
1 

 

（仮称）第 2次ふるさと龍ケ崎戦略プラン策定に係る関係団体ヒアリング結果について 

 

実 施 団 体 

団体の分野 ヒアリング実施団体 

福祉 
NPO法人 ユーアンドアイ NPO法人 テディベア NPO法人 あすかユーアイネット 

社会福祉協議会 （公社）シルバー人材センター 民生委員児童委員連合協議会 

教育・生涯学習 

文化・スポーツ 

学校長会，教頭会，教務主任会 PTA連絡協議会 いじめ問題専門委員会 

読書会連合会 社会教育委員 コミュニティセンター連絡調整会議 

保護司会・更生保護女性会 青少年センター運営協議会 体育協会 

流通経済大学 スポーツ健康科学部 NPO法人 クラブ・ドラゴンズ 文化協会 

音楽協会     

安全・安心 防犯連絡員協議会     

都市整備 
関東鉄道株式会社 都市再生機構 茨城県宅地建物取引業協会 

茨城県建築士会 龍ケ崎支部 茨城県竜ケ崎工事事務所   

産業観光 

商工会 商工会 女性部 商工会 青年部 

ＪＡ竜ケ崎 観光物産協会 （公財）まちづくり・文化財団 

つくばの里工業団地運営協議会 農業委員会   

交流・コミュニティ 
住民自治組織連絡協議会 NPO法人 茨城県南生活者ネット いばらき出会いサポートセンター 

国際交流協会    

まちづくり全般 流通経済大学     
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分 野 別 意 見 一 覧 

意見の分野 主な意見 

子育て 

●評価できること，満足していること，継続していきたいこと 等 

 ・駅前保育ステーションの設置に向けた動き  ・龍ケ岡公園への大型遊具の設置 

・保健師による新生児訪問  ・第 3子支援事業の実施 

・これまで月 18 時間までの利用が限度だった子育てサポート利用助成が，制度見直しにより年間 200 時間まで利用可能となり，使い勝手が良くなったこと。  

●評価できないこと，不足していること，変えていくべきこと 等 

【ファミリーサポートセンター】 

・子育てサポート利用助成等，制度を変更する場合は，予め周知してほしい。利用者から問合せ等あっても対応できない。 

・ファミリーサポートの積極的な PRをお願いしたい。 

 ・子育てサポートの利用制限の廃止（取手市は上限なし） 

【その他】 

 ・病児・病後児保育の充実（未実施園等での新規実施） 

●期待すること・要望・アイデア 等 

・高齢者への支援は見えてきているが，子どもへの支援はあまり見えてこない。 

 ・子育てサポート利用助成の継続 

・リフレッシュ保育の実施に当たり，保育士を確保するのが非常に大変である。保育士配置要件の緩和をお願いしたい。 

・放課後，児童・生徒が気軽に集まることができる（児童館のような）遊び場の提供 

・4人以上子どもがいる世帯を表彰し，その方たちに子育てしやすいまち龍ケ崎を PRしてもらう広告塔になってもらってはどうか。 

・子どもの虐待等に係るケースは年々増加傾向にあり，またケースの幅も広がってきている。龍ケ崎は子育て環境日本一掲げているので，家庭児

童相談員の増員や相談体制等の強化を図ってはどうか。 

・子どもは声を上げることができないため，声なき声にどのように対応できるのかが問題 

社会福祉 

●評価できること，満足していること，継続していきたいこと 等 

・ボランティア参加者数の増加やボランティアに対する満足度の高まり 

●評価できないこと，不足していること，変えていくべきこと 等 

【発達障がい】 

・発達障がいへの対応はしている方だが，０歳児から３歳児までの年齢層の対応が弱い。 
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・最近のいじめは，加害者・被害者ともに発達障がい等，障がいのある子が関連しているケースが見受けられる。 

・発達障がいには，療育機関が必要である。診断，投薬まではスムーズだが，投薬の後のフォロー，療育のところが弱い。一貫した支援体制が構築できないか。  

・城南中学校の中に，つぼみ園があるが，場所を他に変えることができないか。学校にもつぼみ園にも良くないと思われる。 

・発達障がいの児童について，つぼみ園と教育センターの連携を強化できないか。 

【貧困対策】 

 ・生活困窮者への支援について，市の対応が遅れている。 

・無料塾に 39名の子どもが通っていると聞いているが，行政として補助金を支出する等の支援はできないか。 

・経済困窮者でも生活保護を受給するにはハードル（通勤用車の所有）が高い。 

・経済困窮者が生活保護を受けることができないと，結果的に子ども達にそのしわ寄せがくる。 

・片親家庭（母親）の増加に伴い，経済困窮者も増加するため，行政として働く場の提供等の支援ができないか。 

【情報発信】 

・福祉サービスに関する PR不足 

・行政情報の積極的な発信が必要 

【その他】 

 ・福祉関係の制度は各種あるが，それらが十分に活用されていない。 

・民生委員活動において，担当範囲が広すぎる。また，関係機関や地域との連携，連絡，情報共有ができておらず，提供される情報量も少ない。  

・NPO法人への経済的な支援（補助金） 

●期待すること・要望・アイデア 等 

【貧困対策】 

・子どもの貧困が問題となってきている。親世代から子どもの世代へと負の悪循環，負の連鎖が続く傾向にあり，どこかで断ち切ることが肝要。

そのための一助として，地域の人材，おせっかいおじさんの活用等を試みてはどうか。 

・貧困を理由とした，いじめが起こらないようにすることが必要である。 

・子どもの貧困対策について，無料塾を龍ケ崎市で実施していることが新聞に載っていたが，詳細は不明なため，手伝いたい場合の連絡先もわからない。  

【福祉従事者】 

・福祉に携わる人の待遇は悪い。その分野に携わる人へのメンタルケアが必要 

・今後は，福祉に携わる人の育成や支援といった仕組みの構築が必要 

【その他】 

・福祉系全体をコーディネートする課を設置してはどうか。現在は，各課間での連携が図れておらず，課をたらい回しにされることもある。 



4 

 

・地域において，意見は言ってもらえるが，具体の行動には至らないのが現状。地域人材の発掘やボランティアセンターの活性化が重要である。  

・民生委員と各地区のコミセンセンター長との定期的な情報交換の場を設定してはどうか。 

・障がい者雇用及び障がい者の教育的アプローチの検討と実践 

 ・福祉全体のサービスは，低下させないで欲しい。 

高齢者福祉 

●評価できること，満足していること，継続していきたいこと 等 

・シルバーリハビリ体操を行う集会所の増加  ・ふるさと龍ケ崎戦略プランへの高齢者の居場所づくりの登載 

 ・元気アップ体操やシルバーリハビリ体操の普及  ・地域包括支援センターの運営 

 ・介護予防運動の取組み  ・独居高齢者への食事提供 

●評価できないこと，不足していること，変えていくべきこと 等 

 ・高齢者の居場所づくりの進捗の遅れ 

 ・これまでの要支援 1・2 が介護保険の対象から外れる等といった介護保険制度の大きな改正があったが，それに向けた市の取組みが遅いように感じる。  

・高齢者に冷たい行政であると感じることがある。 

・災害時における要援護者及びその支援者，ともに高齢者であるケースが見受けられる。 

●期待すること・要望・アイデア 等 

【居場所づくり・健康増進】 

・高齢者が日常的に集える居場所やこれから退職する方が活躍できる場が必要。 

・高齢者の居場所づくりも必要ではあるが，根本的に家に閉じこもっている人に対し，いかに外へ目を向けさせて，外へ出させるかも重要。ま

た，出たくても移動手段がなく，出るに出れない人もいるので，公共交通の充実等もやはり重要。 

・医療の進歩により，平均寿命が延びているが，これからはいかに健康寿命を延ばしていくかが重要。 

 ・元気サロン松葉館の充実と類似施設の設置（高齢者の居場所） 

 ・どらすてでの活動は，高齢者の居場所づくりの他，生きがいづくりにも貢献できると思うので，このような活動の創出を検討してほしい。 

【介護認定】 

・介護認定審査会には，地域の高齢者の実情を把握している民生委員も委員に加えた方が良いのではないか。 

・スピード感を持って介護認定を行い，必要な時に必要な支援が受けられるようにする必要がある。 

【介護サービス等】 

 ・介護サービスの仕組みを市民に分かりやすく説明する必要がある。 

 ・介護施設については，キャパシティはもちろん質の向上も大変重要である。 

・デイサービス 1回当たりの時間延長等，現行料金のままサービスの拡充を図って欲しい。 



5 

 

・介護保険制度の改正において，これまで以上に市民協働が重要となってくる。地域はみんなで支えていくといった市民協働の意識啓発をこれか

らも強化していく必要がある。 

学校教育 

●評価できること，満足していること，継続していきたいこと 等 

【学校施設】 

・耐震化 100％  ・普通教室へのエアコン設置 

【学習環境･内容】 

・学習充実支援事業や TTにおける教員の配置  ・たつのこサマースクールや学びの広場の開催 

【登下校】 

・地域の方の登下校の見守り  ・子どもの声による登下校の見守り放送 

【教育センター】 

・教育センターが機能しており，発達障がい児の対応に取り組んでいる。 

・龍ケ崎市には他市にはない教育センターがあり，こどものいじめの問題等について，教育センターと学校で連携して取り組んでいる。 

・発達障がい等の児童生徒に対して，支援員が配置されるため，安心できる。 

・教育センターをはじめとして，いじめ等について，相談できる場所が複数あることはよい。 

【独自の取組み】 

・魅力ある学校づくり推進事業による各校の特色を活かした授業 

・さわやか相談員，さわやかボランティアは，他市にはない市独自の取組みで，悩んでいる子どもの相談に親身に対応してくれ，その後の関係機

関との連携も図られている。 

・小学生が高齢者と触れ合う機会があるのは良い。しかし，年 1回くらいの交流ではなく，毎月，交流した方が良い。小学生と高齢者がふれあう

元気サロン松葉館をもっと PRすべき。 

・教育の日推進事業は，中学生間の交流等があって良い。  

●評価できないこと，不足していること，変えていくべきこと 等 

【学校施設】 

・龍ケ崎西小，松葉小，長山中の施設の老朽化が進んでおり，小規模改修では抜本的解決ができない。 

【学習環境・内容】 

・地域学習等の際の移動手段の確保（市のバスは予約できる日が少なく，民間のバスは値上げにより使いにくい。） 

・PCルームの PCは一昨年に新しくなったが，PCを立ち上げる時間が 20分もかかりスムーズに授業が開始できない。 

・PCセキュリティが他市より厳しいことによるメリットがある一方で，資料をダウンロードすることができない等のデメリットもある。 
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・子どもの人数が減っており，部活動が立ち行かない。 

・部活動の指導をする先生がいないため，廃部になることがある。 

・先生により体育の授業の質が変わるため，先生のスキルアップを！ 

・児童のプール学習の時期が早すぎたり，遅すぎたりしている。 

・教育委員会が後援名義を出した後援団体のイベントポスター等もよくチェックして欲しい。 

●期待すること・要望・アイデア 等 

【学校施設】 

・北文間小が統合した後，北文間小学校の有効活用ができないか。例えば，理科の教材等を保管管理し，必要な学校に届けたりすれば，各学校

で理科教材を購入しなくてもよいのではないか。また，退職教員を配置して，若手の教員に指導する等も併せて実施してみてはどうか。 

・空き教室を生涯学習センターにする等の検討をしてみてはどうか。 

・小学校と地域とで行う事業は，コミセンを会場にするではなく，小学校の空き教室の活用を考えるべき。学校と地域のつながりの中で，学校

セキュリティの問題がいつも話に出てくる。 

【学習環境・内容】 

・地域に根ざした教育を行ってみてはどうか。 

・魅力ある学校づくり推進事業は幅広い授業ができるため，今後も現状と同様の予算措置をしてほしい。 

・AETを各校に配置することはできないか。（現状は複数の AETが各校を持ち回りで実施） 

・児童２人で１台の PCを使っているが，1人 1台でお願いしたい。 

・子育て支援は，待機児童解消ではなく，中学生の学力対策の方が重要。 

・少人数指導では，学力が上がる面がある一方で，社会性が育まれない面もある。大人数で育った子どもの方が生きる力が強いと思う。 

・学力だけでなく，体力の向上も必要 

・茨城県で体力 No1を目指してほしい。 

・総合的な学習の一環として，児童がコミュニティセンターを訪問する等，子どものうちからコミュニティセンターに関わる取組みをしてはどうか。  

・選挙年齢の引き下げに伴い，中学生が市議会を傍聴する等の主権者教育を実施してみてはどうか。 

・牛久市の教育施策（学びあい，かっぱ塾等）を今後の参考にしてみてはどうか。 

【小中一貫教育】 

・小中一貫教育に期待を寄せているが，分離型の場合，移動手段の確保とその準備に伴う業務が煩雑化するだけで，成果が出にくいといったことがある。  

・大規模校を設置して，スクールバスを走らせることで，大人数での教育ができないか。また，小中一貫教育もやってみてはどうか。 

【学区】 
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・学区が入り組んでいるところがあるため，その見直しができないか。（愛宕中・城南中，愛宕中・中根台中，川原代小・馴柴小，北文間小・川原代小）  

・登下校時のボランティア活動をしてくれている方の保険加入を検討してほしい。 

【いじめ】 

・子ども達の間のいじめを保護者が引きずることがある。 

・学年 1クラスでは，いじめがあった場合，どうにもならない。子ども達の教育環境が良くないと感じる。 

【情報提供】 

・学校の情報をもっと出してほしい（学校は年に 4回学校だよりを発行しているが，「～しました」と過去の情報であるため，「～します」等，こ

れからの情報を出してほしい。）。学校行事を事前に発信することにより，学校と地域の連携が深まるのではないか。 

・就学援助の総数は公表されるが，学校ごとの数値を出すことができないか。それにより対応できることもある。 

【その他】 

・教育センターに相談窓口があることを知ってもらうため，まいりゅうのツイッターで情報発信してみては？  

・今後は障がいのある児童生徒の対応がより重要と考える。国においてもインクルーシング等が位置付けられる予定である。 

・先生がもっと子ども達に関わる時間を確保してほしい。 

・文化鑑賞会のようなものを各小学校でやっているが，これを文化会館等で集めて実施してはどうか。 

・郷土学習を行い，文化会館でその発表会をしてはどうか。 

・駅伝大会で車道を走ることができればよいと思う。（主要道路のため，警察の許可がおりにくい） 

こどもの健全育成 

●評価できること，満足していること，継続していきたいこと 等 

・龍ケ崎市の成人式は，分散型で実施しているのは良いと思う。これをもっと PRすべきである。 

・更生保護サポートセンターの開設 

●評価できないこと，不足していること，変えていくべきこと 等 

・市子連の球技大会が盛り上がらないので，子ども会の盛り上げが必要。学力ばかりに気が取られているのではないか。 

●期待すること・要望・アイデア 等 

・子育てふれあいセミナーは母親が中心だが，男性対象のものがあってもよいのでは。 

 ・子ども会を再編してみてはどうか。 

・放課後に学校のグラウンドで遊ぶこどもの姿がなく，学童保育ルームの中に子ども達がいるのを考えると，外で遊んでいる人を見る指導員を

つけることで，子ども達の体力向上等が図られるのではないか。 

スポーツ 
●評価できること，満足していること，継続していきたいこと 等 

・スポーツの実施率でみた場合，年齢層が高い人の実施割合が高いことは評価できるが，年齢層が低い人の実施割合は低い。 
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・市民が参加するスポーツ大会で一般向けや少年向けの種目があるのは評価できる。 

・総合運動公園等，スポーツ施設のインフラが充実している。 

●評価できないこと，不足していること，変えていくべきこと 等 

・市のスポーツ施策の方向性が見えにくい。総合型地域スポーツクラブの位置づけを明確にしてほしい。 

・市として，クラブ・ドラゴンズにどのようなことを望んでいるのか，こちらも提供できるものが変わる。 

・スポーツのイベントやスポーツ施設の利用の仕方等，スポーツに関する情報が必要な人に届いていないとの声を聞くことがある。情報発信の仕

方を工夫できないか。市の広報紙やホームページに載せているが，見ていない人が多い。佐貫駅等に掲示板を設置して，たくさんの人の目につ

くようにする等のアクションが必要ではないか。 

・たつのこスタジアムの水はけが悪いので，早めに直す等の対応をすべき。 

 ・中学校の駅伝大会もライオンズクラブからの賞品がなくなったら終了してしまうのではないか。公道の道路使用許可を取るのが難しいのはわか

るが，コースに違和感を感じる。 

●期待すること・要望・アイデア 等 

【トップアスリートの育成とスポーツ人口の増加】 

・トップアスリートの育成とスポーツ競技人口を増やすことの双方の取組みが必要だと思う。 

・子ども達がトップアスリートになるには，早い時点で良い指導者に会い，指導を受けることがポイント 

【たつのこアリーナ，スタジアム】 

・たつのこアリーナのプールは，学校のプールを使えなくなった小中学生が６月，７月に利用している。しかし，利用時期が集中するため，１

年間のカリキュラムの中で考えて利用できるようにすべき。室内プールであるため，夏のみの利用にしなくてもよいのではないか。 

・たつのこスタジアムは，土日には野球で使用するが，平日は利用する人がいないため，他の種目でも利用できるようにした方がよい。例え

ば，運動会で使用したり，芝生のところでディスクゴルフを実施したり等で活用できないか。 

・充実した運動施設があるのだから流経大サッカー部等と協力しながらアピールをした方が良い。 

【部活動等】 

・子ども達も少子化で減っており，部活動への参加なのか，クラブスポーツへの参加なのか，検討する必要がある。 

・中学校の部活動をドラゴンズでの活動に変えたりする等，一新すれば，スポーツしやすい環境が整備されるのではないか（中学校区での活動

ではなく，市全体の大きな視点で）。 

・今後，人口減少・少子化が進み，スポーツクラブ間で，子どもの取り合いにならないように，スポーツ関係者が集まる場がほしい。その中

で，野球をしている子どもが強肩で，野球よりやり投げや遠投等の競技が向いていると思えば，陸上部にシフトした後も継続的な指導・助言

ができると思われる。 
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【その他】 

・強化を重視するのか，それとも楽しみを重視するのか，どちらを優先するかによって指導方法が変わってくる。 

・年々ウォークラリーの参加者が減っている。内容も２種類あり，歩くことを目的にする人と散策を目的とする人，競技とニュースポーツに分

かれている。このため，すみわけが難しい。市が積極的に企画するとともに，役割分担が必要である。 

・事前キャンプ等の誘致活動を行うのであれば，市民公募・市民参加型の事業を展開してみては？ 

・牛久市がシティマラソンを実施しているため，龍ケ崎市でも市民マラソンを実施してみては？ 

・中学生が駅伝大会等を見て，将来的にその大会に出たいと思えるような仕組みをつくりたい。 

文化・芸術 

●評価できること，満足していること，継続していきたいこと 等 

【文化会館】 

・3.11の大震災でも大きな影響がない等，安心感のある施設であり，また，ステージは他市に比べると声が響きやすい為，歌いやすい。 

・他市の文化会館よりも使いやすく，演出等の点が優れている。 

・グランドピアノが新しく（スタインウェイ D274）なり，演奏者には大変好評である。  ・トイレの改修 

【その他】 

・文化芸術フェスティバルは，実行委員会を組織して実施しているため，一般市民も文化会館の舞台に立てるのがよい。 

・文化の発掘活動はよくできていると思う。 

●評価できないこと，不足していること，変えていくべきこと 等 

【施設の設備】 

・文化会館の音響装置は，デジタル機器でないため，プロが演奏するときには機器の持ち込みをしている。現在の機器を導入するとき，デジタル

機器の予算措置されなかったため，その時の影響が出ている。 

・文化会館には，来賓控室がない。 

・文化会館にエレベーターがあれば，足が不自由な人でも観覧することができると思う。 

【施設の管理運営】 

・文化会館の管理運営がマンネリ化している。 

・財団には専門的知識を持っている職員が少ない。音楽に関する相談をしても相談にならないこともあるので，研修等により専門職員の育成が必要である。  

【使用料等】 

・文化会館は使いやすい反面，使用料金が高い。 

・大ホールのピアノが有料なのは理解できるが，小ホールのピアノは古いため，無料でよいのではないか。 

・文化芸術フェスティバルのプログラムに広告を入れるため，スポンサーを集め，カラー・紙厚で作成しているが，以前のように白黒の簡素なも
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のでよい。これは，会員が広告集めをするのは大変苦労するのと，カラーで印刷すると原稿入稿までに演奏者が決まっていない等，時間的制約

がある。 

【その他】 

・文化芸術フェスティバルとコミセンまつりが，同日になっており，参加者が分散される。 

・龍ぼん祭を知らない市民がいるため，龍ケ崎市は PR が下手だと思う。その反面，牛久市は牛久沼でのイベントやかっぱまつり等，PR が上手だと思う。 

・第九の後継者がいないため，10年後には開催することができなくなると思う。 

・スタッフの年層が上がっているように，主演者自体も全体的に高齢化していきている。新たな主演者の掘り起こし等も重要。 

●期待すること・要望・アイデア 等  

・イベントの際には，文化会館（図書館も含む）の駐車場が足りなくなり，路上駐車が増える。新たな駐車場用地の確保をお願いしたい。 

・イベントの開催に合わせて，物産会等に協力いただき物産の販売を行っていきたい。 

・音楽協会が実施しているイベント（バンドやろうよ等）を小中学校に周知してほしい。 

・市の事業に音楽協会をもっと使ってほしい。 

地域コミュニティ 

市民協働 

●評価できること，満足していること，継続していきたいこと 等 

・コミュニティセンター等の公共施設がバランスよく配置されている。 

・市民活動センターは，来館者が倍増し，登録団体が 100を超えている。 

 ・中核的地域コミュニティの設立 

●評価できないこと，不足していること，変えていくべきこと 等 

【市との連携】 

・行政との連携を図りたいとは考えているが，その機会や場が少ない。意見交換や協力の場を増やしていきたい。 

・地域から市に相談する機会がなく，市の制度の情報が伝わらない。 

【学校との連携】 

・龍ケ崎市は地域コミュニティに力を入れているため，コミュニティ協議会の活動が活発だが，協議会の中では，いろいろな委員会が活動をして

いる。このため，全ての委員会の活動に学校として対応しきれない実情がある。 

・コミセンと小学校との距離感を感じる。PTAや子ども会についても同様。 

・学校の先生が子ども達と向き合う時間を確保するためにも，学校でできることと地域でできることの線引きが必要 

【その他】 

 ・協働事業提案の応募団体が少ない。 

 ・市民活動日本一を目指すなら，市民活動をしやすい環境を整えてほしい。 
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・各地域コミュニティやコミュニティセンター活動推進協議会が実施している文化活動に対する市の補助がない。 

・防犯連絡員協議会の活動は，まちづくりポイントシールの対象となっていない。 

●期待すること・要望・アイデア 等 

【市民活動】 

・行政として，ボランティアをいかに育てるかが重要。指導力をもっと発揮してほしい。 

・市民活動を行う人材をいかに確保するかが課題。市も市民活動に参加する人材を発掘する努力をしてほしい。 

・今後のまちづくりにおいては，若い人をいかに巻き込んでいくかが重要 

・会社をリタイアした男性が集まれる場所を作ったらどうか。地域や市民活動に入っていく最初のハードルを乗り越える仕掛けを作る。 

・課題をどのように解決するか，市民同士が議論し，知識を増やす機会や場を作るべき。市の課題に関して勉強会を開催してはどうか。 

・国の交付金は，個人での活用は難しいので，市では，活用するための支援体制の整備が必要である。 

・まちづくりの分野で活動する団体は，活動資金がない。財源を確保して計画を実行するのがポイント 

【地域活動】 

・行政が地域に期待する将来像を示してほしい。また，地域づくりのリーダーを育てていくことが重要。 

・様々な住民を地域の資源として考えることが必要（協力的な人もいる） 

・高齢者が生きがいを持って地域のために活動してもらうようにしていくことが必要 

・退職した男性の活用やコミュニティ間の連携も必要 

【コミュニティセンター施設及び事業等】 

・小中学校の統合により，１つの小学校に２つのコミュニティセンターが存在しているのが現状であり，今後もこのようなケースが増えるの

で，学校とコミュニティセンターとの棲み分けを整理して欲しい。 

・校長，教頭が代わってしまうと，コミセンとして，信頼関係の構築や協力して行っている活動を一からやり直さなくてはならないことが大

変。市内で統一的な「指針」があってもよいのではないか。 

・コミセンの使用に当たっては，今後，光熱水費等の受益者負担を求めるべき。 

・コミセンは毎年同じような講座を実施しているが，2～3 年で見直した方がよい。また，コミセンの講座は参加者が固定しており，新たな参加者を増やすべき。  

・子どもの夏休みの居場所づくりとして，「おとなと遊ぼうデー」をやっているが，夏休み中に２日間程度であり，さらに充実させたいと考えて

いるので，教育委員会にも支援してもらいたい。 

地域活性化 

魅力づくり 

●評価できること，満足していること，継続していきたいこと 等 

【コロッケ】 

・「どらすて」にまいんコロッケの活動拠点を置けたことには，大変満足している。 



12 

 

・「どらすて」がまいんコロッケの活動拠点になったことは，まちのにぎわいに繋がっている。周辺の商店の方々にも，まちに来る人が増えた

と喜んでもらえている。 

・高齢者の来店客が多く，「どらすて」が高齢者の交流の場にもなってきている。高齢者の外出のきっかけにもなっていると思うので，ランチの

日を増やす等の工夫を検討して，今後も高齢者のために役立っていきたい。 

【その他】 

・駅名改称には大きな期待を寄せている。 

・目標に掲げた「子育て環境日本一」は素晴らしい。若い世代を呼び込むことができれば自然と人も集まってくる。 

・商業祭りにはニュータウンから多くの人に来てもらっている。 

・プレミアム商品券を市民以外にも販売した。龍ケ崎市に来てもらうためには効果があったと考えている。 

●評価できないこと，不足していること，変えていくべきこと 等 

・これまでの「まいんコロッケ」の活動に対する市の評価が低すぎるように感じる。 

・龍ケ崎は何をするにしても，周知ＰＲができていない。 

●期待すること・要望・アイデア 等 

【まちの魅力づくり】 

・龍ケ崎は芸術・美術をまちづくりに活かしていない。小布施のように「和菓子+美術」を考えてみては。 

・スポーツ・健康・子育て等の連携によるまちづくりの観点から，佐貫駅周辺・新都市拠点等の形成等においても，発展に資する戦略的なまちづくりに期待する。  

・駅名変更のインパクトを有効に活用すべき。 

・大学のあるまちに通信インフラは必須である。Wi-Fiの充実により学生の満足度も上がる。 

・現在，佐貫駅ビルの蕎麦屋跡の店舗でのコロッケ販売（期間限定のスポット出店）を計画している。今後，市で検討していく佐貫駅周辺整備

事業の中で，販売所設置の検討をしてもらいたい。 

【牛久沼】 

・隣接市と連携して，牛久沼周辺に観光スポットをつくってほしい。 

・牛久沼をもっと活用すべき。手賀沼周辺のサイクリング・ウォーキングロードが参考になる。 

【道の駅】 

・道の駅はどこでも厳しい経営環境となっている。継続可能な施設となるようよく考えてほしい。 

・道の駅の建設を予定していると思うが，６国沿いに建設しては，中心市街地への流れがないので，新都市拠点開発エリアに建設してはどうか。  

・道の駅を設置するのであれば，生産者にも調査するべき。地産物だけで販売を行うのは無理である。 

【観光・イベント】 
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・観光資源が多数あっても活かせていない。周遊できない。場所が分からない。 

・埋もれた観光資源の発掘のためには，外部の視点が必要ではないか。 

・市内で同時期（同日）にイベントを開催し，シャトルバスで循環させることができれば，人の流れが生まれるのではないか。 

・龍ケ岡公園のステージは，あまり使われていないように感じる。せっかくある設備なので，これを活用したイベント等を積極的に開催していってはどうか。  

・佐貫駅前に市の情報掲示板を設置して，イベント等の情報の周知をしてみては。 

・大規模な国際大会が国内で予定されているので，市をあげてインバウンドの取り込みを検討してはどうか。 

定住促進 

●評価できないこと，不足していること，変えていくべきこと 等 

・大学卒業後の就職先が市内に無い（若しくは情報が無いことで候補にあがらない）ことで，若者が市内に戻れないのではないか。 

●期待すること・要望・アイデア 等 

・流経大生が市内で雇用されることは『人口増加』に重要だと考えている。 

・大学の卒業生に龍ケ崎に住み続けてもらうために，また，都内等に就職しても龍ケ崎市から通えるように，税制の優遇や家賃サポート等を検討してはどうか。  

・若者が住宅を選ぶときの視点で重要なのは子育て環境。環境整備と助成の充実が必要。 

・つくば市や守谷市等は TX効果で人が増えているが，住みやすさをどこに求めるかがポイントだと思う。子育て世代にするか，ある程度の年齢

層を対象とするか（教育を財産と考える人は気構えが違う）。 

・中学校の部活動等も盛り上がらないので，小中学校の統合はやむを得ないと思うが，市には，もっと人を呼び込むことに取り組んでもらいたい。  

・定住促進や佐貫駅周辺の拠点形成等においても，その目的や機能に応じて，戦略的に都市計画の柔軟な見直しに期待する。 

・ビジネスセンターを作って，起業家が住み着くような環境をつくってはどうか。 

産業・雇用 

●評価できること，満足していること，継続していきたいこと 等 

【農業】 

 ・加工米の助成は，比較的充実している。 

 ・龍ケ崎トマトはブランド化され，一定程度，軌道に乗っている。 

・農地集約化の推進 

【その他】 

 ・出張商店街は一つの成功例であるので，継続していきたい。 

 ・産業を活性化させるためには，市内で活躍している人材をピックアップしていく必要がある。 

●評価できないこと，不足していること，変えていくべきこと 等 

【農業】 

 ・トマト生産者が育っていない。 
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・農業の後継者問題，新規就農者が伸びていない。 

・米だけではインパクトがない。 

●期待すること・要望・アイデア 等 

【農業（新規就農促進等）】 

・農業の後継者の育成のため，儲かる農家を教育できるような施設をつくってほしい。 

・新規就農者が 50 歳前後の場合，年齢制限により，補助金の対象とならない。また，初期投資は，補助対象とならず自己資金で賄うのが現状で

あるので，助成制度が必要ではないか。 

・新規就農者を増やすため，国や県が実施する補助制度等の情報を積極的に提供してほしい。 

・農業ヘルパー制度は，市外在住者が市内の農地を耕作している場合には活用できない。耕作放棄地等の解消にも寄与する制度であるので，連

携を視野に拡充を検討してほしい。 

【農業（ブランド力向上，販路拡大）】 

・米・トマト等のブランド力の向上 

・東京 50キロ圏内を活かした農産物の流通が必要である。 

・直売所は，牛久，利根にはあるので，龍ケ崎においても必要と考えている。 

【農業（助成）】 

・肥料やマルチ，ハウス用ビニール等農業用資材に対する助成が必要と考えている。 

 ・運搬用フレコンバックを新規購入する際に，助成できないか。新規で購入するのは新規就農者が多い。  

【商工業】 

・空き店舗を活用するのであれば，店舗使用料の助成等，借り手側のメリットを出すことが必要である。それにより，外部から店舗を呼び込む

ことができるのではないか。 

 ・市内に良いもの（産品）はたくさんあるが，知られていない。PRを強化する必要がある。 

・企業の経営充実が市の発展に繋がると思う。 

 ・行政との連携を図りたいとは考えているが，その機会や場が少ない。意見交換や協力の場を増やしてほしい。 

【雇用】 

・若い人が今後も住んでいられる環境づくりを。そのためには，働く場所の確保が必要である。 

・働く場所の確保が喫緊の課題。今は土地も安いし企業も投資しやすい。1,000坪位の小規模な工場の誘致を進めてはどうか。このご時勢，農地

に企業誘致することも必要ではと思う。 

・市の協力のもと，遊休農地を活用して，園芸等を活性化させ，道の駅等で販売できないか。雇用の創出にもつながると考えている。 
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防犯・防災 

●評価できること，満足していること，継続していきたいこと 等 

・防犯カメラの設置，防犯灯の LED化の実現 

●評価できないこと，不足していること，変えていくべきこと 等 

・市民による防犯活動に対する市費支援が無い 

●期待すること・要望・アイデア 等 

【防犯】 

・防犯カメラの増設 

・防犯活動に対する市の技術的指導と装備品等の支援 

・青パト数の増加 

・現在，青パトは 19時までしかやっていない。もう少し遅くまでやるべきではないか。 

・夜間等は工業団地内がとにかく暗い。街灯（防犯灯）設置を検討してほしい。 

 ・防犯連絡員と地域コミュニティ協議会との連携がうまくいっていない地域がある。地域コミュニティ協議会の中に入っていくことが重要 

【防災】 

・地域ごとに機能する防災計画を作るべき。雨水計画をしっかり行い，防災に強いまちづくりをお願いしたい。 

・防災に関しては，専門的な知識や経験が必要。行政と地域の関係をよく考えた方がよい。 

 ・地域の防災に関し，防災大学で学んだ人に協力してもらってはどうか。 

土地利用 

●期待すること・要望・アイデア 等 

【コンパクトシティ化】 

・市全体に投資するのは非効率。コンパクト化し，集中させることも考えるべき。 

・コンパクトシティや集約型都市構造への転換の動きが全国的にも広がっている中で，拠点整備による機能の集約化や複合化により市政の効率

的な運営に期待する。 

・人口が減少していく中でのまちづくりも必要だと思う。 

【市街化調整区域の土地利用】 

・コンパクトなまちづくりも大事だが，衰退していく既存集落を今後どう考えるか。場合によっては，調整区域の地区計画や区域指定も行うべきではないか。  

・区域指定について，水戸市や神栖市等で導入しているところは成果をあげている。これらは導入するタイミングが良かった。龍ケ崎市でも状

況を見ながら導入を検討すべき。 

・市街化調整区域における農業用施設の転用，建築物の用途変更を緩和できないか。例えば物流倉庫に転用できれば利用価値が上がる。 

【その他】 
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・４極の都市構造を考えると佐貫駅周辺に駐車場が必要なのは確か。将来的には佐貫市街地と北竜台市街地の一体化も考えていくべき。 

・太陽光発電の設置について，所有者からすれば，荒らしておくよりは少しでも利益になった方が良いと思う。 

・農地への太陽光発電施設の設置が増加しているが，農地を遊ばせておくよりは有効な手段であると思う。 

市街地 

●評価できること，満足していること，継続していきたいこと 等 

・ニュータウンはインフラやスポーツ施設が整備され住みやすい。 

・国全体として大型店の影響で商店街は衰退する中，商店街の中で頑張っている店もある。 

・龍ヶ岡市街地では「たつのこ」というキーワードで，行政施設だけでなく，民間施設等においても幅広く使用され，地域の認知度を高めてい

る。また，用途地域等，都市計画の変更等を積極的に行い，企業誘致にも寄与している。 

・白羽地区の古民家や新世紀邑等は景観にも優れた良い地域だと思う。 

●評価できないこと，不足していること，変えていくべきこと 等 

【龍ケ崎市街地】 

・住んでいる人でさえ買い物ができる環境がない。近隣商業地域となっているがその意味がない。市街地の再生について都市計画の中で対応す

べき。ニュータウンは市が手を入れなくてもやっていけるが商店街は違う。 

・空き家候補地が多数ある。空き家対策とあわせて市が考える将来イメージを示していくべき。 

・商店街の再生，買い物難民への対応に力を入れていくべき。 

・「どらすて」の駐車場が狭く，一般客が利用できない。 

・新都市拠点開発エリアについて，最初にリブラ，次にイトーヨーカドーができ，衰退していくと，また，あらたな拠点ができるという流れに少し疑問を感じる。  

【その他】 

・佐貫駅前が閑散としていて商売できる環境にない。 

・台の下開発は時期が遅い。区画整理と同時期に行うべきであった。 

・工業団地内は，ほぼ空きなく企業が立地しているので，拡張が難しい。 

●期待すること・要望・アイデア 等 

【龍ケ崎市街地】 

・旧市街は投資済の大きな財産である。駅北も台の下も反対はしないが，そこよりも旧市街の再生が先ではないか。行政主体で考え，そこに業

界が協力するというかたちで進められれば良い。 

・旧市街地には国の機関もあり，もっと店ができれば人も入るし集まる。市でわかりやすいビジョンを見せてくれれば業界でも十分協力でき

る。これから旧市街をどうしていくのか一緒に考えていきたい。 

・空き店舗対策として，空き店舗を学生等に貸して，若者が集うエリアとして再利用できないだろうか。 
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・にぎわいの復活に向けて，赤レンガ，八坂神社周辺，市有地の活用を検討すべき。商工分野の補助等を活用してどうにかならないか。 

・米町から下町のカラー舗装が傷んでいる。直してほしい。 

【市街地景観】 

・商店街にある旧跡（旧小野瀬邸等）や風景等を活用したストーリー付け等により，来訪者を増やすことができれば，商店街に人を呼び込み活

性化できるのではないか。 

・蔵についてはまちの景観形成の観点から市にも活用するための協力を求めていきたい。区画整理等を行う際に，昔からの道や歴史ある建物を

残してほしい。 

・人口の誘導には住みやすくきれいな街をつくり維持していくことも大事。ニュータウン地区にあるような街並みや景観は参考になる。 

【自然景観】 

・牛久沼の６国沿線は建物の規制等をして景観を守ってもらいたい。 

住宅・住宅地 

●評価できないこと，不足していること，変えていくべきこと 等 

・耐震診断件数が年々減ってきている。費用的な面が一番大きい。 

●期待すること・要望・アイデア 等 

【空き家対策】 

・空き家が増えていくので，空き家の管理を良くしてもらいたい。 

・利根町の空き家バンクは，役所が窓口になることで利用者に安心感が生まれ，利用者・業界，双方にメリットがある。これまでトラブルもなく

物件の処理が進んでいる。このようなスタイルが，空き家対策，空き家取引のメインのかたちになっていくのでは。 

・市内には，それなりに働くところもあり，都内にも近いので，商店街の実家やその周辺に帰ってきたい方もいる。増加している空き家を活用し，

若者の定住を促進するため，リフォームに対する助成ができないか。 

・シルバーは，高齢者の健康づくりという観点において大きな役割を担っている他，介護予防事業や空き家対策事業等の分野へ参入していきた

いので，ぜひシルバーを活用してほしい。 

【その他】 

・3世代同居に向けた取組みを進めてはどうか。 

・外国人への対応が課題であり，増改築する際には，まずは建築士会へ相談するような流れができるよう，建築士会のアピールが必要である。 

道路・交通 

●評価できること，満足していること，継続していきたいこと 等 

・佐貫停車場線ができて非常に便利になった。 

・骨格的な道路インフラがしっかりしており，他市町村へのアクセスが良い。 

●評価できないこと，不足していること，変えていくべきこと 等 
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・佐貫駅東口ロータリーは歩行者にとっては使いにくい部分がある。また，一時駐車場への誘導についても工夫が必要。 

・工業団地へのアクセスを検討してほしい。通勤時の混雑解消等 

・総合運動公園でのイベント等の開催時，アクセスの面で不便を感じる。 

・コミュニティバスの使い勝手が悪い。 

●期待すること・要望・アイデア 等 

【道路交通】 

・広域的な道路については土浦竜ケ崎線に頼る部分が多いと思うが，６号バイパスの整備が進めば，つくば方面への移動がスムーズになる。 

・都市計画道路は，人の流れを加味して計画してほしい。龍ケ崎市街地への流れがほしい。 

・道路計画を検討するうえでは交通量調査が重要となる。 

・自転車の需要増が見込まれる。自転車が安全に行き来できるような道路計画を考えてほしい。 

【公共交通（鉄道）】 

・ＪＲのダイヤについて，もっと使いやすくなるよう要望してほしい。本数についてはやむを得ない部分があるが，運行間隔を均等にする等使

いやすいものになるとよい。 

・関東鉄道竜ヶ崎線を活用した来訪者（鉄道マニア）の誘客はできないか。 

【公共交通（バス）】 

・都心からの距離的には良い地域なのだから，交通インフラが街の発展には重要。バスの充実は，通勤者にも高齢者にも居住地の魅力である。 

・コミュバスのルートや便数の増を希望 

・コミュバスを活用した観光周遊コース等どうか。官公庁等を周遊するシャトルバスも良い。 

・もっとニュータウン居住者を商店街に呼び込み，交流を図るためにもバス等の充実を図ってほしい。 

龍・流連携等 

●評価できること，満足していること，継続していきたいこと 等 

【小中学校へのボランティア学生派遣】 

・教職員を目指す学生にとって良い経験にもなるため，今後も実施してほしい。 

・学生の小中学校への移動手段にタクシーが利用できることは評価できる。交通手段が確保できれば学生が参加しやすくなる。 

・学生が小学校の教育支援に行ったときに給食を出してくれるのはありがたい。 

・龍・流連携は，他市より赴任した先生たちから，良い取り組みとして高い評価を得ている。 

【連携事業】 

・大学の介入研究の 1つとして，コミュニティセンター単位ごとにウォーキング講座を龍・流連携事業で実施しているが，市・大学・参加者に

とってメリットある事業となっている。 
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・参加者からのアンケート結果では好意的な意見が多かった。 

・大学と市役所の連絡調整を行う窓口は，今後も一本化していた方がよい。 

【その他の連携】 

・龍ケ崎市の小学校は，地域との連携，情報共有が図られているのは良いと思う。 

・幼稚園・保育園と小学校の連携はできていると思う。 

●評価できないこと，不足していること，変えていくべきこと 等 

【小中学校へのボランティア学生派遣】 

・学生はボランティアで各学校の教育支援を行うのであって，テストの丸付け等をさせることは，趣旨が異なる。 

・水泳学習の際，流通経済大学の学生がプールに入って指導をしている中，学校の先生はプールに入らない。 

【その他】 

・大学と市の「ちぐはぐ感」を感じる。これは，次年度の事業を協議したり，協議結果に基づき予算化をしたり，予算化の後は年間スケジュール

について共有する等の場がないので，今後，このような場を設置することができないか。 

・スポーツに関する講座等は充実しているが，文化に関する講座等は少ない。 

●期待すること・要望・アイデア 等 

【新たな連携・取組み】 

・龍ケ崎市には，幼・保・小・中・高・大の全てがあり，小中と大学との連携はしているが，高校との連携にも期待したい。 

・流経大以外の大学とも連携事業を実施してみるのもよいと思う。専修大学等では地域に出て市民の生涯学習の講座等を開催している。 

・スポーツと健康をセットで考えることは定着してきているが，スポーツと商工会の連携を考えてもよいのではないか。牛久市のシティマラソ

ンでは，露店がたくさん並び，スポーツを通じた活性化の取組みも行われている。 

・小中学校の連携はできていると思うが，幼稚園や保育園から小学校に進学する際の，幼小連携の充実が必要ではないか。 

・これまでは，学生は小学校の教育支援しかできなかったため，今後は中学校の教育支援ができればと考える。 

【大学資源の活用】 

・流通経済大学の持つソフトとハードを活用して，スポーツ指導者を増やしていくべき。 

・流通経済大学のプールを活用させてもらえないか。この場合，指導者も流経大の学生が指導すれば，移動する必要がないのでは。 

【その他】 

・流通経済大学生や高校生に学校行事等のボランティア（例えば，行事とテストの丸付け等）をお願いできないか。 

その他 
●評価できること，満足していること，継続していきたいこと 等 

・ごみの収集の仕組みが便利にできている。週３回の燃やすごみ回収は他自治体ではあまりやってない。 
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●評価できないこと，不足していること，変えていくべきこと 等 

 ・市の部署間で連携がとれていないと感じられることがある。 

・龍ケ崎市の公共施設の利用料金は，「公の施設相互利用に関する協定書」により，市内・市外に限らず同じ料金で利用することができるが，市民

は安価で使えるようにしてほしい。 

・「社会を明るくする運動」の実施に当たり，道路使用許可を取ることがあるが，こちらは協力している側なのに，警察に使用料を徴収されるの

はおかしいのではないか。 

・出前講座をどんどんやって欲しい。 

●期待すること・要望・アイデア 等 

【庁内の連携】 

・市役所内における横の連携の強化（市民協働課・社会福祉課・高齢福祉課） 

【団体ヒアリング】 

・このようなヒアリングはとても良い。ただし，予算編成前の 10月とか，11月に実施すべき。また，計画を作る時だけでなく，毎年実施するこ

とが望ましい。 

・スポーツ少年団にもヒアリングを実施した方がよい。もっと他の団体からの意見を聞くべきである。 

【その他】 

・中型バスの更新 

※ この資料は，ヒアリング出席者の発言を要約して取りまとめたものです。 


