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平素 か ら,市 政 に深 い ご理解 をいただき誠 にあ りが とうご ざいます3こ の度 ,お
申 し出の あった件 につ きま しては,下 記 の とお りお答 えいた します。
今後 とも市政 についてお気付 きのこ とがあ りま した ら,お 聞かせ くだ さい ます よ
うお願 い 申 し上げます。
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お答 え】
【
2009年度 つ くば市予算 ・政策への提案
卜 民参加 と市民協働 の推進 ・積極的な情報提州
つ くば市 の特徴を活 か し,魅 力あるまちにするには,行 政 と市民が知恵 と力を出 し
合い,市 民参画 のまちづ くりをすす めることが必要です。そのためには市の情報公開
―
―――― 一―
石 口 雰 司 頭 研 輌 函 呼 論 落 駆 す石て 聯彫 OSL■ま古 花
市では19年度 か ら市民協働ガイ ドライ ンの策定に取 り組 んでお り,こ れまで各部署
の担当者 の経験 に頼 つて きた市民協働 について,行 政にも市民にも根拠 となるガイ ド
ライ ンがで きることで,市 民協働 の仕組みづ くりが前進するものと期待 しています。
.初 期段 階か らの市民参画 と市民協働 の さらなる推進 をすす めるために,以 下 の点
を提案 します。

1)行 政 立案へ の市民参画 の促進 (審議会,懇 談会等 へ の市民委員 の公募,ワ ー クシ
ョップ,意 見交換会 な どの開催)
(政策審議 室)
つ くば市は,様 々な知識や技能 ,経 験な どを有す る人材 が豊富 であ り,こ うした
方 々 に行政施策 の企画立案 の段 階 か ら関わ つていただ く,市 民参画,市 民協働 のま
ちづ くりを進 めています。
2)市 民協働ガイ ドライ ンの確実 な実施
(市民活動課)
市民協働 ガイ ドライ ンは,本 年度 に完成す る予定であ り,本 ガイ ドライ ンに基づ
き市民協働 によるまちづ くりを推進 します。
3)市 民協働 の専門窓 日の設置
(市民活動課)
市民協働 を推進す るための専門窓 回の設置 につい ては,ガ イ ドライ ンに基 づ き推
進 します。
4)新 庁舎建設 に伴 う旧庁舎利活用 の際 に,市 民活動セ ンター を拡 充 し,男 女共同参
画セ ンター ,子 育て支援 セ ン ター,市 民活動支援セ ンター ,青 少年 センター ,福 祉
交流センター な どの機能 を持たせ る。
(市民活動課)
旧庁舎利活用 に伴 う市民活動 セ ンター の移転 につ いては,更 なる社会貢献活動 を
支援 し,市 民協働 の推進 を 目指 して十分な協議 を重ね検討 します。
5)地 域 の拠点,市 民交流 の拠点 として公民館 のあ り方 を見直す。
(生握学習課)
公民館 が地域 ・市民交流 の拠点になるとい うことは十分認識 してお り,今 後 の在
り方 については既 に検討 を始 めてお ります。
2.積 極的な情報提供 のために以下の点を提案 します。

1)わ か りやすく必要な情報 にた どり着きやすいホームペー ジヘ改善をすす める。
①検索 しやすいホー ムペー ジにする。
②最新情報 を速やかに公開する (施策 の変更,会 議録等)
情報 をア ップした 日付 も掲載する。
③ より使 いやす いホー ムーペー ジヘ,市 民からモニ ター を募 り,利 用者 の立場 の音
見を改善に活かす。
(情報 システム課)
検索 しやすいホー ムペー ジにつ きま しては,平 成20年4月 1日 のつ くば市ホーム

ペ ー ジ リニ ュー アル にあた り, 新 しいホー ムペー ジの 目標像 を 「
情報 を求める側 ,
ー
発信す る側 , 双 方 に とつて使 いやす い分 か りやす い身近 なホ ムペ ー ジ」 として定
め, 総 務省 が地方公共団体 に対 して求 める ウェブアクセ シ ビ ジテ ィの レベル確保,
目的の情報までの た ど り着 きやす さの 向上 , デ ザイ ン ・操作性及 び表記方法 を統一
してホー ムペー ジ全体 の一 貫性 を維持 し使 いやす さを向上 させ る こ とを重点 3 項 目
として, リニ ュー アル 業務 を行 い ま した。今後 も, ￨ き続 き, 使 いやす いホー ムペー
ジの運営に努 めてまい ります。
最新情報 のア ップにつ きま しては, 従 来同様 に担 当各課 がペ ー ジを作成 し, ホ ー
ムペ ー ジに掲載す る方式 を採 つて速報性 を確保 しています が ,そ の際 に最近 のニ ュ
ー ス欄 に も掲載す る こ とでア ップ 日をお知 らせすることがで きます。
従 い ま して,最 近 のニ ュー ス を活用 しなが ら,速 報性 とア ップ 日の掲載 の徹底 を
図 つてまい ります。
使 いやす いホー ムペ ー ジにつ きま しては, リニ ュー アル 後 のホー ムペ ー ジにお い
て ,利 用者 のご意見 をお聞 きす るため ホー ムペー ジ上でアンケー ト調査 を実施 しま
したが,今 後 も随時,実 施す ることや 直接 メール等 で寄せ られ るご意見 を参考 に情
報 の受発信双方 に とって使 いやす いホー ムペ ージづ くりに努 めてまい りたい と思 い
ます。
2)行 政情報 の積極的 な公 開をすす める。
①審議会等公 開条例 の制定
(総務課)
つ くば市
審議会等 の会議 の公 開 につ きま しては,平 成 19年度 か ら施行 してい る 「
会議等 の公 開に関す る指針」 によ り会議 開催状況の公 表,公 開方法,資 料 の関覧や
配布 ,会 議録 の作成等 について定 めています。
本指針 の適 正な運用 によ り,今 後 も一層 の会議公 開制度 の推進 を図つてい きたい
と考 えています。
②審議会 の議事録 をす べ てホー ムーペー ジで公 開
(総務課)
審議会等 の議事録 の公 開 につ きま しては,「つ くば市会議等 の公 開に関す る指針」
によリホー ムペー ジでの公 表 を進 めてい ます。
③決算,予 算資料 (予算 の途 中経過 を含 めて)を ホー ムーペ ー ジで公 開
(財政課)
現在市ではホー ムペ ー ジにお いて,財 政情報 として健全化判断比率 の状況,決 算 ・
予算 の状況 な どの財政資料 を掲載 し,広 く市民 の皆様 に公 開 してお ります。 また,
予算書 ,決 算 に関す る冊子等 につ きま しては,図 書館や担 当課等で閲覧が可能 です。
この 「
冊子及び資料等」 のホー ムペ ー ジ上 での公 開です が, 9月 定例会一般質問
にお いて答弁 させて いただ きま したよ うに,ホ ームペ ー ジでの掲載 に当た つては,
そ の情報量や電子デ ー タに した場合 の見易 さな どについ て,解 決 しなければな らな
い課題 が ござい ます。 ご提案 い ただきま した こ とにつ きま しては,今 後検討 してい
きたい と考 えてお ります。

の
また,今 後 とも財政情報 の公開につ きま しては,見 やす く分 か り易 い情報 提供
に努 めてまい りたい と考えてお ります。
ー
ー
④行政資料 のホ ムペ ジヘ の掲載
(総務課)

ー タが存在す るものにつ き
ー
ー
行政資料 のホ ムペ ジでの公 開 につ きま しては,デ
ー
ー
ま しては,可 能 な範 囲でホ ムペ ジヘ掲載 しています。

3)議 会 の情報提供 をすす める。
ー
①議会 のイ ンタ ネ ッ ト中継
(管理課)
の
市民 に信 頼 され,開 かれた議会 に してい く上で,市 議会情報 を迅速 に市民 皆様
に提供 できるイ ンターネ ッ ト中継 の必要性 は,十 分認識 してお ります ので,今 後検
討 してい く課題 と考 えてお ります。
②各議員 の賛否 を議会報 で公表
(管理課)
現在 の表決 は ,議 長 が起立 された議員 の人数 を確認 して可否 を宣告す ると会議規
で定め られ て い ます。現 時点では議会報 で の公表 は,今 後 の課題 と考 えてお りま
員」
す。
ー
③議案 をホー ムペ ジで公 開
(管理課)
議案書 の取 りま とめは総務部総務課 が担 当 してお ります が,今 後,関 係部局 で検
討 をしてい くべ きもの と考 えてお ります。
なみ づ く り ・安 心 なま ち

つ くば市 の街 なみ は学園都市の公務員宿舎売却,TX開 通,圏 央道開通 によ り大き
いて 良好 な
く変化 し始 めてい ます。市 は景観条例,景 観計画 を制定 し,市 内全域 にお
景観 を積極 的 に守 り,つ くつてい くことを宣言 しま した。 良好な景観 の醸成 には各地
づ
の ビジ
域 の市民 の協力 が不可欠 です。 そのためにまず,長 期展望 に立 ったまち くり
ョン (市内各地域 の魅 力 を活 か しなが ら, どの よ うにつ くば市全体 として魅力 あるま
べ
ちに してい くか,ま ちづ くりの優先度,再 開発 にお いて今後 に残す きものは何 か)
を行政 と市民が ともに考 える作業が必要 と思われ ます。
また,安 心 して暮 らすた めに,災 害時 に対す る危機管理体制 を整 えることも必要で
の
す (特に,新 たに増加 したマンシ ョンや住 宅 ,そ れ に伴 う人 口増 に対す る災害時 対
応,遊 難場所 とな りうる公共施設 の耐震化,多 くの研究機関等 の安全確保)。
そ こで取 り組むべ き施策 として,以 下の点を提案 します。
1)ま ちづ く りに関す る条例な どの説明会 を地域 で行 い,市 民 と行政 がまちづ くりを
協働 できる基礎 をつ くる。
(都市整備課)

現在進 め られ てい るつ くばエ クス プ レス沿線開発や首都 圏中央連絡 自動車道 な ど
の大規模 プ ロジェク トによる都市整備や市街地,集 落等 の生活環境整備 を進 め,「豊
か な 自然Jと 「
高度 に集積 した科学」 が調和 した 「田園都市 つ くば」 を市民 との協
働 によ り創 り上げてい くことを都市計画マス タープ ランの基本理念 としてお ります。
市 では ,こ の基本理念 に基 づい た市民 と行政 がまちづ くりを協働 で行 な う仕組み
づ くりに着手 した ところであ ります。
2)公 務員宿舎跡地問題 について意見交換会 を開催す る。
(研学地区整備推進課)
国家公 務員宿舎跡 地処 分 につい ては,財 務省 の所管 であ り,つ くば市 が意見交換
会 を開催す る予定は ございません。
3)担 当課 の縦割 り業務 を超 える 「
まちづ くり」 の窓 口で,市 民 の相談 を受 けた り,
専門的なア ドバ イ ス をす る。
(都市整備課)
まちづ く
専 門的な相談窓 日の設置 につ きま しては,つ くば市 の特性 を踏 まえた 「
り」 に関す る総合的な支援制度 の一環 として検討 してまい ります。
4)公 務員宿舎売却 によるゆとりある街並み の激変 を防 ぐため,一 定以上 の規模 の再
開発 にお い て,新 たにセ ッ トバ ックや敷地内緑地,あ るい は地域 でのオ ー プンなパ
ブ リックスペ ‐ スの確保基準 を設 ける (公園緑地,里 山,つ くば独 自の緑地比率 の
確保)。
(都市整備課)
研究学園都市 は概成 か ら30年 以上が経過 し,つ くばエ クスプ レス の開業,国 の研
究機 関等 の独 立行政法人化,公 務員宿舎廃 止 など社会 情勢 は変換 期 を迎 えてお りま
す。
つ くば市では,こ れ らを踏 まえ,つ くばの特性 を活か した魅力 づ くり,娠 わい と
つ くばの新 たなグラン ドデザイ ン」 の策定
活力 あるまちづ くりを 目指 して,現 在 「
に向け検討 を行 な つてい るところで,結 論 を得て具体的な施策に取 り組 んで まい り
ます。
5)歩 行者 ・自転草利用者 の安全確保
①歩道 の確保 をす る (特に通学路)。
(道路課)
市中心地 区につい ては,歩 道 ,横 断歩道,歩 行者用信号機 が設置 されてお り,通
学児童 ,生 徒 の安 全確保 は図 られてお りますが,周 辺地 区は通学路にお いて も歩道
の未整備 な道路があ ります。歩道 の整備 にあた りま しては,用 地 の手当が必要にな
り,地 元 の要望 も踏 まえ検討 してまい りたい と考えてお ります。
②歩道 の段差解 消 をすすめる。
(道路課)

歩道 の段差解消 につ きま しては,横 断歩道設置や道路 の改修等 に併 わせ 実施 して
い る状況 です。 しか しなが ら,高 齢者 ,障 害者等 の 円滑化 の促進 に 関す る法律 (バ
リアフ リー新法)等 も施行 され て い る ことか ら,今 後計画的な改修 を検討 していか
なければならない課題 と考 えてお ります。
ー
③ 自転草利用者へ交通ル ルの徹底 をすす める。
(生活安全課)
つ くば市 では,交 通安全教育指 導員 によ り市内の児童生徒 を対象 に交通安 全教室
ー ー
を開催 し,自 転車利用ル ヤルの指導 を してお ります。 また,防 犯サ ポ タ による
遊歩道 での巡回指導 も併せ て実施 してお ります ので,今 後 も交通安全意識 の啓蒙啓
発 に努 めてまい ります。
④ 自転車利用 を安全 に進 めるための道路,駐 輪場 の整備
(都市整備課)
平成20年 4月 現在 つ くば駅周 辺 の 自転車駐車台数 は,つ くば駅 中央 自転車駐車場
外 9施 設 で約2,200台分確保 してお ります。今後,つ くば駅周辺 にお いて陸橋下な ど
の空間を活用 し約 1,100台分 を計画的に整備 して参 ります。
平成20年度 は,中 央図書館前 に約 250台分 の路上 自転車駐車場 を整備 し,平 成21年
ー
度 については,つ くば駅前広場及 びセ ンタ 広場 内に約210台分 の 自転車駐車場 の整
備 を計画 してお ります。
また,TXつ
くば駅 を除 く 3駅 (研究学園駅,万 博記念公 園駅 ,み ど りの駅)高
架下 自転到駐車場 は,平 成20年 9月 現在約800台分 の駐車台数 を確保 してお ります。
今後, 3駅 高架下 に約940台分 を計画的 に整備 してまい ります。
平成21年度は,研 究学園駅西 自転草駐車場約 164台分 の 自転草駐車場 の増設 を計画
してお ります。
6)災 害時 の避難所 の見直 しをすす め,誘 導情報や緊急 時の体制 の周知 をすす める。
(生活安全課)
災害対策 基本法第42条及 びつ くば市防災会議条例第 2条 の規定 によ り,つ くば市
地域防災計画 を平成 19年 2月 修 正版 にて,避 難所 。誘導情報や緊急 時 の体制 が定め
られてお り,こ の地域防災計画を基 に適切 な対応 を実施す ることにな ります。
7)公 共施設 の耐震診断結果 を公開 し,早 急な改善をすす める。
(建築指導課)
市 が所有す る公共施設 の耐震診断結果 については,順 次公表す る方針 です。
次 に,施 設 の耐震改修 についてです が,「つ くば市耐震改修促進計画」に基づ き計
画的 に実施 します。特 に述 難所 となる施設 に関 しては優先的に取 り組 んでまい りま
す。
8)大 学 ・研究機 関等 の安全確保 の確認 を徹底 し,情 報 を公開する。
(政策審議 室)
つ くば市 では市民の安全確保 は も とよ り研究機 関の研究成果 を地域社会へ の貢献

や教育な どに役 立てて い ただ くた めの基本協定の締結 を進 めてお ります 。去 る 6 月
には独立行政法人産業技術総合研 究所 と基本協定を締結 しま した。現在特殊災害 に
かか る個別協定につい て協議 してお ります。 また, そ の他 の研 究機 関 に も協定締結
に 向け働 きかけを行 つてお ります。
に配 慮 した住 みや す い ま ちづ く り

市 ではつ くば環境 ス タイル 計画 を制定 し,2030年 C0250%削
減 を 目標 に取 り組む
ことを宣言 しま した。 この計画 を積極的 に推進 し,環 境 にや さしい 。人 にや さしい ま
ちづ くりをすすめてい くために以下のフ
点を提案 します。
1)つ くば環境 ス タイル計画 の積極的 な推進
・市民協働 ですす める (環境都 市推進委員会各分科会 へ の市民委員 の公募,ワ ー
クシ ョップ ・意見交換会 の開催 など)
・エネル ギー 削減 の 目標 を共有化 (市民全 体,事 業所,研 究所 ,大 学な どのエネ
ルギー使用量把握,削 減計画づ くり)す る。
・科学技術 を活か したエ コタウンづ くり (自然エネル ギー,省 エネ技術〉
・環境 ファン ドをつ くる。
・エ コ ドライブを推進す る。
①職員 でエ コ ドライブを実施する (C02削 減効果 を実施前 と比較 し,公 開)。
②市民 にも参加 を呼びかけ,市 としての C02削 減量を積み上 げる。
・全市対象 の ノーマイカーデ ィの実施
①毎月 1回 ,住 民 ・事業所 。研究所 。大学などに呼び か ける。
②参加 状況 の集計,広 報 を行 う。
(環境都市推進室)
つ くば環境 ス タイル で取 り上げ られた各施策につい ては,環 境都 市推進員会 の協
力 の も と,行 動計画 の策定 に着手 してお ります。
ご提案 の施策な どについ ては,行 動計画策定作業及 び策定後 の実施過程 にお いて
具体化に努 めてまい ります。
2)ゴ ミ減量 に向けて
①分別 の徹底 (資源化率 を上げる)を すすめる。
とくに事業所 ゴ ミ分別 の さらなる徹底 (事業所へ の訪 問,ク リー ンセ ンター搬入
検査 ,事 業所 立ち入 り調査 の実施)
(リサイクル推進課)
ごみ分別 の啓発 を行 い,資 源化率 の向上 を 目指 してい きます。 なお ,事 業所 ごみ
については,事 業所 か らの減量計画 の提 出や クリー ンセ ンター にお い ての扱入実地
検査 な どを引き続 き実施 してい きます。
②給食残造 の堆肥化
(健康教育課)
市 では,環 境問題 に積極 的に取 り組 んでいます。給食残湾 の 問題 について も,各

家庭 か ら出る生 ゴ ミと併せ ,全 市的な事業 として検討 してまい ります。
③公 園管理 で発 生す る伐採枝や落 ち業,芝 ,畜 産廃棄物な どの有効利用 をすすめる
(堆肥化 ,バ イオマス化 な どの検討 をすすめる)。
業刈 り芝につ きま しては,そ のほ とん どが生産者 によ り焼却 処 分 されてい るのが
現状 です。
焼却以外 の方法 としては堆肥化等 の方法 が考 え られ ,そ れ らに関す る研究が様 々
な分野で行われ てお ります が,い まだ安定的な技術 開発 には至 ってお りません。焼
却以外 の簡易的な処理方法が確 立 されていないのが実情です。
つ くば市は全 国一 の芝生産地でもある こ とか ら,葉 刈 り芝 の有効活用 については,
今後 も生産者や芝関連団体等 と連携 を取 りなが ら検討 して いかな ければな らない課
題 と考 えてお ります。
堆肥化,バ イオ マス化な どにつ きま しては,今 後検討 してまい ります。

落ち葉については,既 に一部 の公 園で堆肥化 し利用 されていますが,今 後,伐 採
枝,芝 の有効利用について も検討 してまい ります。
④家庭 ・事業系生 ゴ ミを資源 として活用できる方法 の検討をすすめる。
(リサイクル推進課)
生ごみの処理につ きましては,堆 肥化やガス化な どが考えられますが,多 くの課
題 もありますので,引 き続き検討 してまい ります。
⑤ ゴミ収集法の見直 し (コンテナ回収 の導入 など)を すすめる。
(リサイクル推進課)
よりよい収集方法 について検討 をすすめてい きます。
⑥一般廃棄物減量等推進審議会へ の市民委員 の公募 をす る。
(リサイ クル 活動や ごみ減量に取 り組 んでいる市民の参加)
(リサイクル推進課)
審議会委員 の人選 については更なる検討 を加 えてい きます。
3)交 通施策 の見直 し
① つ くバ スの見直 しに当た り,路 線 バ ス,デ マ ン ドタクシー,マ イカー の乗 り合 わ
せな ど地域 の ニー ズ に合わせた施策 を合 わせて検討す る。そ の検討 を市民参力口で
すす める (ワ‐ クシ ョップ を数回開催す るな ど)。
(都市整備課)
地域 のエー ズ に合 わせた施策 に関 しま しては,今 年度 か ら実施 してい る公共交通
検討調査 の 中で現況や課題等を把握 しなが ら検討 してまい ります。 また,ア ンケー
ト調査実施や,各 地域 のご意見等 をいただける場を同調査 の中で設 けて い く予定 で
す。
②筑波山な ど森林保護 の側面か ら,公 共交通網 は無公 害車両を積極的に採用す る。
(都市整備課)
公共交通 へ の低公害車両導入につ きま して も,環 境配慮,普 及状況,費 用対効果
等を踏まえなが ら検討 してまい ります。

心 な食 と農 業 の

は食糧 の確保 と共 に,環 境保全 の 面 か らもた いへ ん重要 となつて
農業 の果 たす役害」
い ます。 また,安 全 な食材 を求 める消費者 の需要 も高 ま つて い ます。 つ くば市では特
別栽培や エ コフ ァー マ ー制度 を奨励 じ環境 に優 しい環境 を汚 さな い農業を推進 してお
り,こ の こ とを評価 しさらなる推進 を望みます。 さらに地域 の特性 を活か した環境保
全型 の農業 として 国の有機農業推進法 にのっ と り,生 産者 だ けでな く消費者 も対象 に
した有機農業 の推進 に取 り組 んでい くこ とを提案 します。
1)環 境保全型農業 の推進
減農薬栽培 に取 り組む農家 の実態把握,公 表
地産地消をすすめるため,給 食 へ の地場産農産物 の積極的な活用
(農業課)
食 の安 心 ・安全 に対 す る消費者 ニー ズが年 々高ま ってお ります。市 としま しては,
環境 にや さしい農業 として ,化 学肥料や農案 を慣行農業 の半分以下に抑制 した特別
栽培 の推進や,茨 城 県 が認定 してい るエ コフ ァーマ ー の育成 に努 めてい るところで
す。 また,特 別栽培推進 の一環 として,有 機資材購入 の助成 も行 つてお ります。
特別栽培等 に取 り組んでい る農家 については,市 として も把握 してお りますが,
認証機 関が県であることか ら,公 表 の可否等 につ きま しては,個 人情報保 護等 の関
連 もあ ります ので,県 の判断または県 との調整 が必要になるもの と思われます。
‐
地場農産物の学校給食 へ の提供 につ きま してはす平成 15年度 か ら実施 してお り,
今年度 の桜地区で一巡 します (各年度 1地 区ずつ実施 して きま した)。来年度以降は,
食材 の提供時期や 回数,種 類,量 ,生 産者 との交流,学 校側 の希望等 を考慮 し, ど
の よ うな方法 での実施 が効果的 な のか ,こ れまでの内容 を検証 しなが ら,地 産地消
を推進 してい きたい と考 えてお ります。
2)有 機 生産者 の実態把握 と連絡会 の設置
3)有 機農業に親 しみ,技 術,情 報 を変換す る場 として の有機農 園,直 売所 , レス ト
ランなどの複合施設 の設置 または誘致 (例 :JA全 農 いば らきのポケ ッ トフ ァー ム と
きとき)
(農業課)
有機農業につい ては,消 費者 に して も生産者 に して も,理 解 がまだ十分 とはい え
ない状況 にあることか ら,有 機農業 に 関す る知識 の普及及 び啓発 のため,市 内で開
催 され る研修会や講演会等へ の積極的な参カロを呼びかけ,農 業者 と消費者 の理解 の
増進 に努 めてお ります。
最近 では,平 成 19年2月 に開催 された 「
第17回全 国合鳴 フォー ラム茨城大会」 (於
:つ くば国際会議場),有 機農業推進法制定 に関わつたツル ネ ン ・マルテイ氏による
「
有機農業推進法講演会J(平 成 19年6月 開催)が 市内で開催 されてお り,つ くば市
も後援 してい ます。

の
しか しなが ら,有 機農業 は病害 虫な どによる品質 の低下や収量 の減少 等 問題 を
一
つているのが現状
抱 えてお り,市 内においてはごく 部 の農家 の取 り組み に とどま
ー
です。 一方 ,食 の安全 ・安 心に対す る消費者 ニ ズが年 々高 まつてお り,市 としま
しては,環 境 にや さしい農業 として,化 学肥料や農菜 を慣行農業 の半分以下 に抑制
ーマー の育成 な どに努 めて
コ
した特別栽培 の推進や,茨 城県 が認定 してい るエ フ ア
お ります。
一
し
た
現在,特別栽培推進 の 環 として進 めてい る有機資材 の助成 は214haに達 ,ま ,
ェ コファーマーの認定者 は390人 (平成 20年6月 現在)と なつてお ります。今後 も,
ェ ヨフ ァーマー制度や特別栽培 を導入 しやす い環境 づ くりに努 めるとともに,有 機
の
ど
報
農業 については,当 面,安 定的な技術 開発 の状況や取 り組み事例 把握 な ,情
収集 に努 めてまい ります。

べ
し
ら
障 がい者 も高齢者 も,子 どもも,お となもす て の人 がで安 心 して 自分 ら く暮
べ
し続 ける ことができるまちにす る ことが必要 です。 そ こで,取 り組む き施策 として
以下 の点 を提案 します。
1)福 祉相談窓 日の改善
ー
できる
①仕 組み が複雑 で多岐 に渡 る福祉サ ビス を,当 事者や家族 が効果 的 に利用
よ う,わ か りやす い情報提供や 手続 き援助 を行 える相談窓 口にす る。
ー
の手続 きが行
② 旧庁舎廃止後 に設 置 され る各窓 ロセ ンタ に相談窓 口を設 け,福 社
えるよ うにす る。
(障害福祉 課)
ー
口
ー
福祉相談 コーナ は保健福祉部 にお いて フンス トップサ ビス を基本 として窓
し
相談 を実施 してい ます。 このほか来庁 が困難 な方 には電話相談や訪問相談 を実施
と
てお ります。相談支援事業 の 中での成年後 見制度利用支援事業 が今年度 開始 した
ころで ございます。今後住居支援事業や生活支援事業 の推進 を図 ります。 また個別
の相談 内容 については関係 各課又 は関係機 関に連絡調整 を行な うなど,当 事者や家
い
族 の負担 にな らない よ うな支援 について努力 を重 ねてい る状況 で ござ ます 。情報
立
会
提供 につ きま しても,福 祉 ガイ ドブ ック等については,現 在障害者 自 支援懇談
い
にお いて検討 中でござい ます ので,更 に改善 を図 りなが ら充実 させてま ります。
ー
旧庁舎廃 止後 に設置 され る各窓 ロセ ンタ に相談窓 口を設 け福祉 の手続 きが行 なえ
ついては検討 中で
るよ うに とあ ります が,新 庁舎建設後 の地 区窓 口機能 のあ り方に
あ り,福 祉部門 として別途調整 を図 つてまい ります。
2)福 祉 を必要 とす る者 の情報 を積極的 に集 めるための施策 をすす める。
地域 が持 つてい る地域力や人的力 の活用 を進 め,市 と連携す るための施策 を整 える。
(社会福祉課)
ンテ
年 々多様化す る福祉需要 に対 し,民 生委員や児童委員,各 種福祉団体,ボ ラ

ー
ィア,個 人 ,行 政な どによる地域福祉ネ ッ トワ クの構築 を図る とともに,福 祉サ
ー ビス を必要 とす る高齢者や障害者等 に対 し,最 適 かつ効率的な福祉 サ ー ビスが提
供 できる身近な地域 を基本 としたまちづ くりを推進 してまい ります。
ボ ランテ ィアな ど,地 域福祉 を支 える人材 の育成 ・支援 を図 り,
また,NPOや
協働」 による市民主体 のまちづ くりを推進 してまい ります。
市民 と行政 の 「
3)障 がい者福祉
①障害者 自立支援法における支援 事業者 の実態調査
・雇用条件 の実態
雇用形態 (正社員 か非 正 規雇用 か,社 会保険,勤 続年数,給 与形態 ,業 種別
平均給与等)
。介護 士の質 (資格 の有無 な ど)お よび人数 が利用者 のニー ズ に対 して充足 して
ヤ｀るか
・利用条件 お よび本U用状況 の実態
②事業者 に対す る独 自支援
実態調査 の結果 を踏 まえ,必 要 な対策 を講 じる。
・多様 なサー ビス 内容 が確保 できるよ う事業者へ の指導,援 助 を行 う。
・活動場所,移 動手段な どの援助 を行 う。
③独 自支援サー ビスの設置
ー
現状 で不足 してい ると考 え られ る支援 サ ビス に関 して以下 の よ うな施策 を実施
し,障 がい児 ・者 のよ りよい生活 の質 を維持す る。
・18歳未満 の障がい児 に対す るサー ビス (放課後デイケア,シ ョー トステ ィな ど)
の受 け皿 を増や し,誰 で も利用 できるよ うにす る。
・医療的ケアの必 要な障 がい児 ・者 に対す るデイケア,シ ョー トステ ィな ど,医
療機 関による支援が必要 なサー ビスの実現を医療機 関に働 きか ける。
。各障 がい者 セ ンター に配置 されてい る理学療法士,作 業療法 士 ,言 語療法 士 に
よる生活相談を年齢,障 が い 区分 にかかわ らず受け られ るよ うにす る。
・障 がい状況 の改善や 二次障 がいの防止 に必要な ブハ ビ リが複数 の医療機 関 にま
たが つてい る場合でも,利 用者 のニー ズに応 じて対応 で きるよ うにす る。
④個人負担額 の軽減措置 について
特別措置 が終了す る平成 20年 度以降も,低 所得者 への軽減措置 を引き続 き行 う。
(障害福祉課)
市 の事業所 へ の指導 につ きま しては,障 害者 自立支援懇談会 にお い て ,就 労支援
部会 ,相 談支援体行」,生 活支援サー ビス部会,事 業者部会 の 3分 科会 を立 ち上 げ更
に細部 の改善を 目指 してい る ところです。独 自支援サー ビス につ きま しては,学 齢
児 の児童デイサー ビス事業 が 3年 の経過 処置 を経 て消滅す る ことにな り,教 育や児
童部 門を交 えて対策 を協議 して い るところです。医療的ケアのある空床利用 の障害
児短期入所 もまもな く調整 がつ きそ うです。 また,個 人負担額 の見直 しは本年 7月
に該 当者全員 に配布 し,希 望者 には全員処理 を行い ま した。
③障 がい者 の雇用促進

(障害福祉課)
障害者 の雇用促進 につ きま しては,障 害者 自立支援懇談会 において も障害者 の雇
用 につい て協議 を重ねてい るところで ご ざい ます。就労を希望す る人 の就労移行支
援事業 においては,茨 城障害者雇用支援 セ ンター及び市内事業所 に現在26名が利用
登録 を してお ります。
公共職業安定所,障 害者就業 ・生活支援 セ ンター ,養 護学校等関連機 関 と密接な
連携 を図 りなが ら雇用促進 を進 めてまい ります。
4)高 齢者福祉
①高齢者世帯にお いて,援 助 の手を必要 としていないか積極的 な把握 をすす める。
(高齢福祉課)
地域包括支援 セ ンター にお いて,地 域相談窓 日と しての在宅介護支援 セ ンター を
活用 して要援護 高齢者世帯 の実態把握調査 を実施 してい ます。 さらに,在 宅介護支
援 セ ンター,民 生委員 医療機関,介 護保険事業者等 のネ ッ トワー ク (地域包括ケア
ネ ッ トワー ク)を 構築 し,要 援護高齢者 の早期発見 ・見守 りを進 め,支 援 が必要な
場合 はケアチー ム を形成 して支援 しています。 また ,民 生委員 の協力 によってひ と
りぐらし高齢者 台帳 を整備 しています。
②地域 コ ミュニテ ィで高齢者 をささえる施策 の検討 をすす める。
(高齢福祉課)
高齢者 が24時間住み慣れ た地域 で安 心 して暮 らしてい くことがで きるよ う,見 守
りを必要 とす る高齢者 一人ひ とりに,安 否確認 ,緊 急時 の対応,食 事 の援助,生 活
援助,相 談支援 な どの見守 リサー ビス を提供す る体制 を確保 す るこ とが重要な課題
となつて い ます。本年策定 された 「
茨城県地域ケア体制整備構想」では,地 域包括
ー
支援 セ ンタ が 中核 となって,行 政,家 族,社 会福祉協議会 ,在 宅介護支援 セ ンタ
ー,高 齢者 ど うし,地 域住民,ボ ランテ ィア
,NPO法
人,民 間事業者 な ど様 々な
ー
関係者 による見守 りのネ ッ トワ クづ くりを進 める とともに, ITを 活用 し,夜 間
や緊急時に も対応 できる包 括的な見守 り体制 を構 築 してい くことを提言 してお り,
hrを
地域包括支援 セ ンター の機能強化 をはかる中で,検 「
進 めてい きます。
5)児 童福祉
①母子家庭や父子家庭,一 般家庭 にお いて子 どもが援助 の手 を必要 としていないか
積極的な把握 をすす める。
②母子家庭や父子家庭 に必要 とされ る援助 を確認 し,対 応 をすすめる。
③母子家庭,父 子家庭 の母親 ,父 親 へ の精神的な支 えや相談をすすめる。
(こども課)
子育て の不安や 悩み の相談窓 日として,こ ども課内 に 「
家庭児童相談室」で相談
事業を実施 してお ります。その他,「つ くば市要保護対策地域協議会」を設 け,関 係
機 関 と連携 し,児 童 へ の虐待等 の早期発見に努 めてお ります。今後 とも,子 育 て支
援 システ ムや市報等 を活用す るな ど,相 談 し易い よ うに努 めてい きます。
④低所得者 へ の奨学金制度 の創設

(こども課)
奨学金帝J度につ きま しては,現 在,茨 城県及びつ くば市 にお いて実施 してお りま
母子家庭
生活福祉 資金貸付制度」 「
す。 この他,茨 城県等 にお いて,そ れ に類す る 「
母子寡婦福祉資金貸付制度」等 の事業 があ ります。
自立支援教育訓練給付金事業」 「
利用者 が 目的にあわせ て利用 できるよ うに広 報紙等 を通 して周知 に努 めてまい りま
す。
か に育 つ 環 境 づ く り

すべ ての子 どもがそ の子 らしくい きい きと心豊かに成長 してい けるよ うに,生 命 の
基本 である食 を大切 にす る こと,家 族や地域 の人 々 との温か い交流 を図るこ と,読 書
によつて人 の心を推 し量 る想像力や考 える力 を身につ ける こと等 を進 めてい く必要 が
点を提案 します。
あ ります。 そ こで,取 り組むべ き施策 として以下のフ
1)先 生が子 どもに向き合 える環境 を整 える
少人数学級 の実現 :現 行 の 40人 学級 (小 1で は 35入 学級)か ら 30人 学級 へ
地域 の人材 を活用す る (地域 の大人,退 職教員,大 学生な ど)。
(指導課)
少人数指導 を目指 して ,今 年度,少 人数加配教諭 が小学校 に28名,中 学校 に34名,
そ して県 ののびのび い ば らきつ子 プ ラン事業 による小 学校 1, 2年 生 の学級 へ の加 配
が 6名 ,そ れ か らTT非 常勤講師 が13名,計 81名配置 されてお り,全 51校す べ ての学
校 で少人数指導 が実施 され てお ります。国語や算数等 の授業 にお い て, 1学 級 を 2分
割す るな どの少人数指導や 1学 級 を 2名 の教員 が指導す るテ ィー ム ・テ ィー チ ングが
行 われてお り,児 童生徒 の学力向上に大きな成果を上げてお ります。
また,少 人数学級 につ きま しては,評 価や安全確保 ,発 達段階 をふまえた指導な ど
を考 えます と地域 の大人や大学生な ど免許 状 をもつてい ない人材 を活用す る こ とは難
しい状況 であ り,現 状 の配置 で今後 も考 えてい きたい と思い ます。
2)学 校給食 の見直 し ・改善
①給食 セ ンター の老朽 化,建 て替 えの時期や春 日地 区新設校建設 を機 に,自 校 式給
食 の導入 を検討す る。
(健康教育課)
今年度,給 食セ ン ター の老朽化 や TX開 通 に伴 う人 口の増加 に対応す るため,給
食 セ ンター整備基本計画 を策定中です。 この 中で,つ くば市 にふ さわ しい給食 のあ
り方 を検討 してまい りますが,現 在,全 ての給食 をセ ンター方式で実施 し良好 な運
営 がお こなわれ てお り,基 本的 にはセ ンター方式を考 えてお ります。
②農薬 ・添加物 ・遺伝子組み換 えに関する監査基準 を作成す る。
(健康教育課)
現在 ,国 ・県等 にお いて基準 が各 々定め られ ,食 品 が流通 してい ます。昨今,食
品の安全 に関す る報道 が国民の注 目を集めていますが,給 食 の食材確保 について も,

・
い ります。
なおいつそ う注意 を払 い,子 供 たちに安全 安 心な給食 を提供 してま
③ 地元生産 の米,野 菜,果 物 の使用 をよ りいつそ う拡大す る。
(健康教育課)
10年度 か ら100%地
給食 用 の米 については,地 元 」Aの 全面的 な協力 により,平 成
・
ついて も,茨 城県 内産 を含
元産 コシ ヒカ リを使用 しています。 また,野 菜 果物 に
一
合 は,平 成 19年度42%に 達 してい ます。今後 も,栄 養価 が高 く
めた地元産使用害」
い
番 おい しい旬 の時期 を中心に,地 元産野菜 の活用 に努 めてま ります。
④食育 を推進す る。
(健康教育課)
′
いと体 を育む食育推進事業」 の 中で ,つ くば
平成 18年度 か ら始 まつた茨城 県 の 「
いて,栄 養教諭
市 では,平 成 19年度 は谷 田部 中学校,平 成 20年度 は小 日小学校 にお
とした食育 の
を中心に食育モデル事業を展開 してい ます。今後 も,学 校給食 を教材
推進 に努 めてまい ります。
る。
⑤給食残造 を利用す る生 ゴミリサイ クルのモデル 事業 を導入す
(健康教育課)
い ります。
各家庭 か ら出る生 ゴ ミと併せて,全 市的な事業 として検討 してま
3)学 校図書館 の充実
① 司書教諭 や司書教諭補助員 の研修 をすす める。
(指導課)
い と考 え
い
今後 も教科 の研修 に抱 き合 わせ を しなが ら,有 効 な研修 に努 めて きた
てお ります。
ラス以 上 の 中
② 大型校 にお け る学校図書館 の司書教諭補助 員専任配置 に続 き,18ク
全域 で
規模校 にお いて も段階的に司書教諭補助員 の専任 配置 を実現 し,つ くば市
の学習環境 の さらなる充実 をはかる。
(指導課)
て
校図
市内全 小学校 に対 して司書教諭補助員 を配置 し,司 書教諭 の補助 とし ,学
書館 の整備 を行 つています。
の 日のニー ズ に答 え
③専任 司書教諭補助 員 の職務 日数,時 間数 を児童生徒,職 員 毎
られ るよ うに拡大す る。
(指導課)
・
つ
しては,現 状 の配
現在 の司書教諭補助員 の配置及 び配 置 の 日数 時間等 に きま
間を通 して学習
置 を維持 し,各 学校 の様 々な問題 に対応 できるよ う研修会や学校訪
環境 を整 え られ るよ う助言 してい きたい と考えてお ります。
④ 中学校へ の司書教諭補助員 の配置 を行 う。
(指導課)
校 では,生
中学校 へ 司書教諭 補助員 の配置 は今 の ところ考 えてお りません。 中学
つて取 り組 めるよ う
徒 の主体的 な特別活動 な どを充実 させ ,読 書活動等 に興味を持
指導助言 してい きたい と考 えてお ります。
ー
を図 る。
⑤学校図書館資涙 共有ネ ッ トワ ク事業 の評価 を総括 し,さ らなる活用

(指導課)
本事業 は平成 18年度 に修 了 した事業 であ ります。使用 してい る学校 の声 を聞きま
す と,便 利 にな つた とい う声 があ る反面 ,使 いづ らく図書 の返却処理に時 間 がかか
り,バ ー コー ドラベル の印刷 に苦情 がで るな どよい意見 ばか りではあ りませ ん。本
システ ムが有効 に活用 され るよ う今後 も指導助言 に努 めてい きた い と考 えてお りま
す。
4)特 別支援 教育 の充実
① 関係各機 関に よる連携 の仕組み をつ くる
(指導課)
特別支援教育にお い ては,関 係各機 関 との連携 を しなが ら進 めてい くことが重要
です。 関係各機 関 として考 えられ るの は,行 政,教 育,医 療 ・保健,福 祉,研 究機
関な どが あ ります。児 童生徒 が在籍す る学校 を中心 として,次 の よ うに現在 い ろい
ろな連携 が な されて い ます。今後 もさらに連携 を充実 させて い くことが大切 と思わ
れ ます。
○行政機 関 との連携
市教 育委員会 では,福 祉 ・保健 関係等各課 と連絡 を取 り合 い連携 した取 り組み
がで きるよ うに してい ます。 また,他 市町村教育委員会 と情報交換 を行 つた り,
県教育委員会 と連携 して研修会や専門家会議 の開催 な どを行 つた りしてい ます。
①教 育機 関の連携
幼稚 園か ら小学校 ,小 学校 か ら中学校 へ と進学す る際 には移行支援 が大切 です。
そ のために も学校 間の連携 が とて も重要 になつて きます。特別支援 が必 要 な児童
生徒 は特 に環境 が変 わることに敏感です。前 の学校 でや ってきたことを受 け継 ぎ,
障害 に関す る支援 がスムー ズにできるよ う情報交換 を してい く必要 があ ります。
①医療 ・保健,福 祉,研 究機 関等 との連携
市で行 つて い る巡回相談や研修会 には筑波大学や つ くば養護学校 の先 生 に協力
を して い ただ いています。 また学校 で行 つてい る研修 会 に も茨城大学,児 童相談
所 ,病 院等 の先 生 を依頼 して実施 してい る ところもあ ります。 また就学相 談や巡
回相談等 の 中で,必 要 に応 じてこれ らの機 関を紹介す ることもしています。
②整備 され て い る支援体制 のメニ ュー を市民に広 く周知 し,時 間をか けて検討 ・選
択 がで きるよ うにす る。
( 指導課)
就学相談 な ど市民に広 く知 らせ るべ きもの は, ホ ー ムペ ー ジや広報紙 に掲載 した
り, ポ ス ター を掲示 した りしています。学校 に知 らせ るべ きものは, そ の都度通知
して連携 を とってい ます。今後, 地 域や家庭 に特別支援教育 をよく理解 していただ
くために, 学 校 と協力 した理解啓発へ の取 り組みを してい きたい と思います。
③特別支援員 の増員

(指導課)
平成 19年度 か ら小学校中学校において障害 のある児童生徒 に対する学校上 の介助
や学習活動上 の支援な どを行 う特別支援教育支援員 の配置事業が全国的に行われ る

よ うにな りま した。 つ くば市は平成 12年度 か ら教育補助員配置事業 として実施 して
お ります。
来年度 も今年度 と同様 に事業 を実施す る予定です が,個 に応 じた指導 が さらに充
実 できるよ うに教職員 の研修や巡 回相談や就学相談 の充実 も図 られ るよ うに してい
きたい と考えてお ります。
5)多 世代交流 の居場所 づ くり
ー
① 地域 の大人 ,退 職教員,大 学 生 をボ ランテ ィア として配 置 し,勉 強,ス ポ ツ,
文化活動 を通 して,地 域 の大人や異年齢 の子 どもとの交流 を図 り,子 どもたちに
放課後や週末 の居場所 を提供す る。安全 管理 の面 で も親 が安 心 して働 ける環境 の
整備 を促進す る。
(政策審議 室)
ボラ ンテ ィアの募集 等 を積極 的 に推進す るとともに,地 域 の子育 てに係 わる各種
団体 の連携 , 自主的な活動支援 を図 つています。特 に,大 穂 地 区では,多 世代交流
なか よし館」 の開館 に伴 い,子 育 て支援 に関わる各種
を 目的 とした大曽根児童館 「
団体 の連携,情 報交換 の場 として 「くす の き会」を結成 し,子 ども達へ の声 かけ運
動 な ど様 々な活動 が行 われてい ます。 こ うした活動が,学 校 ,児 童館 ,ま たは公民
館等を核 として,市 全体に広 がってい くよ う環境整備 を図 ちています。
。
②多世代交流 の拠点 として各地域 の公民館 児童館 な どを積極 的に活用 できる しく
み をつ くる。
(市民活動課)
公民館 は,地 域 の拠点 のほか ,市 民交流や多世代交流な どの社会教育 を 目的 とし
て建 設 されてお り,現 にその よ うな内容 で機能 しています。
6)教 育施設 の耐震診断結果 の公 開,早 急な改善
(施設管理課)
教育施設 の耐震診断結果公表及び耐震改修は,「つ くば市耐震改修促進計画」に基
づ き順次計画的 に実施 してまい ります。
7)子 育て支援
①安 心 して出産 できる環境づ くりをすす める。
出産施設 の整備
近隣市町村 との連携 の充実
産前産後 のケア (保健師の訪 問,バ ックア ップ体制づ くり)
(健康増進課)
出産施設 の整備 については,茨 城県保健 医療計画 の もと,整 備 の推進 を県 と協議
しなが ら検討 してまい ります。
近隣市町村 との連携 の充実 については,現 在里帰 りされ てい る出産者 への訪問依
ー
頼や転入 ・転出時 におけるケ ス情報 の共有な どを行 なってお り,引 き続 き これ ら
について連携 を取 つてまい ります。

産前産後 のケアについ ては ,妊 婦健診 の公 費負担 を現在 の 5回 か ら 14回 へ の拡
充 を検討 し,ま た,妊 婦 さん 自身及 びそ の家族へ の教育 ・相談 ・訪間 と赤 ちゃん訪
問な どの拡充を図つて まい ります。
②保育所 の充実 待 機児童 の解消 をすすめる。
(こども課 )
ど りの駅前 に低年齢時を
保育 を希望す る人が子 どもを預 け られ るよ うに,TXみ
対象 とした分園 の設置等,民 間活力 による入所枠 の拡大 を図 り,待 機児童 の解 消を
進 めてまい ります。
③子育 て時間の確保 をすす める。
育児休業 の整備 ,就 業時間 の見直 しを市内の事業所 へ働 きか ける
(子育 て支援室)
仕 事 と子育 ての両立につ きま しては,仕 事 と生活 の調和 (ワー ク ・ライ フ ・バ ラ
ンス)の 実現に向けて ,国 をあげて取 り組 んでい る ところです。市 としま して も,
産業振興課 ・男女共 同参画室や商 工会等 と連携 しなが ら,市 内の事業所 に向けて ,
働 き方 の見直 しや ワー ク ・ライ フ ・バ ランスの実現 に向けた取 り組み の啓発 ,国 県
の両立支援 の施策 の情報提供 な どを行 つてまい ります。
④学童保 育 の待機児童 の解消 をすす める。
( こども課)
学童保育 ( 放課後児童 クラブ) に 関 しては, 既 存公共施設 の利活用等 を図 り, 放
課後児童 の環境改善 に努 めてまい ります。
女 共 同参

1)第 3次 ア ップルプ ログラムの推進
(男女共同参画室)
男女 が互 い に人権 を尊重 し合 い,責 任 も分 かち合 いつつ , 自 らの意思 で個性 と能
力 を十分 に発揮 できる社会 の形成 を目指 し,つ くば市男女共同参画推進基本計画 (つ
ログラム 2008〜 2012)に 基づ き,男 女共 同参画 の よリー層 の推
くばAPPLEプ
進 に努 めてまい ります。
2)男 女共同参画センター を設 置す る。
(男女共同参画室)
つ くば市男女共同参画推進基本計画にあ ります よ うに男 女 共 同参画に関す る学習
や情報発信 の場,市 民交流や相談窓 国として拠点の設置 に向けて検討 してまい りま
す。
3)ア ップルプ ログラム全体 の進捗状況 を評価点検す る市民参加 の推進体制の充実 (推
進協議会 の設置)を すす める。
(男女共同参画室)
男女共同参画推進に関す る施策 の実施状況 。実施予定等 については,「つ くば市男
女共同参画社会基本条例」第 9条 に基づ き,毎 年公 表 を行 つてお ります。
つ くば市男女共同参画審議 会」 (第3者 機 関)を
現在 は,市 長 の諮問機 関 として 「

設置 してお ります。本審議会か らのご意見 を施策に反映させ , 男 女共同参画 の取 り
組みを着実に推進 してまい りたい と考えてお ります。
コ ミュ ニ テ ィ の

1)地 域 の拠点"市 民交流 の拠点,多 世代交流 の拠点 として各地域 の公民館 ・児童館
などを積極的に活用 できるしくみをつ くる。
(市民活動課)
公民館 は,地 域 の拠点 のほか,市 民交流や多世代交流な どの社会教育 を 目的 とし
て建設 されてお り,現 にそのよ うな内容 で機 能 してい ます3
2)高 齢者対策 を コ ミュニテ ィ再生対策 の糸 日とす るための施策 の検討 をすす める。
(市民活動課)
コ ミュニテ ィづ くりのために地域内で行 われ る三世代交流事業等 に対 し,区 会 を
通 して支援できるよ うに検討 してまい ります。

