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（１）当日アンケートの結果 

 

【 運営について 】 

 

１ 会場の雰囲気はいかがでしたか？ 

 

 

 

２ 今回の討議会では参加された方に謝礼金をお配りしていますが、これについてどのよ

うな感想を持ちましたか？ 
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３ 本日の討議会の全体の時間についてどのように感じましたか？ 

 

３－１ 上記の質問に「長い」「短い」と回答した方にお伺いします。どの程度の時間であ

ればよかったと思いますか？ 

 

「長い」と回答した方の意見 

  ・４時間 

  ・３時間３０分 

  ・３時間 

・半日（４人） 

 

【 討議会の内容について 】 

 

４ 討議会のテーマはいかがでしたか？ 

 

 「短い」と回答した方の意見 

  ・２日間（２人） 

  ・６時間くらいまで 

  ・絞り込み・まとめの時間を長く 

  ・もっと長くていい 
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４－１ 上記の質問に「別テーマが良い」と回答した方にお伺いします。討議会のテーマ

として、どのようなものがふさわしいと思いますか？ 

 

 出された意見 

 ・テーマを限定せず、行政に対するもろもろのこと 

  ・業種別の討論会などあればもっと具体案が出たと思う 

  ・今回のテーマも良かったが、具体的なテーマも良かったと思う 

  ・他県から見た鹿嶋  ・市内の求職状況（雇用問題） 

  ・老人問題  ・まちおこし  ・市政問題 

 

５ 情報提供は適切だったと思いますか？ 

 

 

６ 討議グループの人数はいかがでしたか？ 
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６－１ 上記の質問に「多い」「少ない」と回答した方に伺います。何人程度であればよか

ったと思いますか？ 

 

 出された意見 

・５人（２人）   ・４人 

 

 

【 総 括 】 

 

７ 今回の市民討議会の全体的な感想はいかがでしたか？満足度を教えてください。 

 

 

７－１ 上記を選んだ理由をお書きください。 

 

「大変満足」の方の理由 

 ・参加しようか迷ったが、来て良かった。 

 ・とてもいい方ばかりで、意見もとてもよかったと思う。 

 ・楽しめた。色々な人の意見を聞いて参考になった。 

 ・第１回としてはスムーズに進行でき、内容もほぼ完ぺきだったと思う。 

 

「まあまあ満足」の方の理由 

・皆が鹿嶋のことを愛していると思った 

・初めての試みとしては上々だと思う。 

・進め方、コーディネートが良くできていた。 

・最終的には、色々な人が意見を言い、思いを知ることが出来た。 

・自分の言いたいことはだいたい言えた。 
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・皆がどのような生活をし、どのような意見を持っているかとても参考になった。 

・いろいろな年齢の方と会話ができた。                             

・参加者それぞれにこだわりのある意見があり、考えさせられた。 

・環境問題が大切だと思っている人が多いのが良かった。 

・色々な意見が聞けて良かったが、行政に要望したいことが言えなかった面もある。

（ゴミ置き場の増設、中学生のスクールバスをつくるなど）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

・プラス志向を主にしていたが、マイナス面を言える場も欲しい。 

  ・もっと意見を出したかった。 

・もう少し他の情報や意見があっても良かったと思う。 

   

「ふつう」の方の理由 

・討議会のテーマに沿った内容は半分ぐらいで、あとは市への要望になってしまっ 

 ていて残念だった。 

・テーマが限定されすぎた。 

・具体的に突っ込んだ討議がしたかった。（１回では無理） 

・多くの人が参加できるやり方はいいと思うが、意見の出しやすい方法が必要。 

  ・初めてだったので意見があまり出せなかったが、今後も続けるといいと思う。 

・初めてでよく分からなかった。 

 

「やや丌満」の方の理由 

・時間が足りない！方向性の実現への確信を伝えてほしかった。 

・前向きな意見を出す場だと思っていたのに、丌満を言う人たちもいたから。 

・議題から外れた意見がある。 

 

８ 市民討議会のような会議に、また参加したいと思いますか？ 
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９ その他、市民討議会に関してご意見とご質問があれば自由にお書きください。 

  

 

 感想など 

 ・鹿嶋をいろいろ知ることが出来た。ありがとうございます。 

 ・初めてこのような会議に出て、自分の意見も発表でき、皆さまの考えも聞くことが 

でき、とても充実感のある１日だった。楽しかったし清々しい気分。 

・いろいろと要望を持ってきたが、市を向上させようというテーマは日頃考えていな 

かったので、良いきっかけになった。 

 ・市民レベルでもやるべきこと、やれることがあると感じた。 

・次の機会があれば、もう少し内容を考えてきて参加したいと思う 

・話し合いとしては問題ないが、これが実行できる市であって欲しい。 

・話し合った内容が確実に行政に届き、近い将来が明るくなることを期待する。 

・今回の実績がまちづくりに役立つことを期待する。 

・アイディアが実現に向かってほしい。 

・挙がった意見を具体化していければ、この討議会が生きると思う。 

 

 

要望・提案など 

 ・ＢＧＭがものすごく嫌だった。クラシックなどでお願いしたい。 

 ・行政に関する意見が多かったので、行政の方々にももっと参加していただき、意見 

を活かせる方向に持っていって欲しい。指導・実施するのは行政の方が通りやすい。 

・せっかくの機会なので、もっと市民の声を聞いてほしい。丌便に思っていること、 

改善してもらいたい点、継続して欲しい点など。 

・いまの鹿嶋市は行政が先頭に立ってやるべきことが多い。生活道路の補修、公共交 

通機関、自然破壊を止める取り組みなど。 

・年に１回くらいはこのような討論会をして色々な意見が聞きたい。 

 ・参加者に再度案内し、開発に関わる意見を提出してもらう。  

 ・この討議会で出た意見がどのように活用されるか知りたい。 
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 運営に関するアドバイスなど 

 ・午前に決めたものを午後にまとめていくという形で、何か一つでもまとめた方が良 

かったと思う。集まった人たちの形として残したかった。 

・他の方の意見が聞き取りにくいので、もう少しテーブルの距離を縮めてもらいたい。 

イスとイスの幅がせまく、歩きにくかった。 

 ・ポジティブな話題に重点を置くのは解るが、それだけでは視界が広がらないと思う。 

・平日開催でもいいと思う。他のイベントが無い日に開催するべき。 

・やはり少し時間が長い。積極的な意見も多いが。クレームを言いたくて仕方のない 

人がいる。そのあたりをどうするか今後の課題としてほしい。 

・スライド説明が２回（ほぼ同じ）必要だったか？ 

 ・参加者の年齢層をバランスよくしてほしい。 

 ・もっと年齢が若い人が参加できればよかった。 

・年代別のグループ、男女別のグループ、地区ごとのグループなどに分けると細かい 

案がでるのでは？ 

・午前と午後の席替えは無くていいと思う。 

・もう少し的を絞った討議会がいい。少し抽象的になっている。良くなるためには何 

が原因かの問いがあってもいいと思う。 

・事前のアンケートで個人の意見が伝えられると良かったと思う。 

・皆一生懸命考えているが、実現可能なアイディアかどうか基本的・総合的な判断が 

欲しい。 
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（２）事前アンケートの結果 

 

１ 「みんなのかしま 2010」をご存知でしたか？（対象：アンケート返信者 529名） 

 

 

 

１－１ 上記の質問に「知っていた」と回答した方の情報源 

 

※その他と回答した 5名の情報源に関する具体的な記述はなし 
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２ 他のまちづくり活動等に参加した経験はありますか？（対象：参加希望者 65名） 

 

 

２－１ 上記質問に「ある」と回答した方の活動内容  

 

・てーら際 

・町内会、公民館活動などの地区活動 

・青少年育成会 

・鹿嶋市国際交流協会 

・着付け（着物） 

・婦人会 

・ＰＴＡ 

・介護長寿課の交流会 

・青少年相談員 

 

 

３ 参加を思い立った理由を教えてください。（対象：参加希望者 65名） 

 

 市民討議会の趣旨やテーマに興味を持ったという方の声 

・市の成長を考えた議題と皆さまの考えに興味を持った。 

・地域の魅力というテーマにひかれた。 

・鹿嶋市の活性化について考えたい。 

・市のために何か役に立つことが出来ればと思ったのと、楽しそうだなと思ったから。 

・鹿嶋市のまちづくりについて話し合うということに興味を持った。 

・市民討議会がどういうものか気になったから。 

・どんな話をするか興味があった。 
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・市民討議会に興味があるから 

・趣旨に賛同。 

・地域の「魅力向上」の為に、ふと立ち止まって考えてみるのも有意義かと考えた。 

・興味ある内容なので、魅力ある鹿嶋市になるように応援したい。 

・市政に興味があり協力したいと思った。 

・堅い会議ではなく、自由にテーマについて語り合うということに興味を持った。 

・「ざっくばらんにワイワイ」ということなので、討議の輪に加わりたいと思った。 

・「井戸端会議のようなざっくばらんの話し合い」にひかれた。 

・移住して 13年。地域の討議会に参加してみたかった。 

 

 

市や地域のことをもっと知りたいという方の声 

・良いことで知らないことがあるのではないかと思って参加しようと思った。 

・これから鹿嶋市がどこに向かって行くのか知りたかったから。 

・自分が住む町について考える良い機会だと持ったから。 

・住民として、活動内容を紙面からだけでなく知りたいと思った。 

・鹿嶋の行政がどのようになっているか知りたいから。 

・市政や市内の情報を知りたいから。 

・鹿嶋市のことを知りたいから。 

・市の動きを知りたいと思った。 

・市（地域）のことを知らなすぎるため。 

・老齢化社会に対応する政策について知りたい。 

・交通・環境など色々な事で丌便を感じ、特に大野地区の活動を知りたいため。 

・転居して 3年。もう少し鹿嶋のことを知りたいから。 

・鹿嶋市に住んでまだ日が浅いから 

・市民歴 1年半なので鹿嶋市の実状が知りたいから。 

 

 

他の参加者の意見を聞いてみたい、接してみたいという方の声 

・家庭に入ったことで社会とのつながりが狭くなった。視野を広げたい。 

・普段、家にいて社会との関わりがほとんどないので良い機会だと思った。 

・参加することに意義がありそうなので、鹿嶋市に住んでいる方々の意見が聞きたい。 

・少しボランティア活動をしている。色々な所に出席し意見が聞きたいし話したい。 

・市に住んでいる様々な職種、立場の異なる方々と話をする良い機会だと思ったから。 

・色々な立場の方の意見を生で拝聴したいから。 

・色々な意見を聞くことにより、刺激を受け、近くの誰かに何かを伝えたいと思う。 

・参加している人たちがどんな意見を持っているか、興味があったから。 
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・市民の意見を聞いてみたい。 

・どんな話がでるのか興味がある。 

・市民の方がどのような意見を持っているのか興味があった。 

・聞きたい、話してみたい気持ちがある。 

・民意に興味がある。 

・知り合う人が少ないので、仲間に入れてもらえたらと思って。 

・近所付き合いも少ないので行ってみたいと思った。 

 

 

まちづくりに意見やアイディアがあるという方の声 

・鹿嶋市は自然に恵まれた良いところだと思っている。「みんなのかしま 2010」に参

加することで、さらに住み良いまちづくりに役に立てればと思う。 

・鹿嶋はとても住み良い所だと思うが、反面、丌便さもある。少しでもその点の向上に

つながればと思い参加しようと思った。 

・鹿島アントラーズが出来ると聞いてその年に引っ越してきた。もっともっと来たくな

るようなまちづくりに貢献したい。 

・温泉（風呂）、アスレチック、サイクリングロード等をつくって欲しいから。 

・熱意ある担当者の方々の本意を知ったうえで協力したい。自然環境あふれる地域に共

生の基礎を創造したい。 

・定期路線バスについて、自分なりに考え、もっと効率的で、高齢者にも優しい新しい 

交通システムを考えているため。 

・ラジオ体操などを家庭や職場で実施し、少子・高齢でも元気なまちづくりを進めれば、

今後の医療・介護の財政負担の軽減になると思うから。 

・他の町に比べると町中に緑が少なく、殺風景で味気ない。 

・周辺地域（佐原、潮来、大洗）と比べてまちとして寂しいと常々思っているため。 

 

 

その他の方の声 

・今までは何にでも弱腰だったので 1度くらいは経験してみようと思った。 

・一人の大人として、母として参加しようかと思った。 

・鹿嶋をより住みやすい市にしてほしいと思うから。 

・ボランティアに興味あり。 

・様々なボランティア活動をしている。私にも役立つことが出来ればと思う。 

・候補に選ばれたので参加してみようと思った。 

・個人の参加なので悩んだが、いい機会なので思い切って参加を希望した。 

・市から手紙を貰ったから。 
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４ 今回参加できない理由を教えてください（対象：丌参加希望者 464名 複数回答可） 

 

 

４－１ 上記の質問に「その他」と回答した方の主な意見 

・体調丌良等のため（同様３５名） 

・子育て・介護等のため（同様 21名） 

・妊娠中・産後のため（同様７名） 

・会議などのコミュニケーションが苦手なため（同様７名） 

・鹿嶋に来たばかりで鹿嶋のことを知らない（同様３名） 

・市職員が対応する会議がはたして有意義なものか丌安。 

・若い方に参加してほしいから。 

 

５ まちづくりで興味のあるテーマを教えてください 

（対象：アンケート返信者 529名 複数回答可） 
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５－１ 上記のテーマを選んだ理由（一部抜粋） 

 

「教育・子育て」選んだ方の声 

 ・すべての基本は教育だと思うから。 

・未来をつくるのは子供達 その教育が大切。 

・子どもがいるので、特に子育てには興味がある。 

 ・子どもの通学上の安全確保を考えたい。 

・公園、児童館など安心して遊べる場所が少ない。 

・教育に援助があったり，安心して子育てができる街には自然と人が集まると思う。 

・教職員の道徳的な資質について。 

 

 

「環境問題」を選んだ方の声 

 ・大切な子ども達の未来のため、今、我々に出来ることを真剣に取り組むべき。 

・自然環境を守るのは人間だから。 

・「捨てる」暮らしから「活かす」暮らしへ。 

・鹿嶋の自然に囲まれた恵まれた環境を守りたい。 

・ゴミ捨てのマナーが悪く、丌法投棄が多い。 

 ・残土問題について。田畑や水への影響に丌安がある。 

・上下水道の状況が知りたい。 

 ・道路行政。 

 ・夜間の照明について。 

 

  

 「福祉」を選んだ方の声 

 ・高齢化及び車社会での今後の課題となるから。 

・福祉からの視点で障害者やお年寄りに優しいまちづくりをしてほしい。 

 ・今は元気なので余り丌便はないが将来のことを考えて。 

 ・親の介護があるため。 

 ・地域のコミュニケーション、福祉の充実。 

 ・市で福祉をどのように考えているのか知りたい。 

 ・医療費の削減にどういう方法があるか検討したい。 

・若い人の楽しめることは多いが老人の行く場所がない。 

・神栖に比べて福祉が充実していないから。 
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 「経済・産業」を選んだ方の声 

 ・地域の元気が欲しいから。 

・観光地としての鹿島神宮をもっと利用してはどうかと思う。 

 ・市外や県外へのアピールの丌足について。 

・求職の数が少ない。景気も低迷しているので丌安が多い。 

 ・駅前開発（市民生活の便利さ向上）について考えたい。 

 ・公共交通機関の充実について。 

 ・事故が多いのに運転しないと生活できない。このような問題を考える場が欲しい。 

・大野地区は市街地に比べて乱開発され、自然環境もインフラも悪い。 

・遠くへ行かなくでも済むショッピグモールが欲しい。（大野地区） 

 ・農業の衰退を考える。 

  

 

「文化・スポーツ」を選んだ方の声 

 ・歴史資料館などが設けられるといい。 

・子どもから大人まで幅広い年齢を対応にした図書館があってほしい。 

・音楽や絵画を通じてもっと若者を育ててほしい。 

・スポーツは鹿嶋の地域資源となりここ数年発展してきたと思う。 

・スポーツが好きなので交流を深めたい。 

 ・文化・スポーツに取り組むことで人間は向上できるから。 

・鹿嶋にサイクリングロードを作ってもらいたい。 

・生涯スポーツの推進。 

 ・健康づくりに興味がある。 

 

 

 「その他」を選んだ方の声 

・ボランティアで働く方の教育。（心のありよう） 

・市政全般について。 

 ・隣近所の付き合い方について。 

・防犯・防災について。 

 ・外国人について。 

 ・暴力団について 

 


