側面的な支援を進めます。また、新
たな商業拠点の形成や企業誘致を推進しま
す。

まちの活性化と知名度アップ
重点戦略

３
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❹ 主要事業

主要事業名 内　　　　容

農産品の龍ケ崎ブランド認定
制度の構築 新規

本市独自の農産品のブランド認定制度を構築し、内外に広くアピール
します。また、特別栽培米の作付面積の拡大を図り、安心な食の提供
と販路拡大を推進します。

エコファーマーの推進 エコファーマーの取得を推奨し、市全体でエコ農業に取り組みます。

直売の場の拡大
ＪＡやまちづくり・文化財団、農業者との連携を強化し、朝市開催な
ど直売の場を拡大し、地産地消を推進します。

農業体験の拡大
農作物の栽培や収穫体験などを通じて、自然や食を大切にする心を育
て、食育を推進します。

新たな商業拠点の形成 新規
竜ケ崎駅北地区を新都市拠点開発エリアと位置付け、新たな商業拠点
形成を目指します。

企業誘致の推進
つくばの里工業団地周辺や龍ヶ岡市街地の未利用地を視野に、企業誘
致を推進します。

既存企業の支援
奨励金の交付や事業資金の融資あっ旋などを通して、市内に立地する
企業を支援します。

起業者支援 新規
コミュニティビジネス※1などの起業を支援します。また、儲かる農業
を実現するため、農・商・工の連携による地域ビジネスの仕組み（第
６次産業化）の構築を目指します。

❺ 数値目標

指　標　名 ベース値 目標値

１．農業後継者の育成など農業の振興に満足している市民の割合（％）
※農業施策に関する市民の評価を見る指標

5.8 10.8

２．龍ケ崎市の良いところ、好きなところとして「買い物などの日常生活
が便利である」と回答した市民の割合（％）
※買い物環境の魅力度を見る指標

30.8 35.8

３．エコファーマー取得者数（人）
※市内農業者のエコ農業への取組状況を見る指標

68 100

４．直売所平均出店農家数（件）
※地産地消への取組状況を見る指標

15 25

５．特別栽培米作付面積（ha）
※市内農業者の農産品ブランド化への取組状況を見る指標

71 100

※1コミュニティビジネス：地域資源を活かしながら地域課題の解決にビジネスの手法で取り組むもの。
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❶ 現状認識

・これまで、まちづくりのパートナーである流通経済大学との連携のもと、小中学校へのボラン

ティア学生の派遣など、「大学のあるまち」のメリットを活かした龍・流連携事業を進めてきま

した。

・スポーツ健康センターの竣工、保育士養成コースの創設など、大学施設やカリキュラムの充実

により、新たな連携事業のチャンスが広がっています。

・サッカー部、ラグビー部などの運動部が全国レベルで活躍しています。また、サッカー部を応

援する市民団体「まちの応援団」が結成され、市民主体で活発な応援活動が展開され、まちの

元気につながっています。

・様々な連携事業を展開しているものの市民の認知度は依然低く、幅広い分野での連携事業の展

開による認知度の向上が課題となっています。

❷ 宣言が目指すまちの姿

市民が大学を身近に感じ、大学（学生）との活発な交流が展開され、まちと大学の活
性化につながっています。

❸ 実践に向けての考え方

（１）龍・流連携事業の認知度の向上

龍・流連携事業や大学情報の積極的な発信に努め、龍・流連携事業の認知度の向上を図ります。

（２）大学（学生）・市民の交流促進

流通経済大学の豊富な人材や充実した施設を活用し、市民の関心の高い参加型イベントを開

催し交流の促進を図ります。

（３）新たな連携体制の構築

市・大学に加えて、企業も交えた連携体制を新たに構築し、産業の活性化やにぎわいの創出、

まちの活性化に向けた取組を進めます。

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。

市民の役割
地元の大学に関心を持ち、まち全体で学生の
活躍を応援します。大学・学生は、イベント
や地域活動に積極的に参加し、まちの担い手
としての役割を果たします。

行政の役割
情報発信の強化により認知度の向上に努める
とともに、市民ニーズを捉えた龍・流連携事
業を展開します。

まちの活性化と知名度アップ
重点戦略

３
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❹ 主要事業

主要事業名 内　　　　容

龍・流連携事業に関する情報の
発信

様々な媒体を通じて流通経済大学や龍・流連携事業の情報を発信し、
認知度の向上に努めます。

市民大学講座※1の充実
大学資源を活用することで、市民ニーズが高く、専門性の高い講座を
開催します。

大学運動部のバックアップ
まちの応援団等の市民団体との連携を図り、市民と共に大学運動部を
バックアップします。

学生割引サービス※2の拡大 学生のニーズ把握に努め、協力店の拡大を図ります。

大学国際観光学科との連携
新規

大学国際観光学科との連携を図り、地域ブランド戦略の構築に取り組
みます。

保育分野での連携 新規
大学社会学科保育士養成コースの新設を契機に、保育分野での連携事
業を実施します。

企業等との連携体制の構築
市・大学に企業も交えた連携体制を構築し、産学官の協働の取組を推
進します。

❺ 数値目標

指　標　名 ベース値 目標値

１．市民の龍・流連携の認知度（％）
※龍・流連携事業の市民への広がりを見る指標

38.8 43.8

２．龍・流連携事業や大学のイベント、スポーツ応援、公開講座等に参加
したことがある市民の割合（％）
※龍・流連携事業の市民への広がりを見る指標

14.0 19.0

３．学生の龍・流連携の認知度（％）
※龍・流連携事業に対する学生の意識を見る指標

19.5 25.0

４．小中学校ボランティア派遣事業※3に参加した学生数（人）
※大学と小中学校との交流状況を見る指標

44 70

５．学生割引サービス協力店数（店）
※大学と市民との交流状況を見る指標

56 80

※1市民大学講座　　　　　　　　：龍・流連携の一環として行う市民のための講座。
※2学生割引サービス　　　　　　：龍・流連携事業の一環で、流通経済大学の学生を対象とした飲食店等の学割サービス。
※3小中学校ボランティア派遣事業：流通経済大学生を市内小中学校へ派遣し、学習支援や生活支援を行うことで交流を図る事業。
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❶ 現状認識

・低炭素社会の実現への動きは、世界規模で活発となっており、温室効果ガス※1の大幅な削減が
求められています。
・本市では、市民の環境問題全般に対する意識が高まり、ごみ排出量は、平成17年度をピーク
に毎年減少しています。
・しかし、最終処分場の延命化を図るためには、さらなるごみの減量化が必要です。また、ごみ
処理施設の更新に伴う経済的負担も大きな課題となっています。
・本市は、牛久沼をはじめとする豊かな自然環境に恵まれています。良好な環境を次世代へ引き
継ぐために、環境負荷の低減に向けた取組をさらに推進していくことが求められています。

❷ 宣言が目指すまちの姿

市民・事業者・行政が協力して、低炭素社会・循環型社会構築のために積極的に取
り組み、自然・人にやさしい「環境先進都市・龍ケ崎」を実現しています。

❸ 実践に向けての考え方

（１）低炭素社会の実現
クリーンエネルギー※2を積極的に推進し、CO2※3の削減に努めます。

（２）ごみ減量化の推進
生ごみをはじめ、ごみの減量化を推進します。また、家庭系ごみの排出量に応じた費用負担
の導入なども視野に入れながら、ごみ排出の抑制と４Ｒ（Refuse：断る、Reduce：減ら
す、Reuse：再使用、Recycle：再利用）の定着を図ります。

（３）自然環境の保全
市民・事業者・行政が協働し、豊かで美しい自然環境を将来世代へ引き継ぎます。

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。

※1温室効果ガス　　　： 大気圏にあって地表から放射された赤外線の一部を吸収することにより温室効果をもたらす気体の総称。対流圏オゾン、
二酸化炭素、メタンなどが該当する。近年、大気中の濃度を増しているものもあり、地球温暖化の主な原因とされている。

※2クリーンエネルギー： ［Clean Energy］電気、熱などに変えても二酸化炭素、窒素酸化物などの有害物質を排出しない（または少ない）エネ
ルギーのこと。一般的には自然エネルギーである太陽光発電システム、太陽熱温水器、水力発電、風力発電、地熱発電
など。

※3CO2　　　　　　　： 二酸化炭素。

市民の役割
環境問題に関心を持ち、より環境負荷の低い
生活スタイルへ変えていくとともに、ごみの
再資源化に努めます。

行政の役割
環境問題に関する情報発信に努めるととも
に、ごみの適正処理、環境保全の推進に努め
ます。

まちの活性化と知名度アップ
重点戦略

３
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❹ 主要事業

主要事業名 内　　　　容

優先プロジェクト
自然エネルギーの利用促進
新規

太陽光発電システム※1などの自然エネルギー導入を促進します。

高効率照明（ＬＥＤ※2）の
普及促進

公共施設を中心にＬＥＤの導入を進めるとともに普及促進を図ります。

バイオマス※3利用の拡大
現在公用車で利用している廃食用油をリサイクルしたバイオディー
ゼル燃料（ＢＤＦ）をはじめとした、バイオマス利用の拡大に努めます。

生ごみ減量の推進
燃やすごみの多くを占める生ごみの堆肥化等を進め、生ごみの減量化
を図ります。

地域リサイクル事業の充実
ごみの減量化と再資源化を推進するため、サンデーリサイクル事業の
充実を図ります。

クリーンプロジェクト
市民・事業者・行政の協働による、牛久沼などの自然環境保全や身近
な地域の環境美化活動を推進します。また、歩きたばこ・ポイ捨て等
禁止条例に基づき、パトロールや清掃活動の拡大を図ります。

❺ 数値目標

指　標　名 ベース値 目標値

１．ごみ収集サービスや資源リサイクルに満足している市民の割合（％）
※ごみ収集サービスや資源リサイクルに関する市民の評価を見る指標

74.1 79.1

２．地域をきれいにする活動や公衆衛生に満足している市民の割合（％）
※身近な地域の環境美化に関する市民の評価を見る指標

49.2 54.2

３．市民一人が１日に出すごみの量（家庭系ごみ）（g）
※市民のごみの排出抑制への取組状況を見る指標

649 550

４．ごみの資源化率（％）
※市民のごみ資源化への取組状況を見る指標

16.1 22.0

５．ＢＤＦ燃料使用によるCO2削減量（kg）
※ＢＤＦ活用の進捗状況を見る指標

5,346 8,910

６．ＬＥＤを導入した主な公共施設数（件）
※主要な公共施設へのＬＥＤ導入状況を見る指標

1 6

※1太陽光発電システム： 太陽の光エネルギーを直接電気に変換するシステム。発電時にCO2を発生しない、余剰電力を電力会社に売ることが
できるなどの利点がある。

※2ＬＥＤ　　　　　　： ［Light Emitting Diode］発光ダイオード。コスト削減だけでなく、CO2削減、発熱が少ない等の利点がある。
※3バイオマス　　　　： ［Biomass］樹木、草、海草、農産廃棄物、林産廃棄物などの大量に存在する生物資源。地球温暖化の炭酸ガス排出量

にカウントする必要がない再生可能エネルギーであり、地球温暖化防止のためにも、今後の有効利用が期待されている。
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❶ 現状認識

・本市は、中央防災会議の「首都直下地震※1対策専門調査会報告」において「震度６弱以上の地震
動が予測される市区町村」に含まれています。
・このようなことから、これまでも、地域防災計画に基づき、防災訓練の実施や自主防災組織の
育成など防災体制の充実に努めるとともに、公共施設の耐震化や災害備蓄を進めてきました。
・平成23年３月11日に発生した東日本大震災は、本市においても大きな被害をもたらし、人々
の意識やライフスタイルまでをも変える大きな衝撃を与えました。
・東日本大震災の教訓を活かした市全体の総合的な防災体制の見直しと地域での防災体制の強化
が喫緊の課題となっています。
・また、犯罪や非行の防止などの治安対策の強化も求められています。

❷ 宣言が目指すまちの姿

行政の総合的な防災体制と地域における防災・防犯体制が整備され、安心して暮ら
せるまちになっています。

❸ 実践に向けての考え方

（１）総合的な防災体制の強化
東日本大震災の教訓を十分に活かし、地域防災計画や関連マニュアルの見直しを行うととも
に防災訓練の充実を図り、有事に即応できる体制を整備します。

（２）地域における防災体制の強化
市民一人ひとりの防災意識の高揚に努めながら、自主防災組織の育成・強化を図り、災害時
に地域での自発的行動を促進するための知識の普及を進めます。

（３）防犯体制の強化
ボランティアやＰＴＡなど様々な活動主体による地域防犯活動を促進します。

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。

※1首都直下地震　　　： 首都で発生が想定されるマグニチュード７級の内陸直下地震。
※2コミュニケーション： 複数の方が感情、意思、情報などを受け取りあうこと、あるいは伝えあうこと。
※3インフラ　　　　　： インフラストラクチャーの略。社会的経済基盤と社会的生産基盤とを形成するものの総称。道路・港湾・河川・鉄道・

通信情報施設・下水道・学校・病院・公園・公営住宅などが含まれる。

市民の役割
防災に関する知識を自ら学び、災害への備え
に取り組みます。また、自主防災組織の活動
や地域での防犯活動に参加し、コミュニケー
ション※2に努めます。

行政の役割
災害に強いインフラ※3整備を進めるととも
に、有事に即応できる体制を整えます。また、
市民の防災・防犯意識の啓発を進めます。

安心と住みよさが実感できる生活環境づくり
重点戦略

４
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❹ 主要事業

主要事業名 内　　　　容

優先プロジェクト
地域における防災訓練の充実

地域における防災体制の強化に向けて、自主防災組織の結成と活動の
活性化を推進するとともに、自主的な防災訓練の実施を促進します。
また、地域防災リーダーの育成を進めます。

地域防災計画や
防災関連マニュアルの見直し

東日本大震災の教訓を十分に踏まえ、計画等の見直しを行い、新たな
対応方針のもと、震災や水害等の有事に備えます。

情報伝達体系の強化
より円滑な情報伝達が可能となるよう、防災無線を補完するシステム
を整備します。

被災者支援システムの構築
新規

震災等の発生時に、被災者への支援が迅速に行えるよう、被災者の氏
名住所や家屋の被災状況、避難先など、支援に必要となる情報を総合
的に管理するシステムを構築します。

災害備蓄の充実と
災害援助協定等の拡大

非常時に備え、防災コンテナの備蓄品の充実を図るとともに、災害援
助協定等の拡大を図ります。

災害時の要援護者※1避難支援
災害時要援護者避難支援プランに基づき、地域と一体となった支援体
制を構築します。

防災知識の普及 情報発信の拡充や関連講座の開催など、防災知識の普及を進めます。

地域防犯活動の充実
防犯サポーター※2のパトロールを強化するとともに防犯連絡員やボラ
ンティアによる地域ぐるみでの取組を支援し、地域防犯活動を促進し
ます。また、北竜台市街地への交番設置に向けた取組を進めます。

❺ 数値目標

指　標　名 ベース値 目標値

１．台風や地震など自然災害への対策に満足している市民の割合（％）
※自然災害対策に関する市民の評価を見る指標

31.6 36.6

２．犯罪や非行防止などの治安対策に満足している市民の割合（％）
※治安対策に関する市民の評価を見る指標

25.8 30.8

３．災害援助協定等の自治体との締結数（件）
※災害時の自治体相互の援助体制の充実度を見る指標

1 3

４．自主防災組織結成率（％）
※地域における防災活動への取組状況を見る指標

85.6 100

※1災害時の要援護者： 情報能力や行動能力に制限があり、避難や復興などの様々な局面において、通常よりも困難な状況が生じる人達の総称。
病人・障がい者・高齢者・子ども・外国人など。

※2防犯サポーター　： 犯罪発生の抑止及び市民の交通安全意識の高揚を図るため、広報・啓発活動、地域における防犯活動、防犯パトロール及
び立寄警戒などを実施している。
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❶ 現状認識

・本市でも高齢化は着実に進んでいます。平成22年10月１日現在の高齢化率は約19％、平成
33年の推計値では約28％に達するものと予想されます。
・元気で自立している高齢者が多くを占める一方で、高齢者の約１割の方が介護保険サービス※1

を利用しています。また、一人暮らしや高齢者のみの世帯も増加しています。
・今後、高齢化に対応したまちづくりを進めるとともに、地域で高齢者を支える仕組みづくりが
必要となっています。
・また、本市では、児童デイサービスセンター※2「つぼみ園」などの運営、学校における障がい
児の介助事業など、障がい者の自立に向けた様々な事業や家族の負担軽減のための事業を展開
してきました。生活訓練等（夜間支援）事業や重症心身障がい者の短期入所事業など、民間事
業者との連携による取組も進めています。
・障がい者が住み慣れた地域で安心して暮らし、できる限り自立した生活を営めるよう在宅支援
サービスの充実などが求められています。

❷ 宣言が目指すまちの姿

年齢や障がいの有無にかかわらず、誰もが住み慣れた地域で、安心していきいきと
暮らすことができる環境が整っています。

❸ 実践に向けての考え方

（１）高齢者福祉の充実
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、既存の高齢者福祉サービスの充実とあわ
せて、地域で助けあい、支えあうシステムづくりを進めます。また、高齢者の健康教育や相
談体制の充実を図り、自主的な健康づくりを支援します。

（２）高齢者の社会参加・生きがい支援
高齢者が社会参加や生きがいづくりに親しみやすい環境づくりを進めます。

（３）障がい者福祉の充実
障がい者が必要なサービスを受けられ、地域で安心して暮らすことができる環境整備を進め
ます。また、社会参加などへの支援に努めます。

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。

※1介護保険サービス　　　　： 介護保険制度により受けられるサービスの名称。
※2児童デイサービスセンター： 身体に障がいのある児童または知的障がいのある児童を対象に施設に通ってもらい、日常生活における基本的な

動作の指導、集団生活への適応訓練などの児童福祉にかかる事業を行うために設置する施設。

市民の役割
高齢者・障がい者自らが社会参加・生きがい
づくりと地域活動への参加に努めます。地域
住民は地域に関心を持ち、協力して助けあい
活動に参加します。

行政の役割
地域での助けあい活動や社会参加・生きがい
づくり活動を支援します。また、障害福祉
サービス提供や自立促進のための環境整備を
行います。

安心と住みよさが実感できる生活環境づくり
重点戦略

４
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❹ 主要事業

主要事業名 内　　　　容

優先プロジェクト
高齢者向け市内公共交通
定期券の発行 新規

市内路線バス・関東鉄道竜ケ崎線・コミュニティバスの利用が可能
となる高齢者向け共通定期券を発行し、利便性の向上と利用促進を図
ります。

災害時の要援護者避難支援
※再掲

災害時要援護者避難支援プランに基づき、地域と一体となった支援体
制を構築します。

身近な買い物環境の充実
各市街地の身近な地域商業の充実に努めるとともに宅配サービスの
導入や利用を促進します。

まちづくりバンク・ポイント
制度の構築 新規
※再掲

市民のボランティア活動の活性化を図るため、新たに登録制度やポイ
ント制度を構築し、活動を促進します。

高齢者の居場所づくり 学校等の公共施設や民間施設の活用を進めます。

高齢者の健康づくりの推進
健康づくり教室や介護予防事業を積極的に展開し、心身両面の健康づ
くりを支援します。

障害福祉サービス提供と障がい
者家族の負担軽減

障害福祉サービス事業を実施する事業者との連携を図り、障がい児な
どのニーズに応じたサービス提供に努めます。また、相談体制の強化
や短期入所、生活訓練等（夜間支援）事業の充実を図ることで、障が
い者の家族の負担を軽減します。

緊急時の医療体制の確保
龍ケ崎済生会病院や市内医療機関をはじめ近隣の自治体や病院との
連携のもと、休日夜間の救急医療体制を確保します。

❺ 数値目標

指　標　名 ベース値 目標値

１．お年寄りが生活しやすい施設・サービスに満足している市民の割合（％）
※高齢者福祉施策に関する市民の評価を見る指標

18.3 23.3

２．障がいのある人が生活しやすい施設・サービスに満足している市民の
割合（％）
※障がい者福祉施策に関する市民の評価を見る指標

11.6 16.6

３．健康診査などの受けやすさや健康づくりのしやすさに満足している市
民の割合（％）
※健康づくりサービスに対する市民の評価を見る指標

43.7 48.7

４．病院・医院の数と夜間・休日などの医療サービス体制に満足している
市民の割合（％）
※医療体制に関する市民の評価を見る指標

34.4 39.4
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❶ 現状認識

・本市の公共交通網は、ＪＲ常磐線と関東鉄道竜ケ崎線の鉄道、民間路線バスとコミュニティバ

スで構成されています。

・市民アンケートでは、公共交通機関の利便性に対する満足度が依然として低く、大きな課題と

なっています。

・自家用車の普及や少子化の進行により、通勤通学者の利用が減少し、関東鉄道竜ケ崎線や民間

路線バスなどの公共交通を取り巻く環境は厳しくなっています。一方で、高齢化が進み、自家

用車を利用できない高齢者が増加しつつあります。

・通勤通学者の関東鉄道竜ケ崎線利用を促進するとともに、高齢者、子どもにも利用しやすく、

市内各地域へ移動しやすい公共交通網の構築が必要です。

❷ 宣言が目指すまちの姿

充実した公共交通網により、車に頼らず、便利に移動できます。高齢者も積極的に
利用し、地域間の市民交流が盛んです。

❸ 実践に向けての考え方

（１）公共交通サービスの充実

事業者や関係団体との協力により、各公共交通機関の連携を強化し、利用者の利便性を向上

させるとともに、公共交通の利用促進を図ります。

（２）ＪＲ常磐線佐貫駅周辺の環境整備

本市の玄関口であるＪＲ常磐線佐貫駅周辺の駅前としての機能向上に努めます。

（３）自転車利用の促進

地球環境にやさしい自転車の利用を促進します。

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。

市民の役割
地球環境にやさしい自転車や公共交通機関を
積極的に利用します。

行政の役割
事業者、関係団体等と連携し、市民ニーズを
踏まえた、質の高い公共交通の提供に努めま
す。

安心と住みよさが実感できる生活環境づくり
重点戦略

４
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❹ 主要事業

主要事業名 内　　　　容

優先プロジェクト
高齢者向け市内公共交通
定期券の発行 新規 ※再掲

市内路線バス・関東鉄道竜ケ崎線・コミュニティバスの利用が可能
となる高齢者向け共通定期券を発行し、利便性の向上と利用促進を図
ります。

コミュニティバスの充実
新規

コミュニティバスの充実を図るとともにコミュニティバスを補完す
る新たな交通体系の構築を進めます。

関東鉄道竜ケ崎線の活性化
新規

通勤通学時間帯に竜ケ崎駅へアクセス※1するバスを運行し、通勤通学
者の関東鉄道竜ケ崎線の利用を促進します。

竜ケ崎線運行終了後の
深夜バス運行 新規

深夜の帰宅にも対応したＪＲ常磐線佐貫駅からバス路線を確保し、公
共交通利用者の増加を図ります。

ＪＲ常磐線佐貫駅前の
機能向上 新規

交通結節点としての機能強化を図るとともに、玄関口に相応しい環境
整備を推進するための手法検討を進めます。 

自転車の乗りやすい環境づくり 安心して自転車に乗れる快適な環境整備に努めます。

❺ 数値目標

指　標　名 ベース値 目標値

１．鉄道やバスなど公共交通機関の利便性に満足している市民の割合（％）
※公共交通の利便性に関する市民の評価を見る指標

21.0 26.0

２．コミュニティバス年間利用者数（人）
※コミュニティバスの利用状況を見る指標

190,331 200,000

３．佐貫駅１日当たりの平均乗車数（人）
※佐貫駅の利用状況を見る指標

14,550 15,300

４．関東鉄道竜ケ崎線竜ケ崎駅１日当たり平均乗車数（人）
※関東鉄道竜ケ崎線の利用状況を見る指標

1,250 1,320

５．お年寄りが生活しやすい施設・サービスに満足している市民の割合（％）
※高齢者福祉施策に関する市民の評価を見る指標

18.3 23.3

６．交通安全対策に満足している市民の割合（％）
※交通安全に関する市民の評価を見る指標

34.1 39.1

※1アクセス：目的地への交通手段。
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将来人口の見通し1
❶ 人口
　本市の人口は、平成２年から12年までの間、顕著な増加傾向にありましたが、それ以降は、緩や

かな増加傾向となっています。

　これまでの人口動態や少子化・高齢化の進行を考慮すると、今後は減少傾向に転じるものと見込ま

れ、平成28年に約79,800人、平成33年には約78,800人と予測されます。

❷ 世帯数・世帯人員
　世帯数はこれまでと同様な増加傾向が続くと見込まれ、平成28年には約32,100世帯、平成33

年には約34,000世帯と予測されます。一方で、１世帯当たりの平均世帯人員は、今後も減少傾向

が続くものと見込まれます。

5  将来人口

57,238

69,163

76,923
78,950

80,334 79,800 78,800

平成２年 7 12 17 22 28 33

（人） 推計値実績値

55,000

65,000

75,000

85,000

出典：国勢調査

17,121

3.34
3.11

2.94
2.84

22,244

26,186
27,799

30,092
32,100

平成２年 7 12 17 22 28 33

推計値実績値

15,000

25,000

35,000
34,00034,000

2.67
2.49

2.32

出典：国勢調査

平均
世帯人員世帯数

1

2

3

4
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❸ 年齢別人口構成
　少子化・高齢化の一層の進行により、老年人口※1では、これまで以上の増加傾向が続く一方で、年

少人口※2では、これまで同様の減少傾向が続くものと見込まれます。

　また、増加傾向にあった生産年齢人口は、平成17年を境に減少傾向に転じ、今後もその傾向が続

くものと予測されます。

目標人口2
　本市の人口は、今後、減少傾向への転換が予測されています。

　少子化・高齢化の進行に伴い、生産年齢人口も減少傾向に転じており、地域力の向上や地域活性化

などの今日的な課題に対応していくとともに、将来的なまちづくりを考えていくうえでも、若者・子

育て世代を中心とした人口増加の取組が求められています。

　国全体としても人口の減少局面をむかえ、都市間競争の激化が予想される中、本市への人口誘導を

進めていくことは簡単なことではありません。人口の増加に向けては、大きな夢と目標を持って取り

組んでいきたいという思いを込めて、平成33年の目標人口を83,000人と定めます。

　本市には、人口の受け皿となる未利用地が、北竜台市街地、龍ヶ岡市街地に多く残されています。

両市街地への人口誘導を主眼に、本プランに掲げた４つの重点戦略を着実に推進し、人口増加につな

がる施策を積極的に展開することで、目標達成を目指していきます。

将来目標人口（平成33年）　　83,000人

※1老年人口：65歳以上の人口。
※2年少人口：15歳未満の人口。

平成２年 7 12 17 22 28 33

推計値実績値

0

20,000

40,000

60,000

6,299 7,820 9,657
12,043

11,384 12,659 12,828 11,954
15,132

11,118

19,800

10,200

22,400

9,300

39,53039,530

48,66848,668

54,36154,361 54,48554,485 53,54053,540
49,80049,800

47,10047,100

出典：国勢調査

生産年齢人口

老年人口

年少人口

（人）



46

第２章　本編

基本方針1
　土地は限りある財産であり、まちづくりの現状や将来を見据えて、計画的な利用を進めていく必要

があります。

　本市は、主に、分散する４つの住宅系市街地と１つの工業系市街地、それらの周辺に広がる集落・

農業・自然エリアから構成されています。

　都市環境と自然環境の調和を基本に、本市の一番の魅力である豊かな自然環境の保全を図りなが

ら、「人が元気　まちも元気　自慢したくなるふるさと　龍ケ崎」の実現に向けた土地利用の基本方針

を次のとおり定めます。

❶ 都市的土地利用の方針

既成市街地
・４つの住宅系市街地では、それぞれの市街地が持つ機能や特長を活かした地域づくりを進めます。

また、地域間の連携や機能の補完により、バランスのとれた一体感のある都市の形成を目指します。

・それぞれの市街地に「商業・サービスエリア」を配置し、生活利便性の確保に努めるとともに、日

常生活に必要な機能が身近に確保されたコンパクトなまちづくりを目指していきます。

新市街地形成
・竜ケ崎駅北地区を「新都市拠点開発エリア」と位置付け、周辺環境との調和に配慮しつつ、商業・

サービス機能や交流機能などを誘導し、新たな都市拠点としての土地利用を図ります。

・つくばの里工業団地周辺を「工業系開発エリア」と位置付け、周辺環境との調和に配慮しながら、

産業の活性化と雇用創出に資する工業拠点の拡大を図ります。

❷ 自然的土地利用の方針

集落エリア
・集落地では、道路など生活基盤施設の充実や良好な集落景観の維持、交流環境の創出に努めます。

農地・緑地エリア、河川・池沼エリア
・牛久沼や旧小貝川、蛇沼、中沼などの水辺環境、斜面緑地や台地上の緑、また、豊かな農産物を生

み出す優良農地は、未来に引き継ぐべき貴重な資源として保全を図ります。

6  土地利用方針
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土
地
利
用
方
針

６市街地別方針2

龍ヶ岡市街地

龍ヶ岡市街地では、まちの熟成が大きな課題で

す。総合運動公園や龍ケ崎済生会病院を中心に、

スポーツ健康拠点としての機能を高めながら、

大規模な未利用地への施設誘致を促進し、市街

地全体の魅力を高め、人口の誘導を図ります。

龍ケ崎市街地

龍ケ崎市街地では、にぎわいの復活が期待され

ています。歴史や伝統、教育施設の集積など、

まちの特色を活かしながら、利用しやすい商業

環境・交流環境の創出を図ります。

北竜台市街地

北竜台市街地は商業施設の立地が進み、にぎわ

いの中に良好な住環境が形成されています。現

在の居住環境の維持とあわせて、身近な買い物

環境の創出など高齢化に対応した地域づくりを

促進します。

佐貫市街地

佐貫市街地では本市の玄関口としての駅前空間

の魅力付けが一番の課題です。土地利用の転換

や交通結節点としての機能強化を図るととも

に、玄関口に相応しい環境整備を推進するため

の手法検討を進めます。
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財政収支見通しと財政運営の課題1
　現行の制度や公共サービスの継続を基本とした場合、平成28年度までの５年間においては、毎年

度黒字収支が続く見通しとなっています。

　しかし、歳入では、地方交付税などの依存財源に頼る部分が大きく、市税などの自主財源の増収を

背景とした自律的な黒字とは言えません。

　また、歳出においても、公債費の高止まりや社会保障関係費の増加などの影響で、義務的・固定的

な経費の財源確保を優先せざるを得ず、財政運営のさらなる硬直化が懸念されています。

　このため、今後も財政健全化の取組を確実に推進していくことが不可欠となっています。

本プラン遂行のための財源の確保2
　本プランに位置付けた新規事業等を遂行していくためには、平成28年度までの５年間に概ね９億

円から10億円の財源が必要と見込まれます。

　本プランの実現に向けては、財政健全化の取組を積極的に進めながら、毎年度２億円以上の財源を

確保していくこととし、計画的かつ着実な遂行に努めます。

　また、本プランに位置付けた事業等の推進にあたっては、市民との協働を基本に、効果的、効率的

な実施に努め、最小の経費で最大の効果をあげていくための取組を進めます。

7  財政計画との整合

※推計の前提条件は現行の制度・仕組みとしています。
財政推計は、全体の傾向把握に主眼をおいたものであり、事後に個々の数値や計数を検
証した場合、推計値と実績値の間に大きな乖離やバラツキが見られることがあります。

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

歳入歳出
見込額
（億円）

収支
見込額
（億円）

普通会計財政推計（平成23年８月時点）  

230.7

228.1

225.6 225.0 225.3224.9224.9
222.8222.8

220.5220.5

217.8217.8 217.2217.25.85.8
5.35.3 5.15.1

7.27.2

8.18.1

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

200.0

210.0

220.0

230.0

歳入見込額 歳出見込額 収支見込額
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財
政
計
画
と
の
整
合

７

《本プラン遂行のための想定予算額（新規事業の経費概算）》
（単位：千円）

重点戦略 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

１．協働のまちづくりと地域力のアップ 33,200 36,400 7,100 7,600 6,600

２．若者・子育て世代の定住環境の創出 31,100 124,000 138,170 152,670 152,670

３．まちの活性化と知名度アップ 44,050 84,500 32,700 14,100 14,100

４．安心と住みよさが実感できる生活環
境づくり 22,140 17,710 8,170 4,650 4,710

合　　計 130,490 262,610 186,140 179,020 178,080

※策定時点で想定される概算額

《本プラン遂行のための財源を加味した収支見通し》
《歳入内訳》� （単位：億円）

項　　目 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

一般財源【地方税・地方交付税等】 169.2 164.6 160.1 160.0 158.7

特定財源【負担金・国県支出金等】 61.5 61.4 64.0 61.6 61.1

（内、基金繰入金） (0.1) (0) (2.5) (0) (0)

合　　計 230.7 226.1 224.1 221.5 219.8

《歳出内訳》� （単位：億円）

項　　目 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

経常的経費（人件費・扶助費・補助費等） 218.9 216.8 214.5 211.8 211.2

公共施設維持更新費 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

本プラン遂行のための財源 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

合　　計 226.9 224.8 222.5 219.8 219.2

※普通会計財政推計（平成23年８月時点）
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行財政改革との一体的推進1
　本プランと行政改革大綱※1を政策実行の両輪と位置付け、第６次行政改革大綱を着実に推進する中

で、これまでの市政運営の進め方や考え方を改善し、市民と行政との信頼関係の構築や財源の確保を

図り、行財政改革と一体的な計画の推進に取り組みます。

アクションプラン・予算編成との連動2
　本プランに示した施策・事業については、計画の最終年度である平成28年度までに実施すること

を前提に、毎年策定するアクションプランに事業内容や財源等を明確に位置付けたうえで、予算編成

に反映し、計画的に推進します。

推進体制の強化3
・施策や事業の推進に際しては、住民自治組織や市民活動団体など様々な活動主体との連携を図りな

がら、問題意識を共有し、共に解決方法を考え実践する、協働により進めていくことを基本とします。

・施策や事業を効率的かつスピーディーに推進するため、庁内組織間の連携を密にし、組織横断的な

取組を強化します。

・施策や事業の実現に向けて、必要に応じて組織の再編を行います。

8  計画の実現に向けて

※1行政改革大綱：限られた財源のもとで、多様化する行政ニーズに対応していくために、従来の事務・事業全体を見直し、より抜本的な改革を
進め、効率的な行政システムによる成果を重視した市政経営を進めるための指針となるもの。本市では平成21年度に第６次
行政改革大綱を策定。

本プランの推進

第６次行政改革大綱の推進（業務改善）

政
策
実
行

信頼関係の構築 財源の確保
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計
画
の
実
現
に
向
け
て
８

進行管理4
・本プランの進捗状況や取組状況をチェック・評価するため、新たな評価制度を構築し、ＰＤＣＡサ

イクルに基づく評価を毎年度行い、その結果を公表します。

・評価に際しては、数値目標の達成状況や市民アンケート等を基本とした客観的な評価に取り組みま

す。

・評価に市民や有識者の声を反映させるため、龍ケ崎市行政経営評価委員会※1や本プラン策定に携

わった策定市民会議のメンバーなどから意見聴取を行い、市民との関わりの中で市民視点の評価に

取り組みます。

《ＰＤＣＡサイクルに基づく進行管理》

計画の見直し5
　本プラン遂行期間中に、時代環境の急激な変化等により、計画した施策・事業等と現状との間に大

きな矛盾が生じた場合は、必要に応じて適宜見直しを行い、その内容や経緯、考え方を公表します。

※1行政経営評価委員会：本市の重要施策や行政改革大綱の進行管理について、調査・審議する組織。委員会は知識経験者や一般市民で構成して
いる。

P LAN（計画）
目標と達成手段

DO（実行）
計画に基づいて行動

CHECK（点検）
結果の確認・評価

ACTION（改善）
必要な見直しを行い、
より効果的な計画検討

数値目標の達成状況 市民アンケート等による客観的評価

市民・有識者・市民会議等からの意見聴取

龍ケ崎市行政経営評価委員会
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１  主要事業の工程表
２  策定体制
３  策定の経過
４  市民参画の状況
５  総合計画策定審議会からの答申・委員名簿
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　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 
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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



61

資 料 編

資 

料 

編

第 

２ 

章

１

２

３

４

５

６

７

８

第 

１ 

章

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



67

資 料 編

資 

料 

編

第 

２ 

章

１

２

３

４

５

６

７

８

第 

１ 

章

《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
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