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Ⅵ．自由意見 

 

問５９ 龍ケ崎市のまちづくりについて，ご意見やご希望，アイディア等がありましたらご記入ください。 

 

龍ケ崎市のまちづくりについての意見や要望については，調査回答数 1,569 票のうち 642 票

（40.9％）の意見が寄せられた。 

寄せられた意見について，「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・整理した。主な意見は下記のとおり。 

 

【環境】 

・河川や水路等の整備，水質浄化（牛久沼など） 

・自然環境の保全（森林・水質など） 

・美しい公園の整備 

・ペットなどのマナー改善（糞の処理など） 

・道路の植栽帯の整備（除草回数の増加） 

・除草剤使用に対する規制強化 

・野鳥対策の強化 

・自然豊かなまちの魅力の保全（景観保全） 

・ゴミの出し方の見直し 

・ポイ捨て防止の強化 

・歩きタバコの取締り強化 

・景観の保全（太陽光の設置制限など） 

・市内一斉清掃の案内の停止 

 

 

【子育て】 

・子育て支援の充実（経済的支援・出産補助金な

ど） 

・待機児童の解消 

・室内で子どもが遊べる場の確保 

・保育所などの充実（延長保育・時間外保育など） 

・具体的な政策のある子育て環境日本一 

・子育て支援センターの土曜日開所 

・保育料や医療費の無料化 

・学童保育ルームの質の向上 

・一時預かりなどの利便性向上 

・子どもたちの貧困対策（子ども食堂など） 

・妊娠，出産時の支援強化 

・児童館の整備 

・母子世帯・父子世帯への支援 

 

【教育・文化】 

・学校のトイレの整備（和式から洋式への工事） 

・教育施策の強化 

・流通経済大学との連携 

・図書館の改装・増設（勉強スペースの増設・

カフェの設置など） 

・これからを担う若い世代へ，直接赤ちゃんと

触れる機会の創出 

・廃屋や学校などを活用した芸術祭の開催 

・子どもが少ない地域へのスクールバスの導入 

・ボルダリング，クライミング施設整備 

・学校設備の充実 

・小中学生の持ち物減量に対する検討 

・小学生の放課後の居場所づくり（廃校利用な

ど） 

・文化会館の催しによる文化教養 

・障がいのある児童への療育・学習の充実 

・スポーツ少年団に対する支援強化（練習場所

の優先確保・利用料の無料など） 

・子どもの頃から外国籍の人と交流する機会 
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【健康・福祉】 

・龍ケ崎済生会病院の医療体制の改善（診療科目・

診療時間など） 

・小児医療体制，夜間救急医療体制の強化 

・高齢者に優しいまちづくり 

・障がい児・者が安心して暮らせるまちづくり 

・佐貫駅の喫煙所の検討（受動喫煙対策） 

・風疹予防注射への助成 

・保健センターでの健診の円滑化 

・高齢者福祉施設の充実 

・高齢者の積極的な社会参加への支援 

・産科の整備及び充実（里帰り出産の受入れ態

勢の充実） 

・人間ドック受診費の助成 

・高齢者が気軽に参加できる運動の場づくり 

・障がいのある人，障がいのある児童への生活

支援などに対する施策の充実 

 

【安心・安全】 

・自然災害対策の強化 

・街路灯の設置 

・防災無線の整備（聞き取りやすくするなど） 

・交差点の樹木，植木などの整備（見通しが悪く，

左右確認ができない） 

・防犯カメラの設置 

・夜間のパトロール強化 

・交通規則の取締りの強化（路上駐車・信号無

視・スピード違反など） 

・夜間の騒音に対する取締り強化（暴走族・深

夜の花火など） 

・高齢者ドライバーへの安全運転の啓発 

・ガードレール，カーブミラーの増設 

・自転車に乗る人への交通安全指導（並走・無

灯火など） 

・駅前の送迎駐車の取締り強化 

・歩道の整備 

・不審者の取締り強化 

・自然災害時の水の確保 

・空き家対策 

・自然災害発生時などの避難場所の周知 

・上水道の安全管理 

・消防団員の増員 

 

 

【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・

空き店舗などの活用・イベントの開催など） 

・商業施設の充実（飲食店など） 

・行ってみたいと思う商店街づくり 

・まちの活性化のため若い人の力を取り入れる 

・佐貫駅周辺の活性化 

・国道沿いも活気があふれるまちにする（クイズ

モールの充実） 

・北竜台公園周辺の整備 

・プレミアム商品券を多くの人が利用できるよ

うにする 

・商業地区の再構築 

 

【その他の産業・雇用の場】 

・高齢者雇用の充実 

・企業の誘致による税収確保，雇用促進 

・大型ショッピング施設の整備（映画館の誘致） 

・働く場の確保，創出 

・外国籍の受入態勢の整備 

・佐貫駅周辺への商業施設の誘致 
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【都市基盤（公共交通）】 

・関東鉄道竜ヶ崎線の運行時間の延長 

・民間路線バスの充実（運行本数の増便・料金の

見直し） 

・コミュニティバスの充実（運行本数の増便・始

発時間の再検討・停留所の新設（復活）・乗継ぎ

の利便性向上・ルートの見直しなど） 

・関東鉄道竜ヶ崎線の料金見直し 

・ＳＬの導入 

・東京駅への直通バスの運行（土日・祝日） 

・駅までのアクセスの改善 

・佐貫駅バスターミナルの改善（バスのスムーズ

な運行など） 

・鉄道とバスとの連絡性の強化 

・駅前ロータリーからタクシー乗り場を撤去し，

送迎スペース拡大（タクシー利用者が少ない） 

・コミュニティバスの延伸 

・コミュニティバスの無料化（学生・高齢者） 

・車が無くても，各施設へアクセスできる交通

網の整備 

・バス料金の見直し 

・バスでＩＣカードを利用可能に 

・無人運転バスの導入（人件費コスト削減・運

転の質の一定化） 

・ＪＲ常磐線の充実（運行本数の増便・始発及

び終電時間の見直し・東京駅まで 30 分以内

の到着） 

・佐貫駅東口前のスムーズな通行（混雑の解消

など） 

・道の駅から高速バスの運行 

 

【都市基盤（土地利用）】 

・遊歩道の整備 

・牛久沼に道の駅の設置 

・ニュータウンと旧市街地とをつなげる道の整備 

・中高生がのびのびと活発に活動できる施設整備

など 

・生活道路の整備 

・市役所の移転（各方面からのアクセスを良くす

るため） 

・土地利用計画の推進 

・若草大橋に通じる道の整備 

・圏央道へのアクセス向上 

 

【都市基盤（施設・その他）】 

・都市基盤設備の整備（上下水道・ガス） 

・空き家，空き地の有効活用 

・電線の地中化整備 

・グランドゴルフ場の整備 

・駅前の整備（まちの顔） 

・高齢者の市営住宅への入居支援 

・駅周辺の道路整備（車イス・ベビーカーなどが

安全に通行できるよう） 

・道の駅整備に伴う渋滞対策 

・公園の整備（トイレの美化・遊具の増設など） 

・牛久沼などへのドッグランの整備 

・公共施設の利用しやすい環境づくり 

・公的施設や病院などにおける優先駐車場の増設 

・公園等の管理や整備の徹底 

・下水道の整備 

・市営住宅の若年層への優先入居 

・つくばの里工業団地入口の右折信号の設置

（渋滞対策・事故防止対策など） 

 

【行財政】 

・龍ケ崎市の情報を分かりやすく発信（交通手段・

医療機関・商業施設など） 

・市職員への教育，適切な対応 

・市職員の専門職の採用 

・佐貫駅へ出張所の開設 

・広報活動の充実 

・土日の市役所の開庁，時間の延長 

・情報公開の推進 

・SNS等を活用した情報公開 

・ホームページの充実（見やすさ・更新頻度な

ど） 
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【税金・料金】 

・適切な税金の使い方 

・駅名変更の税金投入より，森林公園など公園の

整備資金へ充てる 

・税金の使い道の情報開示 

・ゴミ袋の有料化の実現 

 

【観光】 

・牛久沼の整備，イベントの開催（サイクリング

ロード・桜並木など） 

・市内にウォーキングコースを新設 

・まいりゅうのＰＲ及びグッズ販売 

・龍ケ崎市の観光スポットを市民に周知する 

・農業を活用したＰＲ活動 

・花火大会の開催（ふれあい公園） 

・夕日の美しさを活かした観光 

・祭りの開催（龍ケ崎市の独自の踊りなど） 

・豊かな自然をアピールするポテンシャルを十

分に活かす 

・道の駅の整備 

・県内外の人への情報発信，ＰＲ活動 

・牛久沼のＰＲ 

 

【交流・コミュニティ】 

・少子化により，閉校又は空いている教室を，子

どもと高齢者の交流の場として開放 

・子どもから高齢者まで，気軽に集える居場所づ

くり（徒歩・自転車で通える範囲内） 

・地域イベントの開催 

・区，自治会，町内会などの機能実態の一元化 

・スポーツを通じた地域コミュニティの活性化 

・流通経済大学との連携などによる市民マラソ

ンの開催 

・小貝川沿いへサイクリングコースを整備し，レ

ースの開催による人との交流 

・ニュータウンと旧市内との融合 

 

【合併・広域行政】 

・災害発生時などにおける広域連携 ・他市の施設の相互利用 

 

【その他・まちづくり全般】 

・人口減少対策の推進（都市機能の集約） 

・高齢者が住みやすいまちづくり推進による活性

化施策の充実 

・道の駅の情報提供（完成予想図など） 

・佐貫駅の駅名変更に必要性を感じない 
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