
   

- 115 - 

 

 Ⅵ．自由意見  

 

 

 

・龍ケ崎市のまちづくりについてのご意見やご要望については、調査回答数 1,784票のうち

778票（43.6％）の意見が寄せられました。 

・寄せられた意見について、おおむね「環境」「子育て」「教育・文化」「健康・福祉」「安心・

安全」「中心市街地活性化・商業」「その他の産業・雇用の場」「都市基盤（公共交通）」「都

市基盤（土地利用）」「都市基盤（施設・その他）」「行財政」「税金・料金」「観光」「交流・

コミュニティ」「合併・広域行政」「その他、まちづくり全般」の 16項目に分類・整理しま

した。主な意見は下記の通りになります。 
 

【環境】 
・河川や水路等の水質浄化（江川や牛久沼等） 

・森林等の自然環境の保全 

・街路樹や緑地等の維持・管理の強化・改善 

・ゴミ焼却の朝昼の廃止 

・美しい公園の整備（芝生の養生、遊具等） 

・花火ができる公園の設置 

・自然エネルギーへの取り組み（太陽光、水力発

電等自然エネルギーの普及等） 

・ペット等のマナー改善（パトロールの強化） 

・野良犬や猫対策の充実 

・桜並木通りや洒落た街並みを作ってほしい 

・公園等の管理や整備の徹底 

・自然が豊かなまちづくり 

・愛宕神社の美化 

・自然と共存できるまちづくり 

・環境汚染対策の充実 

・リサイクルセンター等の整備 

・リサイクルの推進と市民意識の向上 

・身近な場所等での緑化の推進（駅前、河川、道

路花壇等） 

・ゴミの出し方や公共施設利用のモラルの向上 

・アリーナや野球場等の騒音対策の強化 

・駅前禁煙区域でのマナーの改善 

・牛などの臭い対策 

・ポイ捨て防止の強化（防犯カメラの設置、住民

によるゴミ拾い等） 

・路上喫煙禁止の拡充 

・佐貫駅喫煙場所の見直し 
 

【子育て】 

・子育て支援の充実（経済的支援、各種健診、出

産補助金、不妊治療助成等） 

・待機児童の削減 

・子育てしやすいまちづくりの推進 

・保育所・学童保育の充実（延長保育、時間外保

育、病時保育、一時保育） 

・さんさん館の土日開放 

・子どもの遊び場の整備（遊歩道等の活用） 

・子どもと過ごせる場所付きの図書館等の設置 

・安心な遊具を設置した大きな公園の増設 

・子育て支援センター内のマナーの改善 

・保育園に送迎するステーションづくり 

・子育てに関する多様な情報の発信・提供 

・駅前の無料室内遊び場の設置 

・具体的な政策のある子育て環境日本一 

・障害児の入所施設の設置 

・駅前への子育て支援センターの設置 

・小児科、夜間や時間外救急医療サービスの充実 

・児童館の開設 

・保育料や医療費の無料化 

・出産施設の整備 

 

【教育・文化】 

・図書館の改装・増設 

・図書館の利用方法の見直し（利用時間、席の配

置等） 

・自習室の設置 

・男女平等に対する教員の意識の向上 

・教育環境の充実 

・特色ある教育の推進 

・教育費の見直し 

・学童保育時間の見直し 

・中学校の特別支援学級の増設 

・子どもの学力の向上 

・交通安全教育の強化 

・環境教育の充実（クリーン作戦への参加等） 

・歴史・伝統文化の保存・継承 

・高齢者等との交流 

・青尐年健全育成の強化 

問３８ 龍ケ崎市のまちづくりについて、ご意見やご希望、アイデア等がありましたらご記入

下さい。 
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【教育・文化】 

・学習支援体制の強化 

・音楽やスポーツ活動の活性化 

・文化財等の市民・市外への周知・ＰＲ 

・小中学校の統合とスクールバスの運行 

・流経大との連携強化 

・小学校区の選択性の再検討 

・流経大サッカーチームへの支援 

・流経大と連携した体験学習施設の設置 

・歴史民俗資料館の展示の見直し 

・通学路・学校の除草・美化推進、道路整備 

・全小学校での交流イベントの開催 

・高校野球の地区大会の開催 

・学校給食の改革 

・芸術や文化を楽しむ場所づくり 

・コミュニティセンターでの展示会や発表会の開

催 

・芸術祭のやり方の見直し 

・いばらき総文の開催都市になる等、文化活動へ

の積極的な取り組みの推進 

・コミュニティセンターの利用方法の改善 
 

【健康・福祉】 

・独居老人・世帯の見守りの充実 

・病院へ行くための足・交通の改善（コミュニテ

ィバスやタクシーの運行体制等） 

・知的障害者の入所施設の開設 

・健康診断の充実や低料金化 

・高齢者の優遇対策（散髪無料券等） 

・介護施設・病院の充実 

・高齢者に優しく住みやすいまちづくり 

・救急体制のある病院の開設 

・公園に年配者向け健康増進具の設置 

・車歩分離による歩道拡大とバリアフリー化 

・高齢者にゆったり館の回数券配布 

・つぼみ園の療育施設の改善（人数や内容） 

・済生会病院の医療体制改善（診療科目、診療時

間等） 

・新たな医療機関の誘致 

・てくてくロードの短距離の設定 

・高齢者のいきがいづくり（仕事や子どもの教育

等） 

・福祉サービスの充実（おむつ代等の助成） 

・当番医制度の充実 

・総合福祉センターの充実（料金、立地等） 

・高齢者住宅の整備 

・高齢者と幼児・児童がふれあえるまちづくり 

・シルバーリハビリ体操指導士の充実 

・低所得者福祉の充実 

・予防医療の充実（呼吸疾患、呼吸疾患。肺炎・

嚥下障害等） 

・高齢者の買い物環境の充実 

・高温期の町内掃除等の取り止め 

・高齢者がお茶のみ交流できる場の創設 

・各種健診等の実施（子宮がん等） 

・国民健康保険の値下げ 

・各種講座等の開催（運動教室や食事等） 

・障がい者福祉サービスの充実（タクシーチケッ

トの補助、グループホームなどの生活の場の設

置等） 

 

【安心・安全】 

・自転車や自動車運転のマナーの改善 

・子どもに安全なまち 

・街路灯の設置 

・空き家対策 

・バイク騒音対策（暴走族等） 

・天候による交通情報の連絡体制づくり 

・路上駐車対策（ニュータウン、学校行事の開催

時等） 

・不審者等情報の提供方法の改善 

・農業用水路の改善 

・空き巣や盗難車上荒らしの対策 

・大災害時の避難所対策 

・流大生の携帯や自転車などマナー改善 

・道路脇・空き地の草木・雑草の対策 

・サイクリングロードにおけるマナーの徹底 

・たつのこ山の水遊びでの衛生面対策 

・大正堀川に安全なフェンスの設置 

・災害の備えた防災訓練の強化 

・スピード違反車両の取締りの強化 

・交通安全対策の充実（放置自転車、トラック等

の抜け道） 

・防災無線の見直し 

・まいりゅうやフェイスブック等を活用した交通

安全ＰＲの継続 

・静かに安心して暮らせるまちづくり 

・災害に関する情報の提供 

・住民のモラルの改善 

・自然あふれ、治安がよく、便利で住み良いまち

づくり 

・すべての世代にとって生活しやすい誇らしいま

ちづくり 

・安心・安全のまちづくりの推進（万引き・盗難・

セールス・金乞い・誘拐未遂等） 

・防犯対策・活動の強化（防犯パトロール等） 

・防犯緑地帯等の整備 

・台風後のブルーシート対策 
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【安心・安全】 

・交通安全施設の設置（カーブミラー等） 

・通学路の安全確保対策 

・駅前ロータリーでの運転マナー改善（送迎車両

等） 
 

【中心市街地活性化・商業】 
・市内商店街の活性化（シャッター通りの解消、

空き店等の活用、イベントの開催等） 

・旧商業地域の再生 

・各地区の特産品開発や直売所の設置 

・大型ショッピングセンターの誘致 

・コロッケだけでなく食文化の活性化 

・コンパクトシティの実現化に向け、商店街を生

活の場に作り替え、閉店中の施設の利用による

高齢者の交流の拡大 

・住民・商業者の意識改革 

・商業に力をいれた活気のあるまちづくり 

・佐貫駅前の商業施設の拡充 

・佐貫駅周辺の開発と活性化 

・子どもと１日遊べる施設の開設 

・りゅうポイントカードの充実 

・メディアを活用したＰＲの推進 

・高齢者の買い物環境の充実 

・旧市内の道路幅員の拡張、空き家等の活用して

高齢者が集れる場づくり 

・関東鉄道竜ヶ崎駅周辺エリアの開発によるまち

づくり 

・駅や市街地周辺の開発による活性化の促進 

・佐貫駅前への商業施設等の誘致（本・レンタル

等） 
 

【その他の産業・雇用の場】 
・60～70歳の元気な世代の雇用 

・若年層が定住する支援体制や雇用の促進 

・道の駅の整備（野菜や果物等の販売） 

・工業団地の整備による企業誘致の推進（製造業、

優良企業、環境に配慮した企業等） 

・既存企業への支援の強化 

・若者の就職支援 

・生活保護受給者や障害者・高齢者の働く場と理

解があるまち 

・就農しやすい支援制度 

・農業の活性化（休耕田の利活用等） 

・地産地消が出来るまちづくり 

・女性が安心して仕事ができる企業や市内で働い

てもらう取り組み 

・女性の活躍できる場の創設 

・地元活力の発掘 

・地場産の野菜など特産品をつくりアピール 

・産直市場の常設 

・企業誘致による税収確保・雇用促進 
 

【都市基盤（公共交通）】 

・路線バスの充実（ルート、土日の運行本数の増

便、昼間割引の継続） 

・コミュニティバスの改善（ルート、停留所の新

設、自由な乗降、運行本数の増便、運行時間の

延長等） 

・ＩＣカードの利用化 

・ステップバス導入 

・関東鉄道竜ヶ崎線の料金見直し 

・乗り合いタクシーの普及 

・鉄道とバスとの連絡性の強化 

・竜ヶ崎線の延伸（砂町、ニュータウン等） 

・ＪＲ常磐線の運行本数の増便と千代田線直通便

の内浦までの延長 

・関東鉄道バス運転手のマナーの向上 

・佐貫駅バスターミナルの充実（駅前広場・ロー

タリーの改善等） 

・ＪＲ東京駅までの乗り入れの増便 

・商業施設等と連携したバスルートの検討 

・循環バスの充実 

・新たな公共交通の整備（モノレール等） 

・佐貫駅に向かう交通信号の連動性の改善 

・高速道路開設 

・高齢者が利用しやすいバス環境の充実 

・都心への通勤通学者への事故災害時の緊急対応

（臨時バスを取手方面へ出す等） 

・市内循環バスの見直し 

・竜ヶ崎線の利用の促進、運行本数の増便 

・駅東口でのシェアカーの普及 

・高速バスの運行（東京方面、成田空港等） 

・ＪＲ常磐線佐貫駅の駅名の変更 

・竜ヶ崎駅の改装 
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【都市基盤（土地利用）】 

・遊歩道の整備 

・牛久沼に道の駅の設置 

・愛国学園の下の農地を特区化 

・ニュータウンと旧市街地とを繋げる道の整備 

・龍ケ崎地区(商店街を含)の未利用地の活用やス

クラップアンドビルド化 

・利用していない田畑の無料貸し出し 

・国道６号～旧市街の空洞化の改善 

・JR佐貫駅を導線の中心にニュータウンと旧市内

との融合 

・空き地等を活用した地域の活性化 

・土地の利用制限をなくし、農地売買の自由化 

・土地利用計画の推進 

・空き地が早く埋るような施策 

・空家・空き地の公開的な運用の促進 

・さんさん館周辺の土地を有効活用 

・農地（畑地）の活用について検討 

・自然環境の保全を考慮した住宅地域や商業地域

等の開発 

 

【都市基盤（施設・その他）】 

・子ども達の遊び場の整備 

・小さい公園への遊具や時計の設置 

・北竜台公園の噴水の整備 

・公園施設の充実 

・済生会病院周辺に大きな公園の整備 

・新駅の設置 

・道の駅の設置 

・牛久沼・小貝川周辺の開発（遊歩道、サイクリ

ングコース、道の駅等） 

・図書館の拡充（蔵書や障害者用駐車スペース、

ネット予約や取り寄せ等） 

・佐貫駅周辺の整備（店舗やアミューズメント施

設、市営駐輪場の設置、駅西口へのエスカレー

ターの設置等） 

・娯楽施設の整備（映画館や美術館、大規模書店

等） 

・都市基盤施設の充実（上下水道・ガス） 

・大型商業施設の誘致 

・市営霊園の整備 

・自転車や歩行者にやさしい道路の整備 

・植物園の設置 

・コミュニティセンターに運動できる設備 

・スポーツ施設の整備（龍宮通り、西部・南部地

区） 

・他の県から人が集まるような施設の整備（アイ

ススケート場等） 

・みんなが便利に利用できる施設の整備 

・ケーブルテレビ環境の変更 

・公共施設の利用しやすい環境づくり 

・市営斎場の建て替えの検討 

・都市銀行の設置 

・市営のスポーツクラブの整備 

・剣道、空手、柔道などの道場の整備 

・ドッグランの整備 

・ゆったり館のような施設の整備 

・細い路地等の道路の整備 

・蛇沼外周道路の整備 

・牛久沼付近の渋滞の解消 

・電線の地下化 

 

【行財政】 
・市民の意見が市政に届きづらい 

・土日の市役所の開庁、時間の延長 

・市職員の適格な対応 

・タウンミーティング等の実施 

・方針や各種計画の進捗状況等の情報の提供 

・アンケート調査結果の活用（継続的実施等） 

・市職員の資質の向上 

・迷子猫ＨＰ掲載の改善 

・広報の掲載内容等の検討（職員給与、お悔みコ

ーナー等） 

・行政運営体制の変更 

・生活保護世帯の見直し 

・佐貫駅東口の龍ケ崎物産品店の見直し 

・防災無線、チャイムが聞きづらい 

・市民第一に根ざした行政サービスの徹底（対応

や取り組み） 

・ペットの鳴き声相談窓口の強化 

・市職員数の削減 

・自治会への支援体制の強化（仕事・行事等の見

直し） 

・街路灯のＬＥＤ化の推進 

・民間委託のあり方の検討 

・ごみ収集の回数削減やカラス対策の拡充 

・龍ケ崎と竜ケ崎があり、わかりにくい 

・議員報酬の削減 

・まちづくりの取り組みについての情報発信 

・ホームページの充実 

・放射能汚染対策（情報の提供等） 

・困ったことの投書箱などを設置 

・各種届け出等のインターネットや郵便などでの

対応 

・つくばナンバーの取得 

・自治会配布物委託料の見直し 

・無理の無い優先順位をしっかりした財政 

・公用車見直し 

・開かれた行政の推進 
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【行財政】 

・市議会議員の資質の向上 

・出張所のあり方の検討 

・情報提供のあり方の検討（広報紙面や電話の窓

口対応等） 

・旧市街の番地の改定 
 

【税金・料金】 
・湯ったり館にシルバー料金（300円）の設定 

・湯ったり館無料送迎バスの運行 

・佐貫駅前駐輪場の無料化 

・施設使用料の値下げ（市民プール、粗大ごみ処

分、たつのこアリーナ等） 

・猫の去勢手術費用の助成 

・ふるさと納税のＰＲ 

・市民税や固定資産税の策定基準の見直し 

・税金の使い道の情報開示 

 

【観光】 

・牛久沼や米粉コロッケのＰＲ 

・牛久沼周辺をお洒落に整備（観光名所化、サイ

クリングロード等） 

・龍ケ崎市のＰＲ（フィルムコミッション、ホー

ムページの活用等） 

・地域の伝統文化や歴史、自然の活用 

・るるぶ龍ケ崎の活用 

・牛久沼での花火大会の開催 

・八坂祭礼とりゅうとぴあの並行開催の見直し 

・祭り等の開催に芸能人の誘致 

・新たにアピールできるものの創造 

・広域観光バスルートの整備 

・うなぎの活用 

・道の駅の整備（鰻街道の復活等） 

・佐貫駅のレンタサイクルの充実 

・佐貫駅の特産物売場の活性化 

・まいりゅうグッズの開発と販売・ＰＲ 

・祭りや撞舞などのＰＲ 

・夏のお祭り（３パレード）の復活 

 

【交流・コミュニティ】 

・流経大や旧市街地、ニュータウン等の人々との

交流の拡大 

・市全体で取り組む新まつりの創設 

・自治会・回覧板の改善 

・町内会費の統一 

・市民参加のイベント開催 

・各種イベントの開催とＰＲ 
 

【合併・広域行政】 
・近隣市町村と合併（利根町等） ・県南地域の地盤沈下対策とした取手市や牛久市

と連携 
 

【その他、まちづくり全般】 
・差別のない人情あるまちづくり 

・「自分のまち」や歴史がわかるまちづくり 

・情報発信の在り方の見直し（若者向け等） 

・まいりゅう等を活用し、龍ケ崎のアピール 

・１日遊べる龍ケ崎市のまちづくり（ＳＬ、飛行

機、古い建物見学） 

・大規模スーパー銭湯の開設 

・憩いの場所・一日楽しめる場所の創設 

・明るく活気のあるまちづくり 

・「龍ケ崎市民でよかった」と思える魅力あるま

ちづくり 

・市民と一体ですすめるまちづくり 

・地域資源のＰＲ 

・龍ケ崎に住むメリットのＰＲ活動 

・思いやりやあたたかさがあるまちづくり 

・若い人達が住みたくなるまちづくり 

・自然を生かし、農業のやりがいのあるまちづく

り 

・芸能人やタレントによる龍ケ崎のＰＲ 

・各駅などに掲示板を増やし、活動報告やイベン

ト、歴史文化などの広報の強化 

・市営住宅や空き家等の有効活用による定住化の

促進 

・ニュータウンと旧市街との連携・融合 

・龍ケ崎コロッケのＰＲ 

・市民のみならず市外・県外の人もまきこんだま

ちづくり 

・健康で明るいまちづくり 

・参加しやすいボランティア活動を紹介する取り

組み 

・コンパクトシティの実現 

・市の一員として愛し、住み続けられる街 

・自然を守り、発展につとめるまちづくり 

・ミニＦＭ局の開設 

・都市化だけでなく、緑と情が豊かな龍ヶ崎を守

るまちづくり 


