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地域のために全力をつくし
魅力ある郡山をめざします
新たな防災対策指針の作成

地域洪水タイムラインの策定

水害の恐れのある地域にお住まい
の方が、転居して住宅を再建する場
合、引っ越し費用や土地取得にか
かる費用の借入利子相当額を助成
する制度が必要です。

地域単位や町内会単位で情報を共有し、行動に移すため
の「町内会版 タイムライン」の策定を急がなければなり
ません。移動に時間が必要、
また、助けが必要な、高齢者な
どの支援体制について、
「いつ」
「誰が」
「何をするか」
を時
系列で整理しておく必要があります。
加えて、市民一人一人が「マイ・タイムライン」
を決めて、前
もって自分のとる
べき行動を整理
し、時間軸にまと
めたオリジナル
の防災行動計画
も必要です。

浸水区域支援制度の創出
河川改修工事が完了しても、宅地
が河川堤防より低く、浸水が想定さ
れる区域に住まいを所有し、居住し
ていた方が、別の居住誘導区域へ
転居する際に支援する、浸水区域
支援制度を創設すべきです。

新時代に求められる教育
オンライン教育が教育格差を生んでしまうことが
ないよう、今こそ、
インターネットを接続していない
家庭に対する支援や、新しい教育の仕組み、学校・
教育の在り方を創り出す時期です。

お迎え型の病児保育

危機の切迫度、規模等に応じて、平常時から対策
本部設置まで４つ
の危機管理レベル
に応じて対応する
「危機管理指針」の
策定が必要です。

動画教材を使った授業や、協働学習、体育館での授
業などにも対応できる、
より高度な高速ネットワーク
が求められます。校内のどこでも校内LANにアクセス
できる環境を整えるべきです。
また、災害時、避難所として体育館を利用する際に、
校内LANを一時的に解放することによって、避難して
こられた方々に、必要な情報提供が可能となります。

Webブラウザ経由で使うクラウド型のア
プリケーションは、
自宅学習にも活用で
き、
リアルタイムで先生と生徒との交流
も可能です。
小学校から高等学校の各学校で「プログ
ラミング教育」が必修化されるなど、ICT
を活用した学習活動が本格化する中で
教師による対面
指導と双方向の
オンライン学習と
の組み合わせに
よる、新しい教育
様式が必要です。

保護者が出産や
病気で養育でき
ない場合、
ショー
トステイやトワイ
ライトステイを
行う児童養護施
設が郡山市には
ありません。
建設に向けて支
援を強化すべき
です。

福島県郡山市七ツ池町 3-13

ひとり親家庭の自立を支援
一人親家庭への経済的支援は必要ですが、一人ひとり
に寄り添った就労支援体制の構築が早急に必要です。
ひとり親世帯の世帯収入を上げ、就労や住まいへの不
安を取り除くことが、今最も必要なひとり親家庭の自立
支援ではないかと考えます。

こども食堂の支援強化

https://www.youtube.com/user/Mteshigawara
〒963-8831

郡山市危機管理指針の策定

学習ツールのクラウド化

てしがわら 正之
すべて動画で公開中！ 公式チャンネル
発行 てしがわら正之

災害に強い都市づくりは、
「新たな防災対策指針」
、
「浸水区域支援制度」、町内会などの「地域洪水タイム
ライン」そして、郡山市の「危機管理指針」が必要です。

校内 LAN の整備

子育て短期支援事業

保育所で急にお子さんの体調が悪くなっても仕事
の都合などで、
すぐに駆けつけられない時、保護者
に代わって、市の看護師と保育士が車でお迎え、
かかりつけ医に診
てもらった後、市で
整備した
「病児保
育室」
でお子さん
をお預かりする
「お迎え型病児保
育事業」
を実施す
べきです。

災害に強い都市づくり

TEL 024-939-0852

運営資金が最大の課題です。
子ども食堂は民間での取り組
みとはいえ、行政、民間企業が
子ども食堂に対して支援しや
すい仕組みづくりを更に強化
すべきです。

後援会内部資料
FAX 024-939-0855 メール sai@m-teshigawara.com
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歩きたくなる新フロンティア通り
音が見える「motto楽都・郡山」

デジタル田園都市構想
アグリビジネス団地

人口減少対策として、中心市街地周辺の開発に取り組む

郡山市の 10 年先、20 年先に向けての都市行政

少子化対策や移住定住対策を更に強化。
地域の活力を将来にわたって維持してゆくため、人
口減少の克服、地方創生という課題に取り組みます。

アグリビジネス団地

郡山南インター周辺に生産物、加工品、流通の
「業務エリア」
を集積します。
さらに
「仮称 アグリビ
ジネス団地」
として集出
荷拠点を整備、郡山市
の基幹産業である農業
を活性化して地元産品
の六次化を図ります。

民間目線で郡山の夢や希望などの将来像を考える
「郡山グランドデザインプロジェクト」。
市民の皆さんの声をもとに、若者が自由な発想で夢
を描いた、
この素晴らしいグランドデザインの具現
化を検討すべきです。

県立武道館を誘致
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郡山南副都心構想
郡山市の 10 年先、20 年先に向けての都市行政２

日大工学部周辺の浸水対策
徳定川の河川改修や古川池の水辺
空間事業の工事着手を進めます。

郡山南副都心構想は、郡山市に学ぶ学生が、
その
まま住み続けたくなる魅力溢れる街、個性豊かな
若者が未来を描ける街として、郡山市の 10 年先、
20 年先に向けての都市行政に必要不可欠な事業
です。

テッシー か わ ら 版 は イ ン タ ー ネ ッ ト で 随 時 更 新 中 ！
発行 てしがわら正之
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文化施設を整備
郡山合同庁舎跡地と 21 世紀記念公
園とを併せて一体的に整備。
郡山市民が築いてきた
「音楽都市・
郡山」
のシンボルとして、市民による
音楽祭などを定期的に開催します。
周辺に大型バスも駐車可能な大規模
なスペースを確保し、様々なイベント
が開催できるイベント広場として活用
します。

り

高架下に雨水貯留槽を埋設し
て、南川による日出山地域での
冠水及び浸水対策を行います。
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郡山駅

日出山地域の水害対策
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安積永盛駅を橋上駅としてビッグ
パレット脇に移し、３．
４㎞の鉄道
の高架化を進めます。

Dash
Masayuki！
！

医

県立武道館を誘致し、周辺のスポーツ施設と併せ
て、大規模な駐車スペースを確保。
元気な子どもたちを育成するスポーツパークとし
て整備します。

電

安積永盛駅の橋上化

水と緑が豊かな
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TEL 024-939-0852

郡山駅東口

バスターミナルを整備、駅東口からも
市内路線バスを走らせ、公共交通機関
の利用を促進します。

デジタル田園都市
優良田園住宅制度を活用して首都圏に近い立地や交
通網を売りに県外からの移住者呼び込みを強化。
優良田園住宅にデ
ジタル技術を活か
して、
リモートワー
クを進め、
暮らしと
自然を調和させた
リスク分散型社会
を目指します。
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