
1 男性 70代以上

格別な魅力のないところが私は気に入っています。
日常必要なものは簡単に手に入る程度のところに商店や大型店が適度に点在していますし、道路
も走り易いです。この状態が維持できれば私は満足です。
若者には物足りないかも知れませんが、我々高年者にとっては住み易いと思います。

2 男性 70代以上

市営農場の設営
①市内の農家を支援するとともに、協力を得る。②家庭菜園を行っている人達を支援するととも
に、協力を得る。③職業救済事業の一助とする。④農産物の安定確保を期す。⑤市の財政収入の
一助とする。⑥上記の成果により、日本のモデル都市となる。

3 男性 40代

都会に比べて自然が多いことくらいで、取り立ててこれ！と言ったものもない。敢えてあげると
したら、同じ金額なら都会より広い家に冷めることだが、車は必須なので相殺されるかも。コ
ロッケはどこでも食べられるし。無難なものしかなくて、名物や史跡、土産で他県民の注目を浴
びるようなものなど無いと思う。相当新しいものや目立つものではないと、駅名を変更しても、
道の駅を作っても失敗する。もっと市長が強烈にメッセージを出し、それを盛り立てる条例や施
策で固めないと、人口減る。つくまい？？あんなので人は呼べない。市が何をしたいかわからな
いのでは、盛り上がることは無いだろう。

4 男性 60代
近隣市町村及び他県から人が集まるような魅力あるイベント、名産食品、名物のようなものがな
い。

5 男性 60代

広いたんぼを生かして、夏の夜に先祖の霊を慰めるためベトナムやタイで行われているランタン
祭を実行してみてはいかが。龍ケ崎市だけの日本初の見世物になるのではないでしょうか？それ
を空から飛行場を利用して上空からも見れますよとか。何か他ではやっていないもので魅力つけ
しないと、コロッケでは、インパクトが無いと思います。

6 男性 60代
魅力ある場所があると、もっと町自体も好きになるのではないかと思います。環境的には、森
林・沼・運動公園・浴場施設などいろいろとあるかと思いますので、今後はいかにしてそれらを
一体化・或いは関連付けて盛り上げていくかが大きな課題だと思っています。

7 男性 60代

「シティプロモーションに関するアンケート 」とありますが、これの「シティプロモーショ
ン」の意味が十分理解できない。辞書にはプロモーションとは、促進、奨励、興行などとありま
す。市民に正確に伝わる書き方にして欲しい。
　「るるぶ特別編集龍ヶ崎」をネット上で見ました。しかし紹介されている場所や項目には目新
しい点はなかった。龍ヶ崎市にはこれ以外にはないのかと思いました。古くなった市役所、図書
館、文化会館などをもう少し整備し、外観も見栄え良くしてはどうか。歴史民俗資料館は館内を
もっと整備する、そして市内・外から入館者を増やす。公園内にトイレやベンチをもっと設置す
べきではないか。これらは他の市と比べて劣っていると思う。
　龍ヶ崎市独自の方向性をもっと考えるべきではないか。


8 女性 30代 ゴミの分別がわかりやすい。

9 男性 50代 特に無い

10 男性 60代
都心からの近距離にも関わらず、牛久沼、小貝川、田園地帯等の素朴な自然環境に恵まれてい
る。

11 男性 60代
残念ながら龍ケ崎市で誇れるものが一つもありません。遠方からのお客に案内できる資源が見当
たりません。知名度もなく、良いイメージも負のそれもないようです。だからと言って、大借金
でハコモノを作れというつもりはありません。

12 女性 40代 災害が少ない。平和。交通渋滞が少ない。

13 男性 50代 中途半端な都会であり田舎をアピールできれば！
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14 男性 60代

龍ヶ崎市は自然豊かで住む所としては最高である。空気もきれいである。
また、いろいろな施設があり高齢者にとっては大変便利である。
・スポーツジム・温泉・たつのこ山・元気サロン松葉館・ヨーカ堂・龍ヶ崎モール
・大型電気店や飲食店・総合病院　　など

15 女性 50代

牛久沼の親水公園やたつのこ山、森林公園などをもう少し上手く活用できればいいのになぁと
思っています。具体的な例を出せずに申し訳ないのですが、ちょっとしたイベントがある時だけ
に人がちょこっと来て…って感じでもったいない気がします。
住んでる方としては空いていて有難い面もありますが。
今度、済生会の病院裏手にドッグランができるとのこと。近隣市町村にはない市営ドッグランは
素晴らしい試みだと思います。犬連れで遊びに行く人はとても多いので、ペット飼育の啓発など
も含め、上手にＰＲしたらとても龍ケ崎をアピールできると思います。

16 男性 20代 程よい地方感。

17 女性 20代
スーパーや、商業施設が程よくあって、ファミリーで住みやすい。東京へのアクセスも悪く無い
のが良い。

18 男性 60代
「子育てしやすい田園都市」をアピールすべき。首都圏に近い中、歴史があり、かつ自然が豊
か。30代で、無理せず一戸建ての家を、購入出来るのも、大きなメリットだと言えます。

19 女性 20代

すぐに出てきません。
龍ヶ崎駅付近のお祭りは魅力かもしれませんが出店と神輿のみのイメージで中学校を卒業してか
らは足が遠のいています。お祭り＝取手の花火大会のイメージが強いです。
たつのこ周辺の開発でお店が増えていますが、そこまでの手段がバスなので車を持っていないと
行きにくいです。常磐線の佐貫付近にもっと魅力をつけると行きやすいように思えます。有名な
お店などの出店が増えればもっと活気が出ると思います。
インスタ映えするオブジェなどを牛久沼近隣に置くだけでもスポットとして人がくるのではない
でしょうか？
お店や食べ物も若者向けのものが増えればSNSを通じて人が集まるように思えます。

20 男性 30代 自然が割とあって住みやすい。

21 女性 40代 自然豊かな所もあり買い物にも便利である。

22 男性 50代 おすすめグルメ、お土産を回答できないように、何もないよね   魅力じないけど

23 男性 50代 魅力を何か見つけないと人口増えません。税金でも、福利厚生でも、なんでもいいので…

24 女性 50代

魅力に感じるものが、無い!
たつのこやまや森林公園など、お子さんの居る家族がもっと遊べる場所を充実させてほしい。
特に森林公園の水の広場は、日陰で夏でも水が冷たく、しかも水を溜めるところが、汚い!
折角水遊びが出来る場所が有るのだからもう少し遊び安く整備してほしい。
子供さんの居る家族が魅力に思う町になると良いと思う
龍ヶ崎の魅力は自然が豊かな所です。その自然を生かした魅力ある街になってほしいです。

25 男性 50代 駅前は寂しい。大型店が遠い。本屋がないのは文化的にどうかと思う。

26 女性 40代
子育て中ですが、たつのこやま、さんさん館などは駅から離れており、車の運転ができないと、
子供とのお出かけが限られてしまいます。

27 女性 40代
都内に通勤していますが通勤しやすくなりましたね。市内も田園風景もあり自然もありお店など
もいろいろあって便利かなと思いま。水戸市内から引っ越してきてまだ知らないところがあるの
で。



28 男性 50代 静かで住みやすい街。

29 男性 70代以上自然環境が良い所。比較的都心に近いこと。商業施設がわりと整っていること。

30 男性 50代 田舎過ぎず 自然豊か

31 男性 50代
漠然としているが何点か記します。
・玄関口佐貫駅西方に存在する牛久沼に尽きます。夕焼けの光景は誠にきれいです。
・市民の協調性が強いことです。

32 女性 30代

・日常にあるものは一通りある。
（一通り書くと長くなりそうなので・・・）
・４つの市街地拠点はそれぞれの機能を生かしている
　龍ケ崎地区は行政と歴史の積み重ね
　佐貫地区は市の玄関口
　北竜台地区は近代商業施設の密集地
　龍ヶ岡地区はスポーツと健康
・一部の郊外は昔ながらの光景が残っている
　例として別所町、泉町、旧長戸小学校区
・豊かな自然がある。

33 女性 40代
市内にあらゆる施設、お店が充実しているので住んでいて不自由することがあまりない。
ただニュータウンが出来てから商店街がかなり寂しい。。。
これも時代の流れなんですかねぇ(T_T)

34 男性 30代 ・起業しやすいところ。・夕刻の牛久沼は絶景。

35 男性 50代
6号国道竜ヶ崎ニュータウンランプから夕焼けの牛久沼はいつ見てもキレイです。夕方は遠回り
でもそこを通って帰ります。

36 女性 50代 魅力はあると思うのですが、ちょっとした手土産になる名物がない気がします

37 女性 40代
街の中に沢山神社がある。←結構珍しいと思います!
自然が多く、のんびりした雰囲気。

38 男性 60代
1 神社仏閣 般若院、鬮神社多数
2 陸前浜街道、若柴宿
3 てくてくロードの整備、道の駅の整備、竜ヶ崎モールとたつの子山

39 男性 50代

都会に近い田舎だけど便利。
ニュータウンは都会、ちょっと離れたら長閑な田園風景。
その割には、近隣市町村より店舗や施設に恵まれており、私の働いてる栄町の人は、成田か龍ヶ
崎に買い物や遊びに行くと言ってました。
実際、大型ショッピングセンターや家電専門店、ホームセンターも数件あり、私自身不自由を感
じません。住みやすい街だと思います。
ただ、もっと歳を取って車が運転出来なくなったらと考えると、少し不安は有ります。
龍ヶ崎市も、買い物難民が増える事が予想されます。実際に、今でも買物に困ってる方々が居る
と思います。移動販売車等の取り組みを考えたら如何でしょうか？
栄町では、結構取り組まれてます。

40 男性 70代以上
1.緑が多い。
2.牛久沼の景観。
3.ニュウタウンの街並み。

41 女性 40代 子育てに優しい市です

42 男性 60代
自然が残っている　平地が多い　郊外型店舗多い
図書館の充実

43 男性 60代
牛久沼の観光地化を期待するしています。東京や他県からも人気の場所になって欲しいと思いま
す。



44 女性 50代 ゆったり過ごせる。都内まで1時間以内。

45 男性 60代
住み易い。平均的サラリーマンでも戸建てに住め、子育てするには良い。
都心への通勤も可能。成田空港へもアクセス便利。

46 女性 60代
・水田　　　水源涵養・ダム機能・生物の多様性・蒸発熱による気温の調節・景観の美しさ
・竜のように長い旧市内　　　赤松宗旦の記録に残る歴史ある街

47 男性 50代

ニュータウンは、歩道が広くて歩行者が安心して歩くことができていいです。大きな公園がある
ところもよいです。旧市街地には、古いお寺や神社があって、巡るのが楽しいです。
竜が岡地区は、運動設備や大きな本屋や温泉施設、公園があるので、1日楽しむことができま
す。

48 男性 50代 のんびり、静かなところ

49 男性 50代
自然も多く住む環境としては申し分ない。車での移動が必須になる。子育て世代にはおすすめの
場所です。

50 男性 40代
牛久沼や森林公園、たつのこ山など自然豊かで、交通のアクセスも良く、近くには阿見アウト
レットや千葉ニュータウンもあり、たつのこショッピングセンターも最近には出来て住みやすい
街だと思います。

51 女性 50代

都心からそれほど離れてはいないのに自然が豊か。とても住みやすい。子育てしやすい。地元の
農家さんが作る新鮮な野菜が安く手に入る。ゆったり館は近くに野球場、アリーナがあるので、
泊まり合宿にも使える。老舗の美味しい和菓子がありがたい。歴史民族資料館もせっかくあるの
で、展示をもう少し検討して頂けたらなおいいのに。とは思います。

52 女性 50代 自然が豊かな割に、都内に近い。

53 男性 40代 平坦で自転車が走りやすい。他県、他市と協力してサイクリングロード等を整備してはどうか？

54 男性 10代 都会過ぎないのどかな雰囲気だと思います。

55 男性 60代
あまり有名なものは、思いつかないが、それも魅力なのかもしれない。自然豊かで一方で都心に
もアクセス可能で近代的なサ－ビスが得られるのが魅力のひとつかもしれません。

56 男性 50代 子供を育てたり、生活するには環境が良い。自然が沢山有る。

57 男性 50代
都内に近く、成田空港も近い。冬には富士山や那須連山も見ることができる。都内に遊びに行っ
た帰りは佐貫駅に特急が止まるのも助かる。生活するにはとても良い環境です

58 男性 60代

龍ヶ崎ニュータウンは、都心に近い「別荘」と捉えられます。言わば「東の軽井沢」です。緑の
多さは無論ですが、少し移動すれば眼下に牛久沼が見えて、心が癒されます。
こんなに素晴らしい財産を持っているのに、不人気なニュータウンだそうです。問題は、交通の
便ではないかと思います。
バス便の時間帯や運行本数次第で、「別荘」から都内に通勤というスタイルが可能です。地価が
低いので、若い世帯でも持ち家が可能です。
簡単ではありませんが、条件を整えて　ＰＲしていけば、魅力ある市と認められ、活性化すると
思います。

59 女性 60代 龍ヶ崎コロッケは関西まで届いているみたいで友人から電話があった。 活動頑張って欲しい。

60 男性 40代 都心への距離感と自然のバランスが良い



61 男性 60代 都心に近く閑静で住みやすいところです。龍ケ崎市は都心に近いことをＰＲして下さい。

62 女性 50代 特に無し

63 男性 70代以上交通の便が悪い

64 男性 70代以上
1四季の変化が感じることができる自然環境が市内のあちこちにあり、小貝川堤防を散策した
り、森林公園でBBQ大会をしたり、田植え時期や実りの秋など田園地帯の営みに季節を感じたり
しています。

65 男性 70代以上

1四季の変化を感じることができる田園地帯が市内のあちこちにあり、自然環境が豊かな方だと
思います。
2高齢者なので、「トムトム」でのんびり朝食を楽しむ、小貝川堤防をのんびり散策する、森林
公園でＢＢＱ大会を楽しむなどしているが、働いている人からすれば、そんな余裕がないと言わ
れそうだ。
3「駅前開発」や「道の駅」等を関連づけて都心との結びつきをよりＰＲしていくことで、新た
な発見が見つかるのでは内閣府。
4白羽地域は今のところ、安全・安心の街を目指して自治活動が取り組まれているので、生活が
しやすい。しかし、それが龍ケ崎の魅力とどう結びすつくのか、そのための課題は何か、といっ
た難題を話し合い、討論し、議論していくことが魅力づくりにつながるのではないでしょうか。
5車社会だが、足の確保がなされているかといえば、高齢者には不十分で、気軽に市内の散策や
食べ歩きなどができない。多くの人が龍ケ崎の良さを体験したり実感できる機会と場の提供を
ネットワークでつなげるとか緩やかな市民ファーラムを開くなどがあってもよいのではないか。

66 女性 50代 治安が良い所だが、最近、道路がボコボコだし白線見えないし、でチョット残念です。

67 男性 60代
特に魅力は思いつかないが、もう少しお祭りを多くしたらよいのでは。高速もあり行きやすい場
所だが、お祭りがあっても市内に大きな駐車場がない。撞舞、まいりゅうなどによるイベントの
開催など。

68 女性 50代

 公園が多く、子供が小さい頃季節に応じて遊びに行く事ができた。
お祭りも沢山あり楽しむ事ができている。
特に11月の商工祭は色々な出店や上棟式などがあり、子供がとても喜んでいた。
また、たつのこマルシェなども地元の農家さんが野菜を"こう食べたら美味しい"などと教えてく
れ参考になる。

69 男性 50代
残念ながら魅力という魅力はないですね。各地方でやっている村おこし的な事を龍ケ崎でもやっ
ていけば良いのになと思います。例えば広い敷地を利用しサーキットやサバゲー場などを作って
集客をしたら良いと思います。

70 男性 70代以上災害の少ない暮らしやすい街であることに魅力を感じております。

71 女性 40代
龍ケ崎市駅はとっても言いにくいと思う。
どうしても変えたいのなら、せめて龍ケ崎駅にすればいいのに。（関鉄と交渉して）
龍ケ崎市は大きな店もなく魅力はあまりない。最近たつのこモールができて良かった。

72 男性 50代
自然、とくに沼や森林を使った公園開発。
イベントなどに活動の場を設ければ市民の憩いの場として足を運びやすくなる。

73 男性 60代
有料でも良いから公営の大きいドッグランを造り犬連れスポットにしてはいかがですか。印西の
北総公園にはドッグランがあり年に数回のイベントを盛大に催し大勢の人を集めています。



74 男性 70代以上

　龍ヶ崎の最大の宝物の「牛久沼」の利用は、今後の市政の力量を計るものさしになると思われ
ます。
　「牛久沼」を観光施設としての利用だけでなく、別の利用方法が埋もれていることを、多くの
市民・識者・市の持っている情報を集約し、牛久沼の龍ケ崎市・龍ケ崎市の牛久沼になることが
龍ケ崎市の未来に向けての最善道路と思量しています。

75 男性 40代

田舎過ぎず、都会でない調度良い感じのところ。
自然も豊かで住むのに最適。
非常に好印象で魅力的。
人口が増えてしまうと、かえって魅力を損ねてしまうと感じる。

76 男性 50代 ・毎月のように、大小に関わらずお祭りのような人が集まるようなことが開催されている。

77 女性 50代
源頼政ゆかりの伝説がある頼政神社、櫛名田比売ゆかりの伝説がある櫛塚古墳、愛宕中建設時に
壊した愛宕山古墳、古墳から出土した丸木舟、古代から室町期まで素晴らしい歴史遺産がある。
というかあった地であること。

78 男性 50代

自然が豊かなことが魅力であるが、逆に言うと自然以外にアピールできるものがない。

特産品や観光地、ランドマークとなるものがなく、普通の街であり、アピールできるものがな
い。

79 女性 50代 自然が豊かで、かつ生活の便が良い。住みやすい。市のサービスにも満足している。

80 男性 60代 東京都心から１時間の距離にある、豊かな自然に恵まれていること

81 男性 40代

昭和を感じる建物が多いです。
昭和レトロな店は残して、実際にその店を使ってもらえれば････、と感じます。
古き良き昭和。その時代を感じる店、建物。それが龍ヶ崎の大きな魅力です。
※看板建築が残っている事が街の財産です。
地べたから富士山が見えること（私も都内からの移住です）は都内では考えられません。
よそから来た者にとって魅力です。龍ヶ崎線も古い気動車があります
鹿島鉄道ほどでないにしろ･･･。
下り列車の運転代が右側は鉄道ファンにとって、ありえないと思ようなものです。

82 女性 40代
自然も多いし都内に行くにも近い。運動施設も整っている。湯ったり舘は遠方からも通ってる人
が多いので他所にはない施設だと思います。


