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1.報告書の目的 

 

この報告書は、「市民討議会」に参加した市民の皆様が話し

合った意見を行政及び市民に届けることを目的とします。 

 今後、市民討議会が繰り返し開催されることにより、幅広い層

の市民にとって「市民討議会」が身近なものとなり、より幅広い

意見が集積していき、また市民の皆様の参画意識が醸成され、

私たちの未来の「まち」がより良くなることを目指していきます。 

 また、この報告書の内容はホームページ等で公表し、一人で

も多くの方々に市民討議会について知っていただけるよう尽力

致します。 

 

 



 

2.市民討議会開催の目的について 
 

■広がる「市民討議会」 

「市民討議会」は2005年に千代田区で初めて開催されて以降、 

主に全国の青年会議所が行政と手を組み広がっていきました。 

 

■市民討議会の目的 

市民討議会の目的は、行政に皆様の意見を伝えると同時に 

市民の皆様の自治意識の向上を期待し開催されています。 

まちをより良くするために話し合うという場を提供することにより、参加者

の皆様がいままで以上に、この地域に興味を持ち、自らが主体的に行

動することの重要さを認識していただくという期待が込められていま

す。 

 

■私たちの住む石岡市では… 

石岡市における市民討議会は、『明るい豊かな社会』の実現に向けて、

地域社会に貢献する様々な活動を展開している一般社団法人石岡青

年会議所及び、『市民協働のまちづくり』を推進している石岡市が手を

取り合い去年より開催されていきました。 



 

3.石岡市市民討議会2015の特徴 

・一般社団法人石岡青年会議所（石岡JC）と石岡市が共催しました。 

・無作為抽出の人数を2000人、条件を18～65歳としました。 

・消滅可能性都市として市名が挙げられた事を踏まえ、テーマを選定

し、幅広い年代層より意見を取り入れました。 

・３回目の開催である今回は、市内の高校生に協力して頂き、若者から

の視点での意見を取り入れられる様、高校生枠を設けました。 

  

 

 



4.開催概要 

1)日時及び開催場所 

2015年７月５日（日）9:30～16:00 

石岡市国府地区公民館にて開催 

2)募集方法 

18歳から65歳までの市民を対象に、住民基本台帳から

無作為で選出した2000名に開催案内を送付し、参加者

を募集しました。 

3)募集期間 

2015年5月後半～6月中旬 

4)募集定員 

一般市民35名程度としました。 

５)参加人数 

一般市民26名、高校生４名、計30名で開催しました。 

 

 

 

 

 

 



5.参加者 

50音順、敬称略 

浅野 優花 足立 由紀子 雨貝 隆史 安藤 寿子 飯塚 智子 

石井 文子 市塚 きみ子  

大槻 亙 大図 貴美子 大貫 洋子 川上 和江 河原 汰  

金本 俊夫 坂本 智美 笹目 尚江 関 あや子 高栖 まち子  

武田 登志子 滝原 建二 濱 慶子 平岡 雅子 中島 英樹 

中山 茂子 野口 和之 野村 彩乃  

矢口 一美 矢口 清高 吉尾 道子 吉川 博史 吉村 順一  

 

 

 



 

６．報告及び公表 

一連の経過及び討議会の結果を報告書にまとめました。

報告書は今泉市長に直接提出し、石岡市ホームページ

などでその内容を広く公表いたしております。 

 

   

 

    

 

 



 

7.討議の進行方法 

①グループ分け 

討議の際、5人でグループを構成。少テーマごとにメンバー入れ替えを行いました。 

②自己紹介 

グループ内で簡単な自己紹介を行いました。 

③係の決定 

・書記係・タイムキーパー・まとめ係・発表係 

この４係をくじ引きにて決定しました。 

④自由な意見の交換と付箋への書き出し 

まずは、少テーマごとにお互いの意見を交換し合いました。 

自分の意見を一つの考えに付き一枚の付箋に記入し、グループメンバー同士でできるだ

け多くの意見を討議シートに貼り付けました。 

⑤まとめ作業 

討議シート内に貼り付けた付箋の中から、同じような意見をカテゴリー別に分類しながら、

優先する意見を書き出し、3つ以内にまとめました。 

⑥発表 

発表係がグループとしてのまとめの意見を発表しました。 

⑦投票 

一人が2枚ずつシール（●）を持ち、各グループがまとめた討議シートの投票欄に貼ること

で投票を行いました。 



８．討議会当日のスケジュール 

 

時間 ＭＩＮ

9:00

9：30
～

9：55

25分

9:55
～

11:15
80分

11:15
～

11:25
10分

11:25
～

12:45
80分

12:45
～

13:30
45分

13:30
～

14:50
80分 午後の部

14:50
～

15:30
40分

午前の部

第３テーマ

第２テーマ

休憩

２、あなたは石岡市の観光大使です！
『いしおか』のどんな良いところをアピールしたいですか？
・石岡市には、観光スポットや自然、特産品をはじめとする美味しい食べ物、そして、歴史や関東を代
表とするお祭りなどPRする良いところがたくさんあります。
もっとたくさんの人にこの魅力ある良いところをPRしたい。皆様が観光大使になってこのまちの良いと
ころをどんどんPRしてみましょう！

１、子供たちが住み良いまち『いしおか』とは？
・石岡全体の未来イメージを考えた後、今度はより具体的な石岡像を考えてみましょう。テーマは「子
ども」です。皆様が子育てをしてた時、または今後する中、子どもを産み易い環境など、どんな点を石
岡市にサポートして欲しいのか、どのようにすれば「子供たちが住み良いまち」になるのか、皆で考えて
みましょう。

第１テーマ

閉会式

昼食・休憩

３、こんな住み良いまちを守るために
今からしたいこと、２５年後(２０４０年)までにしておかなければいけない思
うことは何ですか？
・2040年消滅してしまうまちとならない為にも、このまちを救えるのは皆様のアイデアです！あなたの
考えるアイデアを出し合いましょう！

受付

大テーマ「 ふるさと再生～なくなるなんてありえない！だって石岡が好きなんだもん～」

参加者の皆さまには、7人程度１組のグループに分かれ、テーマ毎にそれぞれ意見を出し、模造紙に書き出して頂きます。テーマ毎に発表の時間を設けを発表していただきます。

各自、９時１５分までに会場へお越し願います。

開会式

当日の流れ

 

 

 

 

 

 

 



９．討議の結果 

第一テーマ 
『子供たちが住み良いまち 

「いしおか」とは？』 
 

 

 

     

       

 
 

 

 

 

 



 

  
 

 

 
 

  

      
●● 

  
●●●● 

  

  

 

○昔遊びを奨励し 

3 世代の交流を図る 

○空き教室を開放して子供たち

と遊ぶ（むかしの） 

○昔の遊び、空教室の利用 

地域のお年寄りと交流 

○遊ぶ事が少なくなってきてい

る。 

子供だけで遊ばなくなって 

きている。 

○自然も楽しく活動 

  つり、バードウオッチング 

  サイクリング、体験活動 

  キャンプ 

○国府公園を水遊びのできる 

公園に整備する 

○スポーツ少年団に用具等の支

援 

○安心・安全に過ごせる居場所 

○病院がない（少ない） 

○心から楽しいと思える時間 

○安心して遊べる場所が必要 

○遊具の整備→安全なもの 

○困った時に駆け込める場所 

○交通ルールの徹底、良く守る 

○道の整備→でこぼこなど 

○外灯の設置 

○市営の児童クラブの保育 

時間延長で生活環境の充実 

を図る 

○空き教室の活用 

○広い歩道が少ない 

○通学路の整備 

○初めてのおつかいが出来る 

ような町、話しかけてくれる 

 

遊び 

グループ名 

小テーマ名 

メンバー名 

討議シート 

石岡大好き 
子供たちが住み良いまち「石岡」とは？ 

あめ おおず 智美 大貫 太郎くん 

まとめ１ 

まとめ 2 

まとめ 3 

残したい意見 

投 票 欄 

安心・安全に過ごせる環境と地域の優しさ 

昔遊びの奨励をし、3世代の交流を図る 

観光客の参加（石岡のお祭り） 

子育て支援のアピール 

 

○まず平和が一

番 

○優しさを 

もっと広めて 

平和 
安心・安全 

 

・地域の行事への参加 

・奉仕作業への参加 

 

・子育て支援のアピー

ル。石岡に引き寄せる 

子どもに優しい町 

 

・茨城団体 

デモンストレーショ

ンに多くの子供たち

を参加させ「夢と感

動」を与える 

 

お祭り 

・外にアピール 

・大人が主体で子供だけでは危ない 

子供やお年寄りも中心に 

・子供メインのお祭り 



 
 

  
 

 

  

      
●●●●● 

  
●● 

  

  

Ｆ「チーム」 
子供たちが住み良いまち「いしおか」 

かわかみさん、あさのさん、たきはらさん、いちつかさん、たかす 

グループ名 小テーマ名 

メンバー名 

討議シート 

まとめ１ 

まとめ 2 

まとめ 3 

残したい意見 

投 票 欄 

医療費の負担をへらす 

子供たちが安心して遊べる公園、施設 

区画整備を行い、大胆な都市計画 

大きい子供が小さい子供の面倒を見る 

医療費の負担 

 

土浦市では、妊婦さんの医療費は無料特別待遇 

医療費の負担 

◆子育てを安心してできる環境を整える 

情報の提示（公園・施設） 

 

◆親子で一緒に遊べる場所 

 

◆公園、施設の設備 

 

◆運動公園のグラウンドの整備 

 

◆小学校や中学校の近くに公園の場所な

どのマップ・看板を作る！ 

 

◆児童センターをもっと作る！ 

 （大人の人がいてくれる） 

 

◆お母さん目線 

 子供たちが安心して遊べる公園・施設 

 

 

◆区画整備を行い、大胆な都市計画 

 

◆区画整理、道路・公園など 

 

◆ショッピングモール 

 

◆スポーツスタジアム 

 

◆シャトルバス 

学生・老人 無料 

 

◆子供たち  

自主的に子供の輪を広げる場所 



 

  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

      
● 

  
●●● 

  
●●● 

  

 

投 票 欄 

子供たちが集まって遊んだりできる安全な場所を作ってほしい 

親と子の教育と相談の場の提供 

家族が楽しく暮らせるために 

 

 自治体の子育て支援の充実 

未来ある石岡 子供たちが住み良いまち石岡とは？ 

中山・野村・吉川・関・吉村 

グループ名 小テーマ名 

メンバー名  

討議シート 

まとめ１ 

まとめ 2 

まとめ 3 

残したい意見 

 

石岡駅の周りの雰囲気が暗い 

 高校なども近くにあるので 

 放課後とか遊べる所があると 

 少しは明るくなると思う 

 

子供が安心して遊べる場所 

 

子供が無料で集まって遊べる施設 

があったら良い 

 

 

家族が一緒に住めるように 

石岡を東京 通勤・通学 圏に 

 

スポーツ団体をもう少し増やして 

もらいたい 

 

給食費無料 

 

両親の子育て教育・講演の実施 

 

両親の相談できる機関の設置 

 

観劇・講演などで、いじめや優しさを  

テーマに何度も実施 

 

子供たちが気軽に相談できる体制 

（カウンセラー）を構築する 

 

中学・高校生位の人が時間を問わず 

相談できる様にして欲しい。 

電話相談とか 

 

子育て中の親が自由に出入りできて 

相談できる場所があったらよい 

 

子育て支援のアピールの方法を考える 

 

子供たちと先生の交流会など 

1.石岡を通勤・通学圏に 

2.スポーツ団体などをもう少し増やしてもらいたい 

3.給食費・修学旅行費を無料に！ 



その他 

自然 

学習支援 

駅前・施設 

 

 

  
 

討議シート 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
まとめ１      

●●●● 

まとめ 2  
●●●●●●●●●● 

まとめ 3  
●●● 

残したい意見  

投 票 欄 

青一天 子供は国の宝 

みっちゃん、チャーちゃん、オケイちゃん、ささめさん、河原くん 

●親が付き添わなくても遊べるような支援 

●小学生にいろんな体験をさせたい 

料理、木工、ちょっと危ないこと 

●子どもの事故・事件防止の見回りなど 

●公園や広場で遊べる支援 

八郷の自然を子供達が気軽に楽しく楽しめるように交通機関 

道の整備と支援 

子供達にお金のかからない居場所が欲しい 

（中・高生）      （駅前・図書館、カフェ） 

学習支援 

ネコカフェ・デパート・有名チェーン店 

●小中生の学習の衰えが気になる。 

ボランティア高校生や手隙の主婦などが 

指導してもよいのかと。 

●学童の格差をなくして欲しい。広さ、施設、

人数、等々  ●学童保育や保育所は街の中 

●お母さん(家族)が安心していないと子供が 

安心できない。働くお母さんが多いので、 

学童や児童館など、子供をお預かりする時間 

曜日をもっと広げて欲しい 

●放課後に子供達が安心して成長も出来る 

場所。企画。 

●子供を貧困から守る授業 

●子供が目をキラキラする授業（個性を生か

す） 

 

           

       

●キャンプ場が欲しい  

●自然な環境の中で安全・安心して外で 

遊び学べる 

●自然と触れ合える場所づくり 

●里山を利用できるように（手軽に） 

●八郷の自然を子供達が気楽に楽しめる 

ように交通と支援機関、道の整備 

●自転車道の整備  

●八郷地区にバスを充実させる 

●八郷と石岡地区の交流 

 

           

       

●図書館を 20 時くらいまで開けてほしい 

●図書館を小規模でもいいので数を増やして 

●子供達が、本を読んで 室内でちょっと 

遊べるように  ●駅前に図書館を 

●図書館で 勉強できるように 

●お金がかからない 

子供達（中・高）に居場所が欲しい 

子どもや若者がふれあえるお店 

●駅前に猫カフェ（店員は若者とお年寄りで） 

●駅の近くで集えるところ（観光・案内所で） 

●大型のデパートや有名チェーン店の誘致 

それらを商店街と連携 ●子供から年寄ま

で楽しめるイベントが多く欲しい 

●ファブ施設（3-Ｄプリンター、レザーカッター

貸出施設）→ 手工芸体験・販売  

●石岡駅と八郷支所付近を結ぶ交通機関 

        

       

子供は国の宝 

皆なで見守って 

育てる 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

      
●●● 

  
●●●● 

  
●●●● 

  

 

◆シルバーパワーの活用（元気な老人と子供） 

◆スポーツ・勉強を教えてくれる人がいる 

◆サポーターの存在。親・家族以外にも守られている安心感 

◆安心して登・下校出来る◆地域のコミュニティーの活用 

◆自分の住んでいるまちの歴史などを知る→副読本とかの作成 

 

           

       

投 票 欄 

お り ひ

め 

１．子供たちが住み良いまち「いしおか」とは？ 

グループ名 小テーマ名 

メンバー名 

討議シート 

まとめ１ 

まとめ 2 

まとめ 3 

残したい意見 

バンナイ、ぞうさん、ひーこりん、アダコキ、イイツカ 

①  

 

◆子供の遊び場の充実（公園、空き店舗等） 

◆遊べるスペースがある公園、広場。 

◆児童館 ◆安全。車（交通事故）危険個所の表示、明確化 

◆安全な通学路 ◆自然とのふれあい 

◆自然とふれあえる機会が沢山あると良い 

 

           

       

○2  

・外灯 

・育休対応（埼玉でニュースに） 

・保育士等の待遇改善 

・食育 

・子供視点の考え方を集約する 

・水戸ホーリーホックが 

Ｊ１になりますように 

 

◆大人が変わらないと子供も変わらない 

◆親の教育が必要 

◆家庭学級・親の教育も必要 

○3  

大人が変わらないと子供の変わらない 

子供の遊び場の充実 

地域コミュニティー（シルバーパワー）の活用 

子供の意見を集約する 



 

  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

      
●●●● 

  
●●●● 

  
●● 

  

 

投 票 欄 

ノーテンキ 子どもたちが住み良いまち「石岡」とは？ 

のぐち、矢口、とーる、ふみちゃん、としちゃん 

グループ名 小テーマ名 

メンバー名 

討議シート 

まとめ１ 

まとめ 2 

まとめ 3 

残したい意見 

 

・図書館などの施設を充実 

・図書館 

・子どもたちに（大人にも） 

読書通帳がある 

 

・遊び場所を増やしたい 

・公園がいっぱい 

・遊ぶところがいっぱい 

 

・保育園、幼稚園の増設 

・無料塾もあるといいな 

（国語、算数、数学を中心に） 

 

・ゴロゴロ出来る所がある 

 

・子どもたちにおいしい 

給食を！ 

安全・安心 

子供が利用したい施設の充実 

子育て世代への支援（減税の充実） 

近所同士の支え合い 

農業の振興（法人化） 

 

・おいしい食べ物 

 

・農業の大規模化 

   株式会社化 

・悪い人をなくして 

明るい市にしたい 

 

・近所が仲良く 

 

・もっと近所づきあい 

をしたい 

・公営住宅の拡充を！ 

（所得制限をゆるやかに） 

 

・就学援助の拡充を！ 

（児童生徒対象） 

 

・子供が多い世帯に対して、

税金（税制）の優遇 

 

・教育にお金がかからない 

 

・家族と一緒に遊べる場所

がある 

近所つきあい関係 

 

税制関係 

 

施設関係 

 

その他 

 

メンタル関係 

 



１０．討議会の結果 

第二テーマ 
あなたは石岡市の観光大使です！ 
『いしおか』のどんな良いところをアピールしたい
ですか？ 

 

       
 

       
 
 
 

 
 

 



 
 

  
 

 

  

     ●●● 
●● 

 ●●● 
●●● 

  

  

アンチおまつり 「いしおか」のアピール！！ 

のっぺ、ひっこりん、たかす、ささめ、ヤグチ 

グループ名 小テーマ名 

メンバー名 

討議シート 

まとめ１ 

まとめ 2 

まとめ 3 

残したい意見 

投 票 欄 

参加型（観光客等）のおまつりへ！！ 

「音楽ライブ」等の開催 

歴史・自然・食のアピール！！ 

「いしおか」のゆるキャラ？ 

①  

・観光客も参加できる「おまつり」に・・・ 

・「おまつり」依存からの脱却「おもてなし」の対応を・・・ 

・お祭りがとても有名 
③ 

 街並み 

・歴史のある町なので 

尼寺ヶ原とか総社宮とか史跡をアピール 

・歴史的建造物の保全（移籍も含めて） 

・古い町なみがおおい ・歴史ある物が多い！ 

・歴史の町 

 食 

・やっぱりくだもの フルーツライン 

  いちご固地のいちごは絶品 

・八郷のおいしいものをあつめてＰＲ ・梨もおいしいです 

・八郷の農業を国際的にＰＲ ・フルーツ産地 

・いしおかサンド ・食べ物がおいしい 

・ふくれみかんのピネは絶品 

 

② 

・ゆるきゃら ・いしおかのゆるキャラ（マスコット）作ろうか 

・ハイキング 山ハイクなどができる場所がたくさんある 

 見るだけじゃなく歩く 

・登山ルートの開発 ・野外ライブ ・自然が多い 

・市民全員が「石岡コンシェルジュ」「観光案内人に」 

・桟敷 席を抜ける ・ゆりの郷 ・八郷のスカイスポーツ 

・石岡の自然風景 ・高浜の港町復活  

・筑波山からかすみが浦まで自然がいっぱい 

   もっとうまくアピールしたい 

・他地域からの移住者受入促進（地域ぐるみで受入） 

・鹿島鉄道復活して機関車トーマスを走らせる 

・イベント広場 ・映画祭 音楽フェス ・恋瀬川堤防桜通り 

・キャンプ場をもっといっぱい作って  

良い場所がいっぱいあるので 

・フラワーパークがきれい ・古民家のあっせん 

 

（いしおかコンシェルジュ） 



 

  
 

 

  

     ● 
●●●●● 

 ●● 
●●● 

  

 ● 

 

投 票 欄 

観るルートを分ける（歴史 自然 撮影スポット 

石岡たべ歩き・お取りよせ 

田舎暮らし・エコな暮らし 

ゆるキャラししまる 

観る 

・風土記の丘 

・朝日トンネル開通 

・フラワーパーク ・こふん 

・国分尼寺あと 

・石岡市内に物産館 

 鈴木牧場ヨーグルト？ 

・お祭りを県内でアッピール 

・かん板（古い町） 

建築のアッピール 

・映画の撮影場所めぐり 

・ＴＶメディアに出た 

住 

・ホテルソウシャに泊まる 

・家賃が安い 

・田舎暮らし 

しゅうちゃん 

 と仲間たち 
る る ぶ 石 岡 ！ 

ヨシムラさん、とーるちゃん、いちつかさん、おおずさん、チャーチャン 

グループ名 小テーマ名 

メンバー名 

討議シート 

まとめ１ 

まとめ 2 

まとめ 3 

残したい意見 

その他 

・るるぶ 

・ゆるキャラ ししまる 

・サイクリングコース 
食 

・八郷でとれたレストランおいしい 

・くだもの狩り ・つり 

・キャンプ場 ・酒蔵 

・里山学校 ピザ・そば 



 

  
 

 

  

     ●●●●●●● 
●●●●● 

 ●● 

 ● 

  
 

投 票 欄 

知られざる観光資源の発信 

豊かな自然と実りをアピールする 

新しい観光資源の創出 

芸能人やマスコミを利用したＰＲ強化 

・市内の観光スポットほか 

 茨城空港などもルートに加える。 

・もうすぐ完成！ 

新・石岡ステーション！ 

・観光巡回車の運行拡大 

・女性が入りたくなるお店を集める 

・名所を作る 

 風土記のしだれ桜 

 日常見れない規模のきれいなもの 

・失敗の分析 

 石岡サンドは 巨大な獅子頭は 

・歴史がある石岡市の紹介 

 [観光に結びつける。] 

・公民館講座の充実！ 

 きっとみつかる！ 

 自分がやりたかったこと！ 

・石岡史跡研究会企画による新スポットの 

 発信 

・貝地の「きんちゃく石」と露盤モニュメ

ント 

・月天宮と小目井の清水 

・茨城廃寺の礎石 石岡城外城跡 

・絵のような写真のような風景が毎日 

 目にできる八郷の風景・・・ 

・東京に一番近いど田舎をアピール 

 サワガニ ホタル 八郷 

・農作物やフルーツが豊富であること。 

・遊休の田んぼ 畑を都会の人に貸す 

・空気が澄んでいて青空星空がとても 

 すてき 

・自然を生かした施設の充実！ 

・自然に恵まれているところ 

・おいしいもの満載！ 

 お米、お酒、果物、野菜、スイーツも！ 

・人がやさしいし親切です 

♡石岡 いしおかのどんなよいところをアピールしたいです

か？ 吉川、太郎くん、かわかみ、せき、イイツカ 

グループ名 小テーマ名 

メンバー名 

討議シート 

まとめ１ 

まとめ 2 

まとめ 3 

残したい意見 

石岡市観光特使、渡辺直美さん登場 

の DVDを作成し、アピールする 



 

  
 

 

  

     ● 
● 

 ●●● 

 ● 

  

 

投 票 欄 

四季でめぐる鑑賞ツアー 

年中見どころ満載（四季折々の花など） 

おいしいもの食べ歩きツアー 

おいしいものたくさん（酒、米、フルーツ etc） 

石岡を感じるツアー 

豊かな文化と楽しいおまつり 

スポーツ振興 

・八郷の米などアピール！ 

・八郷のプール！ウォータースライダー 

・風土記の丘 桜とか！ 

・歴史案内役増やして 

・ゴルフ場が良い 

・看板建築と酒蔵のツアー 

・天然温泉ゆりの郷 

・古いおひな様も沢山 

・そば打ちが出来るよ 

・四季折々の花が咲く 

フラワーパークがいいよ 

・恋瀬川からの筑波山 

①  

・石岡のおまつり 

・八郷には美術家が多い 

・歴史探ぼう（鹿の子遺跡舟塚山古墳など） 

・たこ神楽など芸能伝承 

③ 

トラベル 

いしおか 
あなたは石岡の観光大使です！ 

「いしおか」のどんな良いところをアピールしたいですか？ 

オケイちゃん、バンナイ、あめ、あさの、としちゃん 

 

グループ名 小テーマ名 

メンバー名 

討議シート 

まとめ１ 

まとめ 2 

まとめ 3 

残したい意見 

 

・バドミントンスポーツ 

・風土記の丘のしだれ桜 

・恋瀬川 

・風光めいびさんしすいめいのアピールを

したい 

・ユリの花 ・筑波山 

・栗 ・酒 ・酒蔵見物などいかが 

・福栗みかん梨の花 ・歴史  

・おいしいお酒も沢山あるよ 

・美味しい酒 ・健康食アピール ・苺 

・おいしいフルーツが沢山あるよ ・梨 

・柿 ・ダチョウもいるよ 

② 



 

  
 

 

  

     ●● 

 ●●● 

 ●●●●● 
●●● 

  

①  

①  

③ 

投 票 欄 

歴史ある町を歩こう 

自然や食の体験 

自然を楽しむスポーツ 

石岡をもっとアピールする 

歴史 

・茨城県の地名発祥の地であることなのに、知られていない 

・霞ヶ浦や八郷地区の旧家など、住民にはあたりまえでも、 

 他の方々には魅力となることが沢山ある 

・常陸国史の存在を再考してほしい 

・国分寺、國分尼寺があるのが珍しいので、 

尼寺の整備をする 

・かやぶき屋敷 

・「いしおかのおまつり」は有名ですが、もう少し品を 

良くしてほしい 

・歴史遺産 

  国分寺 國分尼寺 古墳 大覚寺 善光寺 

・歴史古道の整備 

・歴史のある街並みや家の造りなど 

・石岡のおまつり 

  楽しむ上で安全性。街全体を考慮したものが多くある 

自然 

・自然豊か 

・自然が宝物 

  山 川 湖 星空 ほたる 森林浴 

・農村風景 

  田 畑 平地林 

ふるさと 「いしおか」のどんな良いところをアピールしたいですか？ 

 
タキハラ、河原、アダユキ、ゾウ、大貫 

グループ名 小テーマ名 

メンバー名 

討議シート 

まとめ１ 

まとめ 2 

まとめ 3 

残したい意見 

スポーツ 

・サイクリングロードをつくば市や他の市町村とつなぐ 

・トレイルランつくばねマラソン 

・スカイスポーツのできる町 

食 

・品質の良い食べ物がある 

・石岡サンド 

  店によって内容が異なる 

・献上柿があるのにあまり知られていない 

・フルーツライン 

いちご ふくれミカン なし くり そば  

柿 ぶどう 

・八郷方面には果樹園が多くある。 

芸術 

・八郷にたくさんの芸術家がおられるのに、あまり 

 知られていない 

・芸術家も住む町 

その他 

・畜産試験場 天体望遠鏡 地磁気研究所 

・フラワーパーク 風土記の丘 

・体験的ふれあい 里山学校 ○○ふれ合い 

・無し 



 

  
 

          

  

     ●●● 

  

 ●● 

  

 

投 票 欄 

歴史あるまち石岡 

おいしものの多い町石岡 

美しい自然のあるまち石岡（里山・田園風景） 

石岡はＰＲベタ（住んでいても知らないこと多い） 

古代から続く歴史 

・古代～江戸 1300年の歴史！！ 

・国指定文化財 

・総社宮（古い神社） 

・風土記の丘 

・神輿！！ 

 （天皇家の十六菊家紋が付いてる

のは日本で 3社しかない！！ 

・遺跡がいっぱいある！ 

・小野小町の伝説！？（北向山観音） 

グルメ 

・おいしいものは多い 

・つくばしゃも 

・献上柿 

・くだもの特産 

・いしおかサンド 

・いちごぶどう 

・おいしいレストランも多いらしい 

・赤ネギ 

夢ある石岡 「いしおか」の良いところって？ 

智美さん しげこさん ふみちゃん みっちゃん のぐち 

グループ名 小テーマ名 

メンバー名 

討議シート 

まとめ１ 

まとめ 2 

まとめ 3 

残したい意見 

近代建築 

・アキヤなどつかってもらう 

 石岡のまちをドラマに使ってもらう 

・看板建築 大正～昭和 

・アピール 石岡駅 

・古い建物を残していきたい 

 

良いところ無いか？ 

ＰＲベタ 

駅のたてかえ 

人のあたたかさ 

 ＆やさしさ 

・お祭り 

・日本一のおしし  

・ささら 

 ↑めずらしい 

農業！！ 

自然 

↑きれい 



１１．討議会の結果 

第三テーマ 
『こんな住み良いまちを守るために今からしたい

こと、２５年後(２０４０年)までにしておかなければ

いけない思うことは何ですか？？』 
 

        

 

        

 

 

 



 

  
 

 

  

 ●●●●●●●●● 
●●● 

 ● 

 ● 

  

投 票 欄 

 

・ 石岡市の子供達の学習力のアップ 

・ 学生が地元へ戻って就職できる働く場所を作る。 

・ 石岡市内の中学校の制服を可愛くしてほしい（夏あつい） 

・ 私立図書館及び、ふるさと歴史館を改修し環境を整備する。 

・ 史跡案内板、観光案内板を改修し美化する。 

・ 高浜駅のレンタルサイクル店を確保 

・ バドミントン茨城国体の会場となる石岡市の魅力を選手に

アピールする。 

・ 太陽光発電施設の増設 

・ 不測事態等に対応する専用のヘリポートを新設する 

・ 新聞等で紹介し多くの移住者を募る 

・ 石岡市のプロモーションビデオ作成 

・ デイサービスの時間の延長７：００まで 

・ 病院・介護施設の充実 

・ つくばエクスプレスを八    

郷まで通してほしい。 

・ 常磐線土浦止りではなく石岡

まで 

・ 道路整備一方通行解消 駐車

場増設 

・ 交通網の整備（動きやすい街 

 

25年後までにしておかなければならないこと 

住みよいまちを守るために今からしたいこと 

けんちゃん、あさのん、かずくん、ささめっち、いいちゃん、太郎くん 

あいのさと 

つくばエクスプレス旧八郷町から石岡へ 

駅前商店街の活性化！ 

歴史のまち石岡の魅力の発信！ 

中学校の制服をかわいくデザイン

へ 

・ お見合ツワー等で若い男女 

に希望を与える 

・ 雇用促進住宅のようなマンション

を誘致する 

・ 大規模企業の誘致 

・ 企業誘致促進し雇用拡大 

・ 農林業就労者の定住促進 

・ ふるさと納税県の魅力発信 

・ 駅ビル、駅周辺の活性化 

・ 学生の放課後生活の充実施設 

 

  

 

グループ名 

 

 

小テーマ名 

メンバー名 

討議シート

ト 

まとめ１ 

まとめ 2 

まとめ 3 

残したい意見 



 
 

  
 

 

  

     ●●●● 

  

  

 ●● 

HAPPY石岡 これからの石岡のために☆☆☆ 

バンナイ、ぞう、のっぺ、ふみちゃん、タキハラ 

グループ名 小テーマ名 

メンバー名 

討議シート

ト 

まとめ１ 

まとめ 2 

まとめ 3 

残したい意見 

投 票 欄 

みんなが集まる場所 

駅や道路の利便性を上げる 

商業施設の充実 

 

自治体の解体 

・ 国分寺の整備 

・ お墓が随分減った。 

 

・都心と１時間で繋がる 

・ 駅をもっと明るくする 

・ 駅ビルを作ったり 

・ 街灯を増やしましょう 

・ 道路に飛び出している電

柱を敷地内に 

・ バスの本数が少ない 

・ 時刻表を見なくても電車

に乗れるようにする 

・  

  

・ 歩行者天国 

・ インフラ整備 

・ ロックフェスなどの

大規模イベント 

・ バスターミナルの侵

入禁止はなぜ？ 

・ 電車を利用する時買

い物ができない 

・  

・ スーパーの閉店時間が

早すぎる 

・ 駅、立ち食いそば 

・ お茶飲む場所が欲しい 

・ デパート 

 

・ 財源、市民税増 

・ 市長や市議会議員はボ

ランティアにしましょ

う。 

・ 自治体の解体 

・ 有名なものを何か作る 

・ ゆるキャラの力を借りる 

・ 商品などを使ってテレビで PR 

・ SNS やユーチューブなどを使って

石岡をあぱ r してら若い人が興味

を持つ。 

・ 市民大学 

・ 意識改革 

 



 
 

  
 

 

  

     ●●●●● 
●●●●● 

 ● 

  

 ●●●● 

投 票 欄 

様々な年代で、討議会を活発にする。 

人口を増やす為のしかけ 

（例）企業の誘致農業従事者の受け入れ（後継者の育成） 

石岡に行きたくなるような街づくり（魅力的な街づくり） 

フレンドリーな人の暖かさ 

・ 今日みたいな討議会をもっとやる高

校生大会とか 

・ 市の文化祭 

・ 年代を超えた交流 

・ 石岡の団体発表、ダンスなど 

・ 石岡から全国へ提言 

・ 獅子舞ミニバージョン置く！！ 

・ 参加型にする（お祭り） 

・ ゆるキャラを作る 

・  

・  

・ 人を増やして納税増やす 

・ 人口を増やす 

・ 若者に結婚してもらう 

・ 農業の発展 

・ 企業の誘致 

・  

  

・ 公園を利用しやすいように 

・ せっかくの施設が利用されて

いない 

・ 交通網の整備 

・ 行きたくなるような町 

・ 街並みを歩きやすくする 

・ 今できることの積み重ね 

・ ふるさと石岡が無くなってし

まうことを知ってもらう 

・  

 

ネコカフェ 残したい物、こと！ 

（石岡二高）、ともみちゃん、チャーちゃん、ヨシムウ君、かわかみさん、たかす 

グループ名 小テーマ名 

メンバー名 

討議シート 

まとめ１ 

まとめ 2 

まとめ 3 

残したい意見 

・ 大きな図書館 

・ みなみボウルの活用 

・ 学習する場（学習室など） 

・ 室内公園 

・ 大きな公共施設を作る！！ 

・ 出会いの場、人と関われる場を作る 

 



 
 

  
 

 

  

     ●● 

 ● 

 ●●●● 

 ● 

グループ名 小テーマ名 

メンバー名 

討議シート 

石岡 ALSOK ゆりかごから墓場まで 

雨（アメ）、河原、吉川、おけいちゃん、としちゃん 

まとめ１ 

まとめ 2 

まとめ 3 

残したい意見 

投 票 欄 

子供や老人など支援が必要な人の環境整備 

安全で便利な交通環境の整備 

幅広い年代が活躍できる職場環境のい整備 

人にやさしい街づくり 

 

・よく遊びよく遊べ 

・金育 

・自然保育園 

・情報教育 

・子供が遊べる自然

公園のような物を

作る 

・少人数学級の充実 

・結婚・出産祝い金

を増額する 

・ママの職場の近く

に託児所を 

・きれいな自然の保

護 

・交通マナーを良く 

・歩道を整備して年寄

りも歩ける歩道づ

くり 

・ウォーキングコース 

・完全な東京への通勤

圏へ 

・特急券に補助を 

・交通機関の充実（鉄

道・回遊バスなど） 

・交通マナーの悪さが

目立つので呼びか

けを行う 

・商店街付近の道路を

整備 

 通勤時、通学時にお

込み合うため 

 

・たばこ禁止 

・健康促進 

・子供の将来の為にも

タバコの規制を強

くする 

・子供が３人以上産め

ますように 

・シルバー世代ハンデ

ィーのある人にも

やさしいまちづく

り 

・こども世代とシルバ

ー世代の複合施設

がほしい 

・職場の創出、若者～年

寄りまで 

・老人がいききと元気で

自立しているまち 

・雇用の創出 

・公営住宅の充実 

・公教育の充実 

・若い人が働き、食べて

いける産業とその誘致 

・大型ショッピングセン

ター 

・文化の充実（図書館、

美術館、劇場など） 

・若者～高齢者までの広

い世代の人が市の企画

に参加する 

・高齢者と子供が触れ合

える機会を増やす 

 



 

 

 

  

     ●●●●●● 

 ●● 

  

  

 

けんじくん ふるさとは今後も変わらず 

大槻、矢口、おおず、せき、大貫 

グループ名 小テーマ名 

メンバー名 

討議シート 

まとめ１ 

まとめ 2 

まとめ 3 

残したい意見 

投 票 欄 

公園の遊具が充実してきて（今年！） 

子どもたちが安心して遊べる所！ 

子育て支援❤ 

次世代に継ぐ❤ 

ふるさと納税の展望 

婚活 

・若い人向けのイベン

トで盛り上がる 

・空家（特定）をなく

し移住者を募る 

・空家、空き店舗の税

金を安くする 

・若い人の企業の支援 

・若い人が住み安心し

て子育て出来る社

会 

・婚活、結婚 

 

子育て 

・子育て支援 

・3 人を目指す 

・誕生祝い金 

・保育園、幼稚園の 

充実 

・子供達を守る 

 （いじめ DV 自殺） 

・教育にお金がかから

ないようにして欲

しい 

・小中学生の総合学習 

・テーマソング   

「ふるさとは今も

かわらず」 

介護 

・老人介護施設を作り

都市部から呼ぶ 

・介護支援を身近にあ

る 

・健康に気を付け医療

費の消滅に協力す

る 

 

 

行政 

・早期のコンパクトシ

ティー化 

・各分野のスペシャリ

スト（農業等）後継

者を作る 

・農業支援 

・集団経営 

・直売所 

・後継者が夢をもてる 

・ふるさと納税の活用 

・25 年後を見通す活用 

 

 

環境 

・環境を守る（汚染水、外来種） 

・美化 

・地域の力→次世代へ 

・環境美化の奉仕 

・伝統行事の伝承 

・ふるさとへの思い 

 



 
 

  
 

 

  

     ●● 

 ●● 
● 

 ●● 
●● 

  

投 票 欄 

石岡「ダッシュ村」計画 

実はママが働きやすい石岡 

道の駅石岡計画 

恋瀬姫との出会い（町コン） 

・石岡 PRを一般市民が行う！！ 

・特産品、お中元、お歳暮等 

・行列のできるような特産品を作る 

・町コン（婚活イベント開催） 

・町なかの活用 

・市民の一人一人負担にならないボランティ

ア活動 

・子供の人数を増やす 

・子供が「この町に住みたい」と思えるよう

な思いで作り 

・石岡のまちアピール 

・妊婦の支援 

・道の駅を作って欲しい 

 

・里山学校で林間学校を開催してもらい、都会の子供に

農業を学んでもらう 

・田舎暮らし希望を呼び込む 

・荒れ地をなくす 

・農業の法人化 

・移住者の受入れ（第二の人生を送れる町に） 

・子供に色々な体験をさせる 

 

 

 

・フリーマーケットするスペース 

・家庭菜園振興（売ったり、体験させたり） 

・野菜などを売るお店 

・交流の場を作る 

・第３土曜日「サンド市」の拡大フリーマーケット 

・使っていないお店をつかってもらいたい 

・まちなか博物館の展開 

・市内の空き店舗活用 

 

ワッショイ！！ いしおか「生き残り」大作戦 

みっちゃん しげるちゃん ひっこりん アゲユキ キードン 

グループ名 小テーマ名 

メンバー名 

 

討議シート 

まとめ１ 

まとめ 2 

まとめ 3 

残したい意見 

・女性の働きやすさの確保 

・ママが働き続けられる環境 

・保育園（病児保育）PR 

・若者の就職先確保 

・職場の誘致 

・就職先の安定 

 



１２．討議会投票結果 

 
第１テーマ 

子供たちが住み良い『いしおか』とは？ 
 

ご意見 票 

子供たち（中高生）にお金のかからない居場所がほしい（駅前・図書館・カフェ） 10 

医療費の負担を減らす 5 

昔遊びを奨励し、3世代の交流を図る ４ 

子供の遊び場の充実 ４ 

大人が変わらないと子供も変わらない ４ 

八郷の自然を子供たちが気楽に楽しめるよう、交通機関・道の整備・支援 ４ 

子供が利用したい施設の充実 ４ 

子育て世代への支援（減税・制度の充実） ４ 

親と子供の教育と相談の場の提供 ３ 

家族が楽しく暮らせるために    ・都心から石岡への通勤・通学圏に  

・スポーツ団体などふやしてもらいたい 

・給食費、修学旅行日を無料に 

３ 

地域コミュニティ（シルバーパワー）の活用 ３ 

学習指導 ３ 

子供たちが安心して遊べる公園、施設の充実 ２ 

安心安全に暮らせる環境と地域のやさしさ ２ 

近所同士の支えあい ２ 

子供たちが集まって遊んだりできる安全な場所を作ってほしい １ 

区画整備を行い、大胆な都市計画 ０ 

観光客の参加（いしおかのお祭り） ０ 

  

まとめ  

・ハード面  

子供が安全に集える施設・インフラ整備を行い、情報の共有化を図る  

尚且つ、金銭的な負担少ない施設が望ましい  

・ソフト面  

世代間交流を行い、まちぐるみでの支援  

子育て支援の充実（減税・補助）  

・その他  

子供たちから直接の意見を吸い上げたい  

  

  

 

 



第２テーマ 
『あなたは石岡の観光大使です。石岡のどんなところをアピールしたいですか？』 
 
グループ名 アンチおまつり 残したい意見 

まとめ１ 参加型（観光客等）のおまつりへ！！ ５票 

いしおかのユルキャラ？ まとめ２ 音楽ライブ等の開催 ６票 

まとめ３ 歴史・自然・食のアピール!!（いしおかコンシェルジュ）  

 

グループ名 夢あるいしおか 残したい意見 

まとめ１ 歴史あるまち石岡 ３票 石岡はPRベタ 

（住んでいても 

知らなところ多い） 

まとめ２ おいしいものの多いまち石岡  

まとめ３ 美しい自然のあれるまち石岡（里山・田園風景） ２票 

  

グループ名 ラブいしおか 残したい意見 

まとめ１ 知られざる観光資源の発信 １２票 
芸能人やマスコミを 

利用したPR強化 
まとめ２ 豊かな自然とみのりをアピールする ２票 

まとめ３ 新しい観光資源の創出 １票 

 

グループ名 ふるさと 残したい意見 

まとめ１ 歴史ある街を歩こう ２票 
石岡をもっと 

アピールする 
まとめ２ 自然や食の体験 ３票 

まとめ３ 自然を楽しむスポーツ ８票 

   

グループ名 トラベルいしおか 残したい意見 

まとめ１ 
四季で巡る観光ツアー 年中見どころ満載 

（四季折々の花など） 
２票 

スポーツ振興 
まとめ２ 

美味しいもの食べ歩きツアー 美味しいものたくさん

（酒、米、フルーツetc） 
３票 

まとめ３ 石岡を感じるツアー 豊かな文化と楽しいおまつり １票 

 

グループ名 しゅうちゃんと仲間たち 残したい意見 

まとめ１ 観るルートを分ける（歴史、自然、撮影スポット） ６票 
ゆるキャラ ししまる

 （１票） 
まとめ２ 石岡食べ歩き、お取り寄せ ５票 

まとめ３ 田舎暮らし、エコな暮らし  

まとめ 

首都圏から近く、自然や里山が豊富にあり、１３００年以上続く歴史に裏付けされた史跡・伝統が豊富に

ある。豊かな実りのもと名産となりうる献上柿、いちごなどの果物やいしおかサンド、蕎麦、お酒の食にま

つわる文化がたくさんある。  

澄み切った青空の下、トレイルランやサイクリング、スカイスポーツ等の自然を感じるスポーツをするの

に大変適した環境である。 

ゆるキャラ作製、観光大使の有名人などを更に有効活用し、石岡のPRをもっと上手に行うべきである。 

 



第３テーマ 

『 こんな住み良いまちを守るために今からしたいこと、 

２５年後(２０４０年)までにしておかなければいけない思うことは何ですか？？』 

 

グループ名 石岡ALSOK 残したい意見 

まとめ１ 子どもや老人など支援が必要な人の環境整備 ３票 
人にやさしい街づくり

 （1票） 
まとめ２ 安全で便利な交通環境の整備 １票 

まとめ３ 幅広い年代が活躍できる職場環境の整備 ４票 

 

グループ名 けんじくん 残したい意見 

まとめ１ 婚活支援 ６票 

ふるさと納税の展望 まとめ２ 子育て支援 ２票 

まとめ３ 次世代に継ぐ ０票 

  

グループ名 ワッショイ 残したい意見 

まとめ１ 石岡DASH村計画 ２票 
恋瀬姫との出会い 

(街コン） 
まとめ２ 実はママが働きやすい石岡 ３票 

まとめ３ 道の駅石岡計画 ４票 

 

グループ名 あいのさと 残したい意見 

まとめ１ つくばエクスプレスを旧八郷町から石岡へ １２票 
中学校の制服を 

かわいいデザインへ 
まとめ２ 駅前商店街の活性化 １票 

まとめ３ 歴史の町石岡の魅力の発信！ １票 

 

グループ名 HAPPY石岡 残したい意見 

まとめ１ みんなが集まる場所 ４票 

自治体の解体（２票） まとめ２ 駅や道路の利便性を上げる ０票 

まとめ３ 商業施設の充実 ０票 

 

グループ名 ネコカフェ 残したい意見 

まとめ１ 様々な年代で討議会を活発にする １０票 
フレンドリーな 

人の暖かさ 

（４票） 

まとめ２ 人口を増やすための仕掛け 

(例：企業の誘致、農業従事者の受け入れ・後継者の育成） 
１票 

まとめ３ 石岡に来たくなるような街づくり（魅力的な街づくり） ０票 

  

まとめ 

"全体的な統計として、人口を増やすための意見が多かった。 

その中でもつくばエクスプレスや婚活支援のような意見に投票が多く集まった。 

また、市民討議会を活発に行うという意見に票が集まった事から、行政に市民の声を届ける場を、市民が欲

していることが分かった。 

また、子育て支援の意見に票が集まっており、これからの育児に対する意見も多く見られた。 

 



１３．参加者アンケート結果 

参加者性別 

＜参加者年代比率＞ 
 

10 代 4 

20 代 1 

30 代 2 

40 代 3 

50 代 9 

60 代 11 

 

参加者年代比率 

 

 

 

Q 今後のまちづくりに対する参加する意識が変わりましたか？ 

 



Q 次回どういったテーマで討議会を行うべきでしょうか？ 

 

その他の意見 

 若い人が少なくなっているのでどうやって増やすべきか。 

 環境問題、健康問題 

 近隣の市と協力し合っての活性化 

 公園や施設の利用法（有効活用） 

 若い世代からどうあるべきか考えてほしい 

 常磐線をなんとかして 

 

市民討議会を終え、感じたことをお書きください。 

 みなさんと石岡について話し合い、いろんな意見が出て、実現できたら石岡市は素晴らしくなると思いまし

た。 

 色々な意見が出てためになった。 

 色々な意見が聞けて楽しかったです。 

 若い世代、それぞれの年代で話し合うことができて良かった。 

 さまざまな意見が出て充実しました。 

 無策な市政に絶望していた。少しでも声が届くといいが…。 

 参加できてよかったです。 

 色々なことを、いろいろな人と話をして、知ることができました。このような討議会や話し合いがもっと広

まればいいなと思います。 

 身の回りのおとなと言ったら学生なので先制だけだったんですが、この討議会で色々な違った大人の方の意

見を聞けて良かったです。石岡大切！！ 

 高校生の意識の高さ 

 皆様方、石岡市が好きなんだなと思いました。 

 もっと多くの方にこの討議会の事を知ってもらえるように PR してほしい。 

 石岡市に住んでいるのに、あまりに知らない事が多い。地元の事をきちんと知って、石岡のために働きたい

と感じました。 

 今回、討議会に参加させていただいて、石岡の今後に対する見方、考え方が自分なりに変わったように思い

ます。 



 石岡が大好きな人たちが集まって、限られた時間でしたが、皆さんの意見を聞いたりすることができて大変

有意義でした。 

 とてもよかった。 

 さまざまな考え、人間、世代に触れ自分の考えが覚せいしました。 

 各テーマ毎に内容のある提案力で、勉強になりました。 

 本当に知らないことがたくさんあったのですが、すごく勉強になりました。 

 皆さまのさまざまな意見を聞くことができて石岡によせる思いが増々強くなった。 

 石岡に住む人もそうでない人も石岡に対して多様な見解を持っていることが分かった。 

 今回、このような議会があることを知り、様々な年代の方と話し合うことが出来、とても良い機会だと思い

ます。 

 何をみえてないように思いました。 

 今まで知らなった「石岡のいろんな所」が聞けて良かったです。 

 不純な動機で参加したが、色々な意見が聞けて良かった。充実した 1 日でした。ありがとうございました。 

 前向きな意見が意外に多かった。皆さん石岡をなんとかしたいと思っているんだ、とうれしかったです。 

 皆様石岡が大好きなんだと思った。 

 いろいろなお話を伺えてとても楽しかったです。普段あまり先の事を考えて生活していませんが今後は考え

ていきたいと思います。 

 もっと多くの市民の本音を知るチャンスを増やせばよいと思った。 

 

その他ご意見、ご感想、ご要望などがありましたら、なんでもお聞かせください。 

 ぜひ、音楽フェスをやってほしい！！音楽フェスで特産品店などをやったら良いと思う。 

 色々な話が聞けて、大変良かったです。 

 今回のような討議会が各地区でも行えるといいと思います。みんなでつくる石岡になれば消滅しないのでは。 

 若い世代に参加してもらえるような会議討議会を作って欲しい。 

 もっとテーマをしぼって深い議論の場にしてほしい。 

 もっとたくさんの人たちが参加できるようにして下さい。意識が変わると思います。 

 もっと市民の意見を聞ける場、などがあったらいいな、と思います。(メールなどでも…。) 

 結果は、石岡市はアピール不足だと思いました。今後どのようにアピールしたらよいか考えたい。 

 学童保育の施設の充実を本当によろしくお願いいたします。 

 石岡青年会議所の方々、参加してくれた高校生に感謝の意を表します。 

 市長、市議会議員、市役所職員、商工会議所等を含めた討議が欲しい。 

 この討議会は、大変素晴らしい企画です。 

 みなさんと楽しく過ごさせていただきました。ありがとうございました。 

 討議会のこと初めて知りました。もっとみんなに知ってもらったらと思います。 

 この場で得られた案が少しでも採用されるとよいです。 

 皆、石岡のことが好きで、熱い方々だったのでこれからも石岡は安心して住める街だと思います。高校生も

よかったです。 

 今後も市民討議会の回数を重ねていって欲しい。 

 より一層、活性化を希望します。意識改革として閉鎖的な街という印象を改善してほしい。霞ヶ浦~加波山

までの広大市域全体の問題は複雑で広大である。 

 細かいことで申し訳ありませんが…発表順はいつも一斑からではなく、1班から~6班から~1班からというよ

うにしたほうがよい、筆記用具（ポスカ）は水性なのでのりがよくないと思う。油性ペンがよいのでは？ 



１４．事前アンケート結果 

 

石岡市市民討議会 アンケート結果（参加いただけない方へ）（複数回答・原文そのまま） 

１．性別 

男性 90 名  女性 132 名 無 4 名 合計 226 名 

 

２．年代 

10 代  6 名 40 代 57 名  無回答 4 名 

20 代  18 名 50 代 48 名 

30 代 46 名 60 代 47 名 

 

３．石岡市市民討議会への参加案内を受け取った時，どのように感じましたか？ 

◎楽しそうだと思った 

35 名 男 18（10 代 1・20 代 1・30 代 9・40 代 2・50 代 2・60 代 3） 

女 17（10 代 1・20 代 2・30 代 5・40 代 3・50 代１・60 代 5） 

   ＊良い企画だと思った。（60 代女性） 

◎難しそうだと思った。 

101 名（無 1） 男 43（10 代 1・20 代 3・30 代 10・40 代 9・50 代 13・60 代 7） 

女 58（10 代 1・20 代 3・30 代 11・40 代 20・50 代 12・60 代 11） 

＊予めテーマが絞り込まれず総花的な議論になるのではないか？（60 代男性） 

＊交通費 2000 円＋昼食はひかれた。（30 代女性） 

＊人前で話すことに慣れてないし，内容がまとまらない。（60 代女性） 

◎不安に思った。 

 39 名（無 1 ） 男 11（20 代 1・30 代 4・40 代 1・50 代 1・60 代 4） 

女 27（10 代 2・30 代 4・40 代 6・50 代 7・60 代 8） 

 ＊消滅可能性都市だと知らなかった。（50 代女性） 

◎自分には関係ないと思った。 

25 名（無 1） 男 13（20 代 2・30 代 2・40 代 3・50 代 3・60 代 3） 

        女 12（20 代 1・30 代 5・40 代 4・60 代 2） 

＊旧八郷だから（40 代男性） 

＊私共，老人は今のままで充分です。どんな不自由もがまんすればすみます。 

（60 代男性） 

◎その他 

33 名  男 9（20 代 1・40 代 1・50 代 3・60 代 4） 

     女 24（20 代 3・30 代 4・40 代 6・50 代 10・60 代 1） 

   ＊また，いやなものが届いた（40 代女性） 

   ＊興味深いとは思った（30 代女性） 

   ＊何だろうと思った（40 代女性） 

   ＊都合がつけば参加したいと思った（50 代女性） 

   ＊自分の意見が尊重されるかどうかに不安（50 代男性） 

   ＊どんな討議会なのだろう。（40 代女性） 



   ＊重責すぎます。（60 代男性） 

   ＊違う議題を期待した（40 代女性） 

   ＊現在病院通院中の為に時間が取れません。（60 代男性） 

   ＊なにも思わない。（50 代女性） 

   ＊市民個々が話し合える場を設けている事に高く関心を持ちました。（30 代女性） 

   ＊どんな感じの会かのぞいてみたいと思った（30 代女性） 

   ＊一人の市民として参加出来るチャンスがある事にうれしかったです。（50 代女性） 

   ＊今後将来にわたり議論，セミナーを開催すべき必要なテーマだと思います。 

（30 代男性） 

   ＊少し興味を持ったが・・・（40 代女性） 

   ＊水道料の請求書でも届いたかと思った。（40 代男性） 

   ＊重度の障害があるため記入不可能（20 代男性・代筆） 

   ＊とても意味のある企画を開催するんだなと思った。（20 代男性） 

   ＊あまりに唐突で，何のこと？という感じ。3 回目の開催は知りませんでした。 

   （50 代女性） 

   ＊討議内容の深刻具合。（30 代女性） 

   ＊石岡市にこだわる必要がない。地方全体の問題である。（40 代女性） 

   ＊一度は市外に暮らす予定だが，将来は石岡に戻って，子育てなどしたいと考えているが，

25 年後ふるさとは無くなってしまうかもとびっくりした。（20 代女性） 

   ＊年代職業の違う様な人たちの意見が届けられるのは意味あることだと思った。 

   （20 代女性） 

   ＊市政参加の機会がもらえたと思った。（40 代男性） 

   ＊こういうことをやっているのかと意外に思った。（良い意味で）（40 代女性） 

   ＊確かに深刻な問題だと思った。（60 代女性） 

   ＊内容が不備・楽しいとかではなくふるさとを思う気持ちでしょう。（50 代男性） 

   ＊石岡の今後についてやる気になったかな…と（50 代女性） 

   ＊面白そうだが実際参加するとなると面倒（40 代女性） 

   ＊勤務の都合上（50 代女性） 

   ＊興味は持ったけれど参加するまでには至らない。（50 代女性） 

   ＊何をさせたいのか全くわかりません。（50 代女性） 

   ＊都合がつけば参加したかった。よい企画だと思う。地区ごとに計画してはと思います。（60

代男性） 

   ＊以外だと思った。（50 代女性） 

＊だって石岡が好きなんだもん！？（そんなに好きじゃない人は？）（50 代女性） 

  

６．今後，このように市民の意見を聞き話す場が設けられた場合に，どのようなテーマ設定を希望

しますか。 

  具体的なテーマ 

   ＊とにかく，経済が発展し，市の財政を豊かに出来るための施策（50 代男性） 

   ＊駅周辺の活性化・商店街歩行者天国 等（40 代男性・50 代女性） 

   ＊教育～石岡市内の学校でもいろいろな意味で差の大きさを感じる。（20 代女性） 

   ＊やっぱり子育て…親育て。子供たちの未来のことですね。（40 代女性・20 代女性） 



   ＊石岡市が活気ある街づくり・活性化（50 代男性・50 代女性） 

   ＊市の財政支出に関するテーマには関心がある。（60 代男性） 

   ＊今回のようなテーマ良いと思います。子供が増えるようにするにはどうしたら良い 

   か。住みたくなるような魅力作り制度，施設設備等（30 代男性） 

   ＊小・中学生の素行について。子育て環境について。学童保育システム，第 3 子優遇 

   ではなく，第 1 子，２子でも。第 1 子でも産む人が少ないのに。（30 代女性） 

   ＊まちの再生について（20 代男性） 

   ＊住みよい（くらしやすい）町づくり（40 代男性・50 代女性） 

   ＊高齢者が一人で病院・買い物に行く為の足の利便性（公共交通によって）空き家対 

   策（60 代女性） 

   ＊身近な里山の自然を活用した活性化の方法。（60 代男性） 

   ＊石岡を盛り上げる。活性化するようなテーマ。（40 代女性） 

   ＊まちづくりの市民討議で話あわれ，実際に行われたこと，また，まちづくりに失敗 

   している現実を，ちゃんと話合える若者を中心としたものにしてほしい。（30 代男性） 

   ＊少子高齢化について（10 代女性） 

   ＊子育て・教育・環境（30 代女性） 

   ＊高校の義務教育かや幼稚園無償かを希望することについてなど（30 代女性） 

   ＊高齢化時代にどうしたら良いか。住み良い町づくりなど（60 代女性） 

   ＊今回のテーマの様に市がもっと活性化するためのテーマ。（50 代男性） 

   ＊地域活性化を図るために何ができるか？（50 代男性） 

   ＊コンカツ 40～50 で独身者男女が多い。特に農村地帯で（60 代男性） 

   ＊石岡市の問題点と活性化案の作成（60 代男性） 

   ＊市の運営費の軽減について（50 代男性） 

   ＊石岡は，おまつりだけのように思います。駅の前の通りを明るくするとか・・・ど 

うでしょうか。（30 代女性） 

   ＊お祭り以外に町内に行く事がない。石岡駅周辺にもっと行ける様な魅力的な物がほ 

しい。（50 代女性） 

   ＊街の発展のため，地域活性化のために市民ができることについて。（20 代女性） 

   ＊コミュニケーション不足の社会について，（あいさつできない子供）スマホ育児が 

   乳幼児に与える影響について。（40 代女性） 

   ＊老後のコミュニティーについて。（50 代男性） 

   ＊ボランティア活動の活性化についてなど（60 代男性） 

   ＊若年層を増やす為にどうするか（30 代女性） 

   ＊子供がふえるまちづくり Ⅰターンや U ターンがふえるまちづくり（50 代女性） 

   ＊八郷の自然。旧跡の観光利用（開発）（60 代男性） 

   ＊高齢化をむかえての地域つくり。災害に対しての地域つくり（60 代女性） 

   ＊子育て世代の定着（40 代女性） 

   ＊小学校，中学校統廃合・道路整備・高浜駅前のロータリー化・石岡駅前商店街のあ 

りかた・愛嬌橋付近の歩行者道路の今後（途中のような状態をなんとかしてほしい） 

   （40 代女性） 

   ＊もっと現実的な事（40 代女性） 

   ＊少子化対策・・・子どもを遊ばせられる場所の充実化登下校の安全化を検討して頂 



きたい（30 代女性） 

   ＊石岡のまちです（60 代女性） 

   ＊放置された土地（これからそうなるだろう）残された土地どうすればいいの？ 

（60 代女性） 

   ＊もっと，わかりやすいテーマがいいと思います。（40 代女性） 

   ＊税金の無駄遣い（50 代男性） 

   ＊石岡市内でイベントをするにはどうしたら人々がたくさん来てくれるのか。 

（30 代女性） 

   ＊ふるさとはつくる物（40 代女性） 

   ＊駅前の商店街の活気のなさをどうにかして盛り上げたいとか（30 代女性） 

   ＊テーマ自体ではなく，テーマの大きさが大きすぎると思う。（50 代男性） 

   ＊先の無い老骨の身ではあと 10 年後まで見すえて物事を考えるのは不可能です。ま 

た，若い年代層の方々も，石岡から出ていく方が多いのではないでしょうか。ある面 

では，老人向けのまち造りの方が，より具体性をもつと思われます。（60 代男性） 

   ＊自治体が何について討議を望むのか事前に解らないため，テーマ設定については希 

望するにしても難しいのでは？（40 代男性） 

   ＊市の財政状況の公開と今後の課題，税収確保に向けたテーマ（30 代男性） 

   ＊税金が高い。（20 代男性） 

   ＊少子化に対応した行政サービス等（50 代女性） 

   ＊安全な食生活。輸入に頼らずに自分の国で，食をまかなえるには！！（50 代女性） 

   ＊？観光？魅力ある石岡？（40 代女性） 

   ＊石岡駅前の有効活用。（40 代女性） 

   ＊すぐには思いつかない。（40 代男性） 

   ＊駅前無料駐車場（１ｈとかがいいです～。30 分はありますが・・・（40 代女性） 

   ＊スポーツや観光を中心としたまちづくり。（20 代男性） 

   ＊今回のテーマは重要なテーマですが高齢者問題も大事（施設の充実・生きがいづく 

り）など（60 代女性） 

   ＊子育て支援について，農家（農業）についてすみやすそうな町（30 代女性） 

   ＊子育てしやすいまちに！・病院が近くにない。小さい子が近くにいないという理由 

で実家に帰って子育てしないという話を聞きました。（50 代女性） 

   ＊魅力ある石岡の今後の街づくりについて。産業の活性化（30 代男性・50 代女性・ 

30 代女性） 

   ＊市で改善するべき所（10 代女性） 

   ＊会社を増す。出会いの場を増す。案を話し合う。（60 代女性） 

   ＊家族が楽しめる石岡にしよう・公園，テーマパーク・キッズルームのある店・名物 

食（30 代女性） 

   ＊子育て世代を応援するプロジェクト。ふるさと再生と言われてもピンとこないの 

で・・・具体的なテーマを絞った方が話しやすい（30 代女性・50 代男性） 

   ＊緊急避難場所の具体的な設定方法について（60 代女性） 

   ＊老後の生活において，市の援助などについて（40 代女性） 

   ＊石岡の町づくり，石岡の個性を出す町づくり。（60 代女性） 

   ＊市の歴史資産の保存と活用の積極策。（60 代男性） 



   ＊テーマを決めるのが行政のお仕事かと。（30 代男性） 

   ＊お祭り以外に集客できるテーマ選定が良い。サイクリング道路の活用…霞ヶ浦もあ 

わせて・古民家活用…都内からの移住（家屋対策も考える）・やさとのそば屋さんの 

活用（50 代男性） 

＊商店街の活性化，石岡のＰＲ方法（30 代男性） 

＊若い人が正社員として働ける様にしなければ，結婚もできずに，少子化につながる 

と思う。国政をしっかりしてもらわなければ，どうにもならないでしょうね。 

（60 代女性） 

＊石岡の利便性（20 代女性） 

＊若手の市民流出阻止と新住民の獲得のためには？（30 代男性） 

＊使われていない農地の活用，空き店舗の活用，活気ある街づくり（30 代男性） 

＊市民が積極的に市政に参画するには・・・（40 代男性） 

＊少子化問題を考える事は良いが，もっと明るく考えたい。 

＊八郷の自然を守る。安易な環境破壊を防ぐには。（40 代女性） 

＊県外，国外から人を集めることのできるようなイベントの開催・移住したくなるよ 

うな魅力的な市にするには？毎月 1 回つくば市で開催されている「歌声サロンひばり」 

という会があり，守谷市の方が主催されています。ピアノのある会場ならどこでも開ける 

ので，是非石岡でも開催して下さいとお願いしていますが，会場がみつからないとの事です。

市の施設で使えるところはありませんか？ 

50 代～80 代の方が参加しています。石岡どもぜひお願いしたいです。（60 代女性） 

＊政治と金（20 代男性） 

＊地方再生，再生として石岡市全体を考える。（50 代男性） 

＊石岡改善（40 代男性） 

＊福祉・医療（40 代女性） 

＊少子化をストップさせる為に独身（男女）の交流会の場を作る。40 歳過ぎても結 

婚していない方が多くいます。（60 代女性） 

＊農業の後継者の問題・若いのに働かない人が多いこと（前科者・長期生活保護受給 

者・フリーター・ニート等）のこと（60 代女性） 

＊市の合併について，土浦市・つくば市などと（20 代男性） 

＊少子高齢化社会における石岡市の取り組みについて（40 代女性） 

＊財政の再建，市の活性化対策（50 代男性） 

＊本を読もう！本を読む場所をもっと作ろう！（40 代女性） 

＊年代別（子育て中の人，親の介護が必要な人，学校の合併に関心のある人）直接 

関係のあることだとよりリアルな意見がでると思います。（30 代女性） 

＊石岡市を魅力ある市にするには，産業・商業・農業等活性する市にしてほしいので 

す。（50 代女性） 

＊生き生きと輝く石岡市になるためには！（50 代男性） 

＊人の集まれる石岡を作る。（30 代女性） 

＊テーマの問題ではないです。市が何が言いたいのか，何がしたいのか，こちらに伝 

わってきません。（50 代女性） 

＊テーマは身近なもので今回のテーマは大きすぎると思う。（60 代男性） 

＊子育て世代の関える問題点，学校や仕事（40 代女性） 



＊自分達に話が出来るテーマ（10 代女性） 

＊より良いまちづくりのために何が必要か（50 代女性） 

＊明るい町づくり（40 代男性） 

＊お金がかからなく生活がしたい。税金がかからない町づくり。（30 代男性） 

＊歴史・文化を中核とした街おこしの実行と実現（30 代男性） 

＊議員の人数（30 代男性） 

＊自然を守る為の具体的な行動（50 代女性） 

＊子供の問題もあるが，老人の問題空き家その他，いろいろあると思います。（40 代 

女性） 

７．市民参加のまちづくりとして，参加してみたいと思うイベントや企画がありましたら，お聞か

せください。 

  具体的なテーマ 

   ＊食フェスティバル，マラソン（10 代女性） 

   ＊街コンなどを，もっと開催したり，若い人でも住みやすい街づくりを考えたりした 

方が，いいんじゃないかと思います。（40 代女性） 

   ＊イベントを多くするより，石岡のおまつりを徹底的に考えて全国から人が来てもら 

う様にしたらどうか。（50 代女性） 

   ＊地域食材を活用した都市部住民との交流イベント。（60 代男性） 

   ＊ペットを中心とした石岡発信のペットフェアを開催し他の町にないまちおこしイ 

ベントを企画してほしい。（30 代男性） 

   ＊農業体験（10 代女性） 

   ＊石岡～八郷地区マラソン大会（10k コース・ハーフマラソンコース石岡―八郷間往 

復（50 代男性） 

   ＊若者が地元にこれる町づくり（60 代男性） 

   ＊市の活性化について（観光名物等）（50 代男性） 

   ＊茨城（石岡）出身のアーティストを呼んで音楽ライブ（20 代女性） 

   ＊市民スポーツ大会，イベント広場を使った野外フェス（40 代女性） 

   ＊抽選会（豪華賞品があたる）など（60 代男性） 

   ＊参加はできないと思いますが，未来の農業（60 代男性） 

   ＊災害に対して・高齢化にむけて（60 代女性） 

   ＊昆虫採集・アイドル歌手のライブ・ビアホール（40 代女性） 

   ＊石岡のまちのイベントにでたい カラオケ フリーマーケット（60 代女性） 

   ＊おまつりや，石岡のおいしい物を売るとか，参加してみたい（40 代女性） 

   ＊土地をつかいたい人にかして，そこがよければ土地をうることなども考えられます。 

（40 代女性） 

   ＊B 級グルメ～石岡地産地消（20 代女性・20 代男性・30 代女性・50 代女性） 

   ＊石岡のグルメ（50 代男性） 

   ＊そもそもイベントや企画がいつどこでやっているか不明（30 代女性） 

   ＊フリーマーケットや食の祭典等で人を集め，活気をつけるイベント。（40 代女性） 

   ＊イベントや企画を日立市みたいに常に行う。（60 代男性） 

   ＊すぐには思いつかない。（40 代男性） 

   ＊石岡のまつり，商工祭，産業祭・駅前（ホコ天・七夕まつり）色々やっててヘトヘ 



トです。ふえたら死にそうです。つとめ先から休みももらえません。（40 代女性） 

   ＊思いあたらない。（30 代女性） 

   ＊なにがあるのかがわからない。（10 代男性） 

   ＊その他として，高齢者が楽しく暮らせる町づくり（孤独死防止・ボケ老人の防止） 

   （60 代女性） 

   ＊都会に住んでいる方の移住促進（30 代女性） 

   ＊文化財・史跡巡り，山菜・キノコ狩りツアー，お見合いイベント（30 代男性） 

   ＊４のテーマ（30 代女性） 

   ＊子供たちの職業体験や親子祖父母と孫で参加，もの作り体験ができるイベント 

   （30 代女性） 

   ＊石岡産業祭の企業を出して，イベント出したり，春のお祭り，市民参加行事 

   （60 代女性） 

   ＊例えば，区長会で提起された問題や特別なテーマに係る討論結果をタタキ台にして 

   行政がこれに対し，見解を加えたものを市民（できれば地区毎の積極的な方）の討 

   議会に・例えば石岡の祭りは今のような品のないテキヤだらけの風情のないままで 

   本当に良いのか？（60 代男性） 

   ＊考えてください！（30 代男性） 

   ＊4 項と同じ＋子育てしやすい街づくり（50 代男性） 

   ＊空家が多くなってきているので対策と利用方法（60 代男性） 

   ＊地区対抗スポーツ大会で地域のつながりを作る。（30 代男性） 

   ＊石岡名物（食・歴史 etc）のＰＲイベント（20 代女性） 

   ＊石岡市民以外の方との交流イベントなど（・石岡への移住・転居を考えている方・ 

石岡で働いている方・石岡に興味のある方） 

   ＊子供が育てやすい企画（30 代男性） 

   ＊自然に交流ができるイベントがあれば良い。（40 代男性） 

   ＊子供が楽しめるイベント（30 代男性） 

   ＊八郷の自然に触れる・守る・ような企画（40 代女性） 

   ＊童謡や抒情歌を歌う会（60 代女性） 

   ＊一部の地区や団体がそれぞれ開くイベントでは出店めあてに出かけるだけで意見 

が無いと思います。（40 代女性） 

   ＊花だんの手入れ（60 代女性） 

   ＊市の人間対策と取り組み方（30 代男性） 

   ＊駅前の活性化（50 代女性） 

   ＊身近なテーマがいいと思う。（60 代男性） 

   ＊石岡市，八郷地区をもっとしろう。（40 代女性） 

   ＊まちおかでのプロジェクションマッピングやまち中での模擬店を出しての映画会 

   など。（10 代女性） 

   ＊福祉関連のテーマ（40 代男性） 

   ＊夜でも活動できるスポーツ（ヨガ・歩く等）の指導（40 代女性） 

   ＊ふるさと再生（50 代女性） 

８．その他，この市民討議会などについて自由にご意見をお聞かせください。 

＊まちづくりは大切です。それには，子供たちそれをささえる親サポートシテくれる町や市



がとても大切になってくると思います。人を大切にすれば，まちに人はやってくると思う。

石岡は，私のふるさとです。（40 代女性） 

＊石岡に生まれ育った人間にとって自分のふるさとである石岡がいつまでも存続してもら

いたいと思っています。私事ですが出張から帰って来て落ち着く場所，帰るべき場所がある

事を強く望みます。今回は参加できませんが皆さんの意見が市政へ届き，石岡が活性化する

キッカケになると良いと思っています。（40 代男性） 

   ＊石岡がどうあるべきか・・・と云う点は，豊かで安全・安心の街・・・と云うこと 

  に集約されます。その点を明確に討論を望みます。（50 代男性） 

  ＊こういった会には興味がわかない。（30 代男性） 

  ＊私は勤め人ですが，そこに土地があれば買いたいと考えていますが，どのような土 

  地がほしいのかわかりません。そこに土地ができて仕事があれば，ふるさとができます。石

岡市（八郷）の中に家だけしかないから，土地を増やしたいと思っている人もいます。その

人達に土地をかして，野菜畑などを作ることで，購入してもらうことを考えて見てください。

（40 代女性） 

  ＊石岡市内でイベントをしているのを意見も聞かず八郷へもっていくのはおかしいと思い

ます。今まで通り，石岡市内でやるべきです。八郷は八郷でイベントはしていると思います。

だから駅前がシャッター通りなんて言われるんです。お祭りでしか石岡には行かないと言う

がたくさんいます。（30 代女性） 

  ＊もっと違うテーマで取り組んで欲しい。※石岡広報誌は月 1 回にするように市議に話して

ください！（50 代男性） 

  ＊市民討議会とは，子づくり，子供が少ないからどうしたらよいのかは，国や県が出産にお

金がでるとか。子育てしながら仕事を両立するために支援するとか考えた方がよいと思いま

す。（40 代男性） 

  ＊石岡のまちがすきです えきもすきです 石岡のまちふるいたてものをロケなどドラマ

につかってほしいです えいがなどつかってほしいです（60 代女性） 

  ＊一人での参加は，不安があるので同じ地区 2～3 人の参加など，出来れば公開して頂くと

安心して参加できるのかと？ 25年後と言うと正直 70代の事まで考えているよゆうがあり

ません。もっと現実かつ近未来の討論が良いのかと思いますが？たとえば 10 年後など，先

を見すえた話をした方がよいと思います。（40 代女性） 

  ＊25 年後のふるさとも大事。ですが，今の現状が住みやすくする事が若い人がこの地に根

をはり生活して行くと考えます。全ての市民に生活しやすい，うるおった行政であってほし

い。（40 代女性） 

  ＊災害に対して  高齢化に向けて（60 代女性） 

  ＊石岡の未来の農業の事が一番心配している事です。後継ぎのいない農家の土地を借りて組

合的な物を作り・農産物を生産して売り，農家に利益を分配する。こんな方法考えられない

でしょうか？（60 代男性） 

  ＊石岡市は，映画館がなく，図書館・児童館なども小さく古く，他の市から見ると文化的に

おとっていると思います。音楽イベント（野外フェス等）など若いおしゃれな男女が集まり

たくなる様なイベントがあるといいです。若いおしゃれな人達が集まると恋が生まれいずれ

は石岡で家庭を持ってもらったらふるさとは残っていくと思います。ズバリ，おしゃれして

出かけたくなる街になるといいなあと思います。（40 代女性） 

  ＊若い世代が戻って生活出来る環境（職場，子育支援など）整える。・職員の給料の体系を



細かく公表する・市役所建て替えの明細を公表する。・高齢者が住み良い環境を整える（施

設に入りやすくする 1 人暮らしの方のフォローなど）（50 代女性） 

  ＊町から市へ合併したが税金が上がった割には以前と回りの状況が変わっていない。町の活

性化や道路の整備等もっと手を入れてもらいたい。 

   ※子育て支援として，子育ての環境に力を入れる。（補助金の交付・奨励金・婚活）では

どうか？（50 代男性） 

＊石岡市の現状，問題分析が必要なのではないか？それを共有化しないと前には進まない。

（60 代男性） 

＊標題：上曽峠トンネルについて 

戦後の道路行政は道路を増やすことで全国各地の利便性を高めてきましたが有識者会議の

資料から現在は人口減に加え厳しい財政事情で公共事業費の大きな伸びが期待できない中

で道路網を維持するには既存の道路をより効果的に使うことを優先する必要があるものと

考えられ，近傍の上曽峠は崖崩れ防止工事を優先し幹線舗装整備等が実施されました。これ

により，大地震による落石の影響に対する極限は元より，幹線拡張（一部区間）による安全

確保に多大な貢献があったものと考えます。しかしながら，上曽峠については，時に冬季に

おける度重なるスリップ事故及び通行止（積雪を含む。）等により，通勤，通学は元より，

住民の交通障害問題が未解決であることから，早急にトンネル開通に向けた事業の予算化実

現を図ることが必要だと考えます。上曽峠トンネルが開通されれば，交通の利便性並びに住

民のくらしと安全に寄与されるばかりでなく，栃木県宇都宮市から茨城空港までのアクセス

として一本線になることは石岡市の活性化に繋がるものと考えます。以上，一市民の意見と

して御提示願えれば幸いです。（50 代男性） 

＊市全体としての住みやすさ。（一極だけではダメ！！市全体として生活のためのライフラ

イン（水道・下水・道路の整備を通じて，どこに住んでも住みやすい街作り） 

（50 代男性） 

＊幅広い年齢層で話す機会は，なかなか無いので，今後も頑張って活動していって欲しいで

す。もちろん不平・不満ばかり文句を言う人もいるでしょうけど，参加して考えてコミュニ

ケーションを取れる場というのは，とても良いと思っています！（30 代女性） 

＊寮に入っているため，石岡市のイベントが把握しきれていません。情報をもう少しいただ

けないかと思います。（10 代女性） 

＊まちの活性化を本気ではなしあって，ひとつでも実現してほしい。少子化は買い物をする

ところ，生活環境がわるいためであり，なぜ若者が住まない町なのか？どうしてみりょくが

ない町なのか？おまつりばかりにたよりすぎて，何もみえていないのではないか？まちづく

りアカデミーや，有識者など，どうして，ひとかたまりの人たちが石岡の未来をきめること

ができるのか？もっと石岡にすむ 20 代．30 代．40 代に意見を求めて，石岡をつくりかえ

るべきである。 

 ※他の町と同じことをしていてもかわらない。石岡オリジナルの企画をすべき！！ 

ペットイベントをすべき！！ぜったい全国から人がくるはず！！（30 代男性） 

＊無作為に 2,000 名に案内を出したとありますが，討議会の募集は 30 人程度とあり，不参

加の人数を見込んでの人数なのでしょうか？2,000 人に対して 30 人程度というのに，違和

感を感じました。（40 代女性） 

＊このまま推移した場合の年代別，職業別などのシュミレーションを分かりやすく市民に公

開すべきではないでしょうか？例えば，学校が統廃合されていますが，１市民には 3 年後，



5 年後，10 年後などの推定数値が説明されず，討論ができません。 

（60 代男性） 

＊石岡市を住みよい市にしていただきたい。石岡市職員がよいまちづくりを考えている？行

政の考え方のレベルを上げるのが一番ではないだろうか。（40 代男性） 

＊田舎にはめずらしく，石岡は（特に石岡中）中学受験を考える家庭が多い。理由は，都市

部とは違い，進学の他に，素行の悪い中学へ入れたくないからである。このところ，小学生

の素行の悪さが目立ってきているように感じる。学校や，各々家庭にまかせておくには限界

がある。市を上げて行動を今すぐに起こさなければ，地元中学には，どういう子供達が通う

事になるのか？安心・安全な教育環境を作り直さなければ，石岡市の未来が心配である。（30

代女性） 

＊行政についてふだんあまり考えない人（自分も含めて）も無作為抽出で選ばれ，そこから，

いろいろ考えるようになることもあるので，このような抽出もよい方法だと思う。今回参加

できずに申しわけありません。（20 代男性） 

＊はっきり言いますが，仕事を休みにしてまで，参加したいとは，思いません。旧市内に住

んでいますが，この企画をやるまえに 1 週間位毎日，商店街を歩いて，どの様な様子なのか，

見てみたらいかがですか。市内の商店街で，買いものしたことがありますか？活性化と言い

ますが，住んでいる人が買いものをしないのに！！他の町で買ものしている今です。空いて

いない店をもっと安く貸しだして，まずは，儲けより，人に来てもらう住みやすい市を目指

せです。子供達が石岡市は県内で住みたくない№1 といっているの知ってますか？まずは，

住みたくなる市を目指すことでしょう。 （50 代女性） 

＊スポーツクラブを作ってほしい。以外と卓球クラブ，教室って無いんですね。 

※軽い障害者もいっしょに出来たらうれしいです。※ちなみに息子は軽い障害者です。（40

代男性） 

   ＊健康で文化的で，安全に暮らせるのであれば住む場所にこだわらない。公営住宅の 

充実など。行政機関に期待する。（40 代女性）返信用封筒入りやすいものにして欲し 

かった 

＊私は 50 代ですが，20 代前後の若い世代にたくさんの夢を語ってもらい，その夢 

を実現させる為には，この石岡をどうしたら良いか，何が必要なのか，色々とでて 

くると思います。これから責任を持って石岡市を元気にしてくれる若者に期待しま 

す。（50 代女性） 

＊仕事上住んでいるが，地元民でない人間にふるさと再生と言われても分からない。 

地元民をえらぶようにしたら良いのではないですか。（30 代女性） 

＊6 号バイパスも必要なのかも知れないが，そのせいでお客様が素通りしてしまうの 

では？（私の一人言・60 代男性） 

＊今の石岡に楽しみが見い出せない。会社の関係で住んでいるだけ。1 日拘束するの 

に 2,000 円＋昼食（少ないのでは・50 代男性） 

＊「討議会」となると堅いイメージで特に女性の関心は低くなりがちです。井戸端会 

議や普段の暮らしの中での要望をすくいとるような仕組があればいいと思います。家 

事・仕事・子育てに追われて関心は高くてもあえて討議会への参加をするまでのエネ 

ルギーはないかもしれません。（30 代女性） 

＊合併してずいぶんたつが，旧八郷と旧石岡の間には前の町村の時のしこりがまだま 

だ残っている。イベントでも双方でやっている。なかなかいっしょには出来ない。（こ 



れからも）市民討議会も別々の方がよいのでは？（50 代男性） 

＊石岡の為，いろいろやって下さい。（無） 

＊今回，この討議会に選ばれ，びっくりしました。このように，市民も参加させたま 

ちづくりは大切だと思います。そして，それを行動に移すことが，とっても大切です。 

私は都合により，参加できませんが，意見としてまちを盛り上げるためには，多くの 

人が集まるイベント，学校の施設充実新しい住宅地など若い人達が集まる機会を設け 

ることが大切です。何かと資金の問題があって大変だと思いますが，石岡市だけでな 

く茨城全体を盛り上げる努力が必要だと感じます。（10 代女性） 

＊魅力ある市にするために，市民の声を聞くとよいと思う。（50 代女性） 

＊いくつかの解決策を示していただいた上での討議が良いのではと思います。 

（60 代男性） 

＊子供たちの未来のためにふるさと再生というテーマ→子供連れは参加不可，お母 

さんたちの意見は？9：30～15：30→ＡＭかＰＭかどちらかにする方が参加しやすい 

のでは？そもそも市民討議会をやっていることを知らなかったので，突然手紙がき 

ても分からないことが多すぎて参加しようと思えないのです。2,000 人から 30 人程 

度にしぼられるならもっと目につくところにポスター貼るとか水戸放送局とかで（ラジ

オ・ＴＶ）で開催することを発表して，その上で募集したらいいと思う。石岡 

市民はこういうことに無関心だし，もっとアピールしないとどうにもならなさそう。（30 代

女性） 

＊ディスカッションで上げられた言語データ数値データに置換して評価するのは非 

常に難しいです。ベクトル基準の設定次第でかなり違った方向へ進んでしまう可能 

性があり，対応策の効果も顕著に表れない事もあります。テーマが大きければ大き 

い程，全員のベクトルは一致しずらく，効果は出ずらいです。？別マトリックス化 

   してテーマを小さくすべきと思います。（50 歳男性） 

   ＊結局，本音で話し合いができないので，余り効果的な方法とは思えません。市民 

   一人一人が利己主義をやめて本当に街を良くしようと思ったら，答えは必ず出ますが 

   現実では絵に描いた餅で絵空事になってしまいます。少なくとも，火災等の際の消防 

   車が遅れるような 4ｍ以上の幅の道路が今もって市内の殆どを占める現在，何とかす 

   るより何もしなくても住める街を目指すのが現実的と思います。（60 代男性）ＰＳ市 

   の職員の方々の活動がより円滑に進めるような行政（議会や義首）のサポートが無く 

てはやりたいこともできないのでは，と思います。頑張って下さい。（60 代男性） 

＊街として盛り上がりを持たせる事や，町おこしの様な活動は非常に大事な事と思い 

ますが，石岡は県北県央と県南を結ぶ交通上の結節点である中において，道路の整備 

状況が悪いと感じてます。鉄道・バスも含め，道路等インフラがより整備される事で 

十分人を集められる街になれる可能性を石岡は持っていると思います。（30 代男性） 

＊税金が高い・魅力的な場所がない。・住みにくい・母子家庭への待遇が悪すぎる。 

・市役所の態度が悪い・不満しか出てきません。人が離れていくのもわかります。 

（20 代男性） 

＊討議には関係のない事だとは思いますが…石岡のおまつりのみゆき通り（八軒通り） 

の露天商を復活させてほしい。（活気に欠ける）以前の様な見に行きたくなるお祭り 

にして頂きたい。露天が多いと街がゴミで汚くなるが，ゴミ箱等設置すればよいかと， 

関係ない意見ですみません。（50 代女性） 



＊農業をする若者が減少し，あれた土地が増えている。将来，全世界で，食糧難にな 

った時，日本の国民はどうするのだろう。食べ物も，捨てる方が多いとか，もっと大 

切な物があるのでは。これからの子供達に物の大切さを伝えて欲しいです。作る人へ 

の感謝の気持ちを伝えるべきかな！！（50 代女性） 

＊少子化が進んでいるのは，子供を育てるのには，支援が少ない様に思います。私も 

3 人の子供を産み，育てやすい環境づくりをととのえれば，安心して出産（兄弟）す 

る方が増えるのではないでしょうか？私はもうほぼ子育て終了ですが…（40 代女性） 

   ＊討議会とは関係のないことで恐縮ですが，市役所の職員は諸手続きのため，市役所へ行っ

てもあいさつさえせず，感じが悪いです。そのようなところをまず改善すべきではないでし

ょうか。特に管理職と思われる年配の職員。自ら率先し，後輩を指導してください。公務員

はサービス業です。（40 代女性） 

   ＊児童手当をいただいておりますが，個人に支給せず，学校教育に当てるのはどうか。 

   給食費・教材費・遠足等に当て，学校への折々の納入金を無料にする。ってどうでしょう。

（40 代女性）※話は違いますが，自転車のルールが変わりましたが，勉強できる講習会っ

てないですか。石岡のどこでどんな事故が多いことも，児童・生徒以上になってしまうと学

べる機会がない。そんな勉強もできてプラスαなにかある集まりあったらいいナ。 

   ＊自転車で買い物しやすい町づくり（40 代女性） 

   ＊市に魅力がないのは確か…出来れば石岡市民をやめたいと思うことが多い。まず税金が高

い。（他の市に聞いたところ）市役所へ行けば職員が感じが悪く，給料どろぼうではと思え

る人がいる…まず，石岡市に住みたいと思える様な対応がほしい。まずは，人件費を減らし

たらどうだろうか？市議も多すぎると思う。その分で市民が楽しめるイベントなどはどうだ

ろうか？（40 代女性） 

   ＊この案内状をもらい，初めて石岡市が消滅してしまうかもということを知った。気にはな

ったが，少子化に貢献できていない者としては討議会では肩身がせまくなりそう…。不妊症

の者にはツライ。交通費が頂けるのは魅力的。（30 代女性） 

   ＊市民討議会のお知らせの紙が届いたとなると，かたいイメージがしました。自分なりのテ

ーマを用意しての参加となると下調べも必要でしょうし…。時間も長くて，他の用事がある

と出席できません。環境の良い町に住むと市民のひとがらも良くなるでしょうし，情報交換

もかねて，続けていって欲しいです。（40 代女性） 

   ＊今回で 3 回目ということでだれがこの企画（討議会）をたちあげた（言いだした）のか興

味深い。（40 代男性） 

   ＊市が活気づくのには行政のみでなく，企画会社も入れた方が良い。 

   ＊この様な企画を一度ならず何回か開催することが大事市民の意見を幅広く聞くの 

   も必要である（気軽に参加できるので意見を述べます）若者が石岡市に定着しやすい 

様に雇用の場を設けること（企業誘致）未婚者が多い若者に対してもっと婚活できる 

工夫をするべき重要課題として取り組まないと大変なことになる（少子化に歯止めが 

かからず市は消滅する）（60 代女性） 

＊石岡市がなくなるのは，さみしいと思います。消滅可能性都市とならないよう，住 

みやすく，寄りやすい市になっていくことを願っています。（30 代女性） 

＊今回なんとなく参加は見送らせていただきます。選出方法は，あまり良くない気が 

します。内容もいまいち伝わりませんし。世代別とかの方が参加しやすいような気が 

します。あまり普段共通点のない方と話すのも大事ではあるのですが，同じ様な意識 



問題点を共有できる方との方が話しやすく，参加しやすいのではないかと感じます。 

交通費¥2,000 には正直おどろきました。さらに昼食もでは少々，出しすぎの感があ 

りますが，いかがなものでしょう。（40 代女性） 

＊どんどん行った方が良いと思います。世代や性別を問わずにいろいろな方々の意見 

を活用するのは大事な事ですね。ではどの様な事を行っているのかなども参考にする 

のも一つの方法だと思います。（30 代男性） 

＊公共機関利用の推進，利便性について。スポーツ（ウォーキング）設備の促進 

（50 代男性） 

＊「討議会について」ではないのですが，旧八郷地区に住んでいます。朝日トンネル 

が開通して，しばらく経ちますが，トンネルを抜けた八郷側には何もありません。い 

ちご屋とフラワーパークぐらいです。何故，石岡市として何かしらのテーマパーク等， 

なんでもいいのですが，作らないのでしょうか。予算がきびしいのはあると思います。 

しかし，この現状のままでは，トンネルを抜けたフルーツラインは，ただの通過道路 

（土浦北インターより笠間市まで）となっている様でとてもさびしい思いです。 

（40 代男性） 

＊石岡市を良くする討議会は良い事と思います。今回は用事があり出席できませんが， 

結婚しない？出来ない？人が増えている。見合い，出会いの場を増す。結婚しても変 

わりなく働ける等改善して欲しい。若い人の仕事を増やさないと 1 人暮らしの人が増 

えて，さびしい老後・人生になる。（60 代女性） 

＊・パン教室・昔の遊び体験・応急手当講座（防災セミナー）・ワークショップなど 

会費制でも良いので親子で参加できるイベントを月 1 回もしくは 2 カ月に 1 回くら 

い行って欲しい。すでにこのようなイベントをやっていらっしゃるとしたらもう少し 

周知して欲しい。（30 代女性） 

＊私は 50 代後半の者です。長男は仕事の都合で横浜に居を構えてしまいました。石 

岡にもどってきてくれたら個人的にはうれしいのですが…他県に住んでいる元石岡 

住人などにも市の活性化を促す方策や石岡に足りないものなど，意見を聞く機会があ 

るといいのではないでしょうか。・討議会の輪が広がって，市民一人一人が石岡市を 

よりよくするための方策など，ざっくばらんに話題にするようになることを望んでい 

ます。（50 代女性） 

＊市会議員様に市民との対話。市民会館をもっと利用してイベントや公演など利用す 

べき。陣屋門をきれいにしたのだから。（60 代女性） 

＊無作為抽出であっても意見を出しあえる場を設けていただけるのは非常に貴重で 

嬉しく思います。このような企画があることを初めて知りました。話合われた内容な 

どを含めてもう少し誰もが知っている企画となるように発信していただければと思 

います。・細かいことではありますが，アンケート用紙と返信用封とうのサイズは合 

わせていただければと思います。（20 代女性） 

＊石岡市は柄が悪いイメージがあり，実際には住んであまり良い印象がない（未成年 

者がバイクで走り回る etc）→なので子育てしようと思う人々はすくないかと。 

（30 代男性） 

＊関係ないと思いますが，アンケートとふうとうの大きさ合っていません。1 つの 

意見で書かせていただきます。（20 代女性） 

＊一度討議会に参加する前にオブザーバーとして参加して見たい。（60 代男性） 



＊石岡について皆で話しあうのはとても良い機会だと思う。無作為抽出も特定の人に 

限られず，一般市民も話すことができるのはとても良いことだと思います。今回は都 

合と一歩がふみ出せず参加できませんでしたが，近いうちにこういった会に参加した 

いと思います。（20 代女性） 

＊（当日，参加できないので，ちょっと意見を・・・）現状の石岡市を変えるために 

は，討議会だけではむずかしいと思います。つくば市が新規住民が増えた理由として， 

ＴＸの効果が大きいと思います。例えば，石岡も便乗してＴＸを石岡を通過して茨城 

空港まで延長してもらって，自然豊かなベッドタウンとして売り込むとか，利便性の 

良さをアピールするとか。（都内から近い田舎・水戸，つくばの中間，つくばより土 

地が安いなど・空港まで電車 1 本・高速が近い。）実際に朝日トンネルの効果があっ 

たことは事実なので，とにかく外部の人たちにたくさん入ってきてもらうことが重要 

だと思います。閉鎖的なイメージを無くす。外部の人から聞く石岡のイメージは，は 

っきり言って良くありません。それを払拭するためにも新しい物を取り入れる，新し 

い人を受け入れることが大事で，だからある程度若い人たちでないと改革はできない 

と思っています。その若い人たちの流出を阻止するためには，やはり婚活イベントや 

街コンなどを積極的に行うことだと思います。石岡でもこの手のイベントはやってる 

みたいなのですが，宣伝が下手なのかやってることすら知らない人が多いです。朝日 

里山学校で都会の人たちとの交流イベントなんかもやっているようですが，地元の人 

がほとんど知らない・集まらないという状況のようです。この辺の宣伝活動ももっと 

積極的に行うべきだと思います。（30 代男性） 

＊日曜日限定だけではなく，平日も開催して欲しい。（みんなが参加できるように，1 

日だけではなく，別の日も開催して欲しい。）参加した事がないので，少し抵抗があ 

る。写真付きでどのような感じで行われるか，わかると，みんな参加するかもしれな 

い。（30 代男性） 

＊まずは人，市民を大切にしてくれる市政を行って欲しい。一部の人間の利益が優先 

されている様に感じる。（40 代男性） 

＊「市民討議会」となると堅苦しく参加する事に構えてしまうのでもっと気軽な会だ 

と思います。（30 代男性） 

＊・少子化が問題なら，子育てをしやすい環境づくりをし，若い人の移住を視野に入 

れるべきではないでしょうか。今のような小・中学校の統廃合は考えた方がいいので 

は。・若年女性の数が問題としているなら，とどまりたくなるような町づくり（でき 

れば若い人が中心となって）また，子育てをしながら働ける場所。※決まったテーマ 

についての意見をアンケートにとってもよかったのではないでしょうか。（40 代女性） 

＊市民の生の声を聞くということでも，市民討議会はよい企画だと思います。ぜひ， 

市民の声を行政に反映していただけたらと思います。（40 代女性） 

＊石岡市市民討議会について・もっと短い時間で，もっと多くの開催日に振り分けて 

みては？・昼食代もなくて済みます。交通費も 1,000 円にして。もっともっと身近で 

気軽さがあるとイイ！（40 代男性） 

＊昼食や交通費ありがたいですが…こういった形はボランティアでは？交通費 

2,000 円はどんな遠くからくるのかという感じです。半額でもいいのではないでしょ 

うか？討議会の費用はすべて税金や交付金です。大切に使っていただきたいです。 

（40 代女性） 



＊このごろテレビ等で石岡もよく取り上げられいるようですが，毎回同じ店，場所が 

多いように思います。（中町商店街・朝日里山学校・フラワーパークなど）もっと他 

の場所などあると思うので少しＰＲしてみては。土浦や水戸などもどんどん廃れてい 

くような気がします。近隣の市町村も含めて，よくしていかないと，ふるさと納税も 

好調なようなので少しでも石岡（特に旧石岡）が発展できればと思います。 

（50 代女性） 

＊初めて色々な人が集まっても話がまとまらないのではないか。若年女性が減るのは 

希望する仕事が無いからだと思うので雇用主の立場の人に仕事のさせ方を変えるこ 

とを考えてもらってはどうか。（60 代女性） 

＊交通費と昼食は出さなくてもいいのでは？・封筒が入りません。サイズが合わなく 

て折る数が多くなります。たてに折って，横に折らなくては入らなかったです。（20 

代男性） 

＊消滅可能性都市という試算を出ているのは知っていましたが，石岡市が該当してい 

るとは知りませんでした。東京に近いながら自然豊か風光明媚な歴史の町である石岡 

市の魅力を子供たちが理解し将来「帰ってきたい」と思えるように大人はアピールし 

ていく必要があると思っています。また田舎暮らしにスポットを当て都会の人に来て 

もらえるような政策展開をもっとするといいのではないでしょうか？（40 代女性） 

＊小中学校の合併の件，子育てに関する討議会でしたら参加させてほしいです。 

（30 代女性） 

＊以前の石岡市には，喫茶店がたくさんあって美味しいコーヒーやケーキ等提供して 

くれるお店がありました。せっかく水のおいしい街なので素敵な喫茶店やカフェがた 

くさん出来れば，駅前もさながら石岡市全体に人が集まり魅力のある街になるんじゃ 

ないかと思う。今は，他の街の人に自慢出来る物が何もないです。あと，具体的に何 

かを指示するリーダーがいない。ひなまつりにしてもお祭りにしても，何やっても中 

途半端な街になってる。歴史の街って言うけど，どこが？と思う。（50 代女性） 

＊市民がボランティア活動に参加して活動するとポイント等を与えて，自分が必要に 

なったら使えるような制度があったらよいと思います。（笠間市で実施）・市の施設を 

りようする際，石岡市民は少し割引などのゆうぐう策があるといいです。例えば，ゆ 

りの郷温泉の入湯料を割引してもらえたらうれしい。（50 代男性） 

＊・今回のテーマなんですが，再生といっても昔はどんな感じで，活気があったのか 

今と違い，くらべるものが，参考になるものがあるのでしょうか？・お祭りに関して 

ですが，年々さびしくなっている。子供がへるのと同時に出店セ等も少なくて，外か 

らのお客様ものぞめないのでは？もっと，やれることがあるのでは？きれいなお祭り 

にみせるために地区ごとでなく，石岡全体の関東三大祭りとしての意味として全ての 

ハッピをそろえてしまうとか？地区の区別はハチマキや腕章，提灯，扇子などを色分 

けするなど，自分たちも楽しむことも大切ですが，他県の方が見た時，出てみたいと 

思わせるような祭りもいいのでは？・せっつかくの工業団地はあるが，空きも多いの 

では？もっと魅力ある仕事をよびこむとか？・大学や専門学校を作ってみるとか？・ 

テーマパークを作ってみるとか？（大きいか，目玉がないと意味はないが・・・）仕 

事がふえるでしょ？（30 代女性） 

＊自分たちの子供の時代と比べると近所つきあい，又，人間関係がない物には不自由 

なことはなくなりましたが未開発のアフリカ，貧しいアジア諸国をみると大切なもの 



を感じる。これは私だけの感じでしょうか？（60 代男性） 

＊日程が先に決まっていた方が見当がつけやすいと思いました。1 日だけなのかな… 

と。（10 代女性） 

＊どんどんやれば良い。（50 代女性） 

＊私は現在車イスでの生活を送っています。しかし，この石岡市は車イス利用者，他 

障害を持った人達には住みにくい町です。例えば，風土記の丘車イストイレ，そこに 

行くまでの道が整備されていません。又石岡市の郵便本局スロープが長すぎる。石岡 

駅，新駅になるまでは車イス利用者が乗車できないなど，不便なところがたくさんあ 

ります。（40 代男性） 

＊市民討議会はいい方法ですね。いい案が出てくるかもしれないですね。その他，ア 

ンケート形式で意見をつのってもいいかと思います。（50 代男性） 

＊30 代～40 代の方はお見合いイベントを作る。少子化対策・まちおこしをする・子 

供をもつ親が働きやすい環境を作る。・議員が率先するように（60 代女性） 

＊企画は，とても良いと思う。あとは，実行することはもとより，その後の反省を再 

び次の計画に移す「流れ」を構築してほしい。討議するだけならば，どこの市町村で 

もやっている。石岡がどれだけ本気なのかが，大切だ。(30 代男性) 

＊<都内(全国)にアピールする昭和レトロな観光地として…>(20～40 代の若い商店街 

の人達を中心にしていただきたい）高山に旅行した時，街並が石岡と似ていました。 

（家具の街としても）高山の街全体ではなく，一部に（通り）昔の町並が有り観光地 

として栄えています。昭和のレトロな町並として統一したテーマで街づくりをしたら 

どうでしょうか。建物そのものはそのまま使用できると思います。一つの通りを同テ 

ーマで造ること。「まつり」＋「夜店」＋「総社・国分寺」＋「温泉」をアピールと 

つないで提案。茨城空港のワンコインバスを石岡で下車できるようにする。大きな駐 

車場は無料にする。（日帰りで遊べる）ことを，都市からアピール＞（50 代女性） 

＊子供の問題は，出生届だけでは，年間の人数は把握できなかったのですが，もっと 

早くから問題にできたのではないかと思いますし，学校等の合併や，高校などへ通学 

する交通問題など親としては，子育てをする市には，自然は多くて良いが不便さの方 

がそれをうわまわってしまい，子供に家に残ってくれとは言えないと考えている。自 

分も車などが運転出きなくなることを考えると不安がある。（40 代女性） 

 

 

多くの貴重なご意見、ご要望、ご指摘ありがとうございました。 
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