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Ⅰ 調査の概要 
 

1 調査の目的 

医療・福祉，教育，社会環境や産業・交通基盤等の分野に関する県民の意識や意向，県政に対する

要望や評価等をアンケート調査により把握し，新しい県総合計画の策定に反映することを本調査の目

的とする。 

 

2 調査の対象，内容，方法 

県内在住の一般県民（一般調査）及び県内在住の地域代表者（特別調査）に対し郵送によるアンケ

ートを実施するとともに，広く県民向けにインターネットによる調査（インターネット調査）を実施

した。 
 

項目 一般調査 特別調査 インターネット調査 

調査趣旨 広く県民を対象に行い，

県民各個人の意識の傾向

を把握する。 

地域代表者を対象に行い，

一般調査の補足資料とする

とともに各個人の範囲を超

えた地域などの広い視点か

らの意向を把握する。 

郵送調査の対象になってい

ない 10 代などから広く県

民の意向を把握する。 

調査対象 県内在住の満 20 歳以上

の男女 

地域代表者 県内在住の県民 

調査対象数 4,800 人 200 人 1,274 人（回答者数） 

抽出方法 市町村の住民台帳から成

年住民を無作為抽出法 

※各市町村の調査対象者

数は成年人口数の比例配

分により決定 

市町村からの推薦 県広報誌等により周知する

とともに，県内大学，高校

等に回答を依頼 

調査方法 郵送（往復） インターネット 

調査項目 ・回答者の属性 

・住みやすさの評価 

・定住の意向・理由 

・社会環境の変化に対する意識 

・施策の満足度・重要度・ニーズ度 

・地域の将来像への考え 

・人口減少対策への考え 

・県政への意見 

調査時期 平成 26 年 8 月 15 日から 31 日までの 16 日間 平成 26 年 8 月 19 日～ 

平成 27 年 2 月 28 日 

 

 



  2  

Ⅱ 調査結果 
 

1 回答者の概要 

 
1.1 回収率 

○県民 5,000 名に対して郵送調査を行い 2,103 名から回答を得た（回収率 42.1%） 

①一般調査では，一般県民 4,800 名に対して調査を行い 1,946 名から回答を得た（回収率 40.5%）。 

②特別調査では，地域代表者 200 名に対して調査を行い 157 名から回答を得た（回収率 78.5%）。 

○インターネット調査では，1,274 名から回答を得た。 

 
1.2 回答者の地域別構成 

 

【一般調査の回答の回収数・率，地域別構成】 

地域 推計人口  発送数 回収数   
 H26.1.1 現在 地域別構成   回収率 地域別構成 

合計 2,931,006 100.0% 4,800 1,946 40.5% 100.0% 

県北地域 377,180 12.9% 629 287 45.6% 14.7% 
県央地域 720,231 24.6% 1,168 509 43.6% 26.2% 
鹿行地域 274,558 9.4% 450 151 33.6% 7.8% 
県南地域 997,332 34.0% 1,629 627 38.5% 32.2% 
県西地域 561,705 19.2% 924 338 36.6% 17.4% 

不明 ‐ ‐ ‐ 34  1.7% 

 

【特別調査の回答の回収数・率，地域別構成】 

地域 推計人口  発送数 回収数   
 H26.1.1 現在 地域別構成   回収率 地域別構成 

合計 2,931,006 100.0% 200 157 78.5% 100.0% 

県北地域 377,180 12.9% 26 20 76.9% 12.7% 
県央地域 720,231 24.6% 47 37 78.7% 23.6% 
鹿行地域 274,558 9.4% 20 17 85.0% 10.8% 
県南地域 997,332 34.0% 67 56 83.6% 35.7% 
県西地域 561,705 19.2% 40 27 67.5% 17.2% 

 

【インターネット調査の回収数，地域別構成】 

地域 推計人口  回収数  
 H26.1.1 現在 地域別構成  地域別構成 

合計 2,931,006 100.0% 1,274 100.0% 

県北地域 377,180 12.9% 241 18.9% 
県央地域 720,231 24.6% 343 26.9% 
鹿行地域 274,558 9.4% 159 12.5% 
県南地域 997,332 34.0% 377 29.6% 
県西地域 561,705 19.2% 144 11.3% 

不明 ‐ ‐ 10 0.8% 
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1.3 回答者の属性別割合 

（１） 性別 

一般調査 

46.0%

53.1%

0.8%

男性

女性

無回答

(n=1,946)

 
インターネット調査 

57.1%

42.9%

男性

女性

無回答

(n=1,274)

一般調査 特別調査 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ調査 計

男性 896 125 727 1,748

女性 1,034 32 547 1,613

無回答 16 - - 16

計 1,946 157 1,274 3,377

 
（２）年代 

一般調査 

8.2%

11.8%

14.8%

16.3%
23.5%

24.8%
0.5% 20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代以上

無回答
(n=1,946)

  
インターネット調査  

66.1%6.7%

6.7%

8.2%

6.9%
3.8% 1.7%

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代以上

無回答(n=1,274)

一般調査 特別調査 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ調査 計

10歳代 - - 842 842

20歳代 160 2 85 247

30歳代 230 8 85 323

40歳代 288 19 104 411

50歳代 318 14 88 420

60歳代 458 53 48 559
70歳代
以上 482 61 22 565

無回答 10 - - 10

計 1,946 157 1,274 3,377  

79.6%

20.4%

男性

女性

無回答

(n=157)

特別調査 

1.3% 5.1%
12.1%

8.9%

33.8%

38.9%

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代以上

無回答(n=157)

特別調査 
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2 調査結果の詳細【一部抜粋】 

○本項では一般調査の各項目について，クロス集計を行ったものの一部を記載する。 

○記載に当たっては，インターネット調査（特に 10代）の結果との比較を織り交ぜて記載

する。 
 

問 項目 地域 性別 年代 その他の項目 

問 1 住みやすさの評価 ● ○ ● 家族構成，居住歴，満足度 

問 2 県民の定住意識 ● ○ ● 家族構成，居住歴，住みよさの評価 

問 3 
①住み続けたい理由 ● ○ ● 家族構成，居住歴 

②移りたい理由 ● ○ ● 家族構成，居住歴 

問 4 

（社会環境の変化に対する考え） 

①人口減少 ● ○ ●   

②高齢化 ● ○ ●   

③地域ｺﾐｭﾆﾃｨの維持 ● ○ ● 家族構成 

④国際化 ● ○ ● 子どもの有無，職業，満足度，重要度 

⑤ｴﾈﾙｷﾞｰ ● ○ ●   

⑥情報通信社会 ● ○ ●   

⑦大規模災害 ● ○ ● 家族構成 

⑧行政ｻｰﾋﾞｽの民営化 ● ○ ●   

問 5 

①満足度 ○ ○ ○   

②重要度 ○ ○ ○   

③ﾆｰｽﾞ度 ● ○ ●   

問 6 地域の将来 ● ○ ●   

問 7 人口減少対策 ● ○ ● 職業 

  ●：抜粋版に記載している部分 
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問１ いま住んでいる地域は総合的にみて“住みやすい”か？ 

「住みやすい」：「とても住みやすい」と「どちらかといえば住みやすい」の合計。 

（地域別） 

○「住みやすい」の割合は県央地域が最も高く（78.8%）。県西地域が最も低い（63.6%）。 

21.5

19.5

26.1

21.2

19.9

19.2

51.0

49.8

52.7

43.7

56.3

44.4

16.4

19.5

12.6

21.2

15.2

20.4

8.5

8.4

7.1

11.9

5.9

13.9

2.0

2.4

1.4

2.0

1.9

2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=1946)

県北地域

(n=287)

県央地域

(n=509)

鹿行地域

(n=151)

県南地域

(n=627)

県西地域

(n=338)

とても住みやすい どちらかといえば住みやすい なんともいえない

どちらかといえば住みにくい とても住みにくい

住みやすい 72.5%

住みやすい 69.3%

住みやすい 78.8%

住みやすい 64.9%

住みやすい 76.2%

住みやすい 63.6%  

（年代別） 

○「住みやすい」の割合は 70 代以上が最も高く（76.8%），20 代（68.7%），30 代（65.3%）

など年代が若くなるにつれて，「住みやすい」の割合が少なくなる傾向が見られる。 

21.5

20.6

17.0

20.1

14.2

23.1

28.0

51.0

48.1

48.3

51.4

59.1

50.7

48.8

16.4

17.5

20.9

15.6

16.4

16.4

14.7

8.5

10.6

11.3

10.4

6.9

7.9

7.1

2.0

2.5

2.6

2.4

2.8

1.1

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=1946)

20代

(n=160)

30代

(n=230)

40代

(n=288)

50代

(n=318)

60代

(n=458)

70代以上

(n=482)

とても住みやすい どちらかといえば住みやすい

なんともいえない どちらかといえば住みにくい

とても住みにくい

住みやすい 72.5%

住みやすい 68.7%

住みやすい 65.3%

住みやすい 71.5%

住みやすい 73.3%

住みやすい 73.8%

住みやすい 76.8%  

 

インターネット調査（10 代）との比較 
○「住みやすい」の 10 代の割合は 66.7%であり，一般調査の結果と比較すると 30 代

（65.3%）に次いで少なかった。 

25.2

27.9

44.6

38.8

18.5

21.0

7.5

7.6

4.2

4.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=1274)

10歳代

(n=842)

住みやすい 69.8%

住みやすい 66.7%  
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問２ いま住んでいる地域はこれからも“住み続けたい”か？ 

「住み続けたい」：「ずっと住み続けたい」と「できるなら住み続けたい」の合計。 

「移りたい」：「なるべく早く移りたい」と「できるなら移りたい」の合計。 

（地域別） 

○「住み続けたい」の割合は県央地域（70.9%）と鹿行地域（70.9%）で最も多く，県西

地域（66.2%）が最も低い。 

35.3

35.5

38.5

38.4

33.3

32.5

34.3

34.8

32.4

32.5

36.0

33.7

17.6

16.4

17.7

18.5

16.3

21.0

9.5

9.4

8.6

6.6

11.2

9.8

1.3

1.7

1.0

2.0

1.1

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=1946)

県北地域

(n=287)

県央地域

(n=509)

鹿行地域

(n=151)

県南地域

(n=627)

県西地域

(n=338)

ずっと住み続けたい できるならば住み続けたい
なんともいえない できるならば移りたい
なるべく早く移りたい

住み続けたい 69.6%

住み続けたい 70.3%

住み続けたい 70.9%

住み続けたい 70.9%

住み続けたい 69.3%

住み続けたい 66.2%  
（年代別） 

○「住み続けたい」の割合は，70 代以上（73.9％）が最も高く，20 代（63.1%）が最も

低い。 

35.3

23.1

35.2

35.8

33.0

34.3

41.7

34.3

40.0

32.6

33.7

34.0

36.0

32.2

17.6

21.3

19.1

19.4

18.6

18.3

13.3

9.5

11.3

9.1

9.0

10.4

8.5

10.0

1.3

2.5

1.7

0.3

2.5

1.3

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=1946)

20代

(n=160)

30代

(n=230)

40代

(n=288)

50代

(n=318)

60代

(n=458)

70代以上

(n=482)

ずっと住み続けたい できるならば住み続けたい なんともいえない

できるならば移りたい なるべく早く移りたい

住み続けたい 69.6%

住み続けたい 63.1%

住み続けたい 67.8%

住み続けたい 69.5%

住み続けたい 67.0%

住み続けたい 70.3%

住み続けたい 73.9%  

 

インターネット調査（10代）との比較 
○「住み続けたい」の 10 代の割合は 37.5%であり，一般調査の結果と比較すると全年代の中

で最も少なかった。 

16.3

11.3

30.1

26.2

35.4

40.6

12.6

14.0

5.5

7.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=1274)

10歳代

(n=842)

住み続けたい 46.4%

住み続けたい 37.5%  
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問３-１ 「住み続けたい」の理由 

（地域別） 

○全ての地域で「長く住んでおり愛着がある」が最も多く，過半数を占めている。 

○「長く住んでおり愛着がある」は鹿行地域（63.0%）でも最も高い。 

54.5

56.3

52.1

63.0

54.5

55.1

9.4

9.4

10.0

9.0

10.6

6.2

6.9

5.2

6.8

3.0

6.8

9.3

3.0

2.1

4.8

4.0

2.1

2.7

11.7

10.4

11.7

10.0

12.2

12.0

4.9

5.2

4.0

6.0

4.9

4.9

0.5

0.5

0.3

1.0

0.7

2.8

3.6

3.7

1.0

2.1

2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=1320)

県北地域

(n=192)

県央地域

(n=351)

鹿行地域

(n=100)

県南地域

(n=426)

県西地域

(n=225)

長く住んでおり愛着がある まちが便利で魅力がある

地域住民との人間関係がよい 医療や子育てなどの生活環境がよい

自然環境にめぐまれている 仕事の都合

学校の都合 その他

 
（年代別） 

○いずれの年代においても「長く住んでおり愛着がある」が最も多い。 

54.5

49.0

52.3

50.5

57.0

55.0

57.8

9.4

13.0

6.0

10.6

10.6

8.3

9.3

6.9

4.0

5.3

6.1

6.8

6.7

8.7

3.0

5.0

6.0

4.5

1.4

1.3

2.9

11.7

10.0

7.3

13.6

8.7

16.3

10.8

4.9

10.0

6.0

6.1

4.8

3.8

3.2

0.5

2.6

0.5

0.3

2.8

6.0

1.5

4.3

2.6

2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=1320)

20代

(n=100)

30代

(n=151)

40代

(n=198)

50代

(n=207)

60代

(n=313)

70代以上

(n=344)

長く住んでおり愛着がある まちが便利で魅力がある

地域住民との人間関係がよい 医療や子育てなどの生活環境がよい

自然環境にめぐまれている 仕事の都合

学校の都合 その他

 

 

インターネット調査（10代）との比較 
○「長く住んでおり愛着がある」が最も多く，一般調査の結果と比較すると最も多い割合で

あった。 

48.3

58.2

15.4

11.7

8.4

7.0

2.5

0.9

13.9

13.9

3.7

0.6

3.7

5.1

4.1

2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=592)

10歳代

(n=316)
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問３-２ 「移りたい」の理由 

（地域別） 

○いずれの地域においても「まちが不便で魅力がない」が最も多い。 

○次いで多かったのが，ほとんどの地域で「医療や子育てなどの生活環境が悪い」だっ

たが，鹿行地域については「地域住民との人間関係が悪い」が挙げられた。 

8.1

15.6

4.1

7.8

10.3

37.4

31.3

36.7

53.8

36.4

41.0

6.6

9.4

4.1

15.4

5.2

7.7

13.3

15.6

12.2

7.7

13.0

15.4

0.5

1.3

2.4

3.1

4.1

1.3

2.6

2.4

3.1

4.1

2.6

18.0

18.8

24.5

15.4

18.2

7.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=211)

県北地域

(n=32)

県央地域

(n=49)

鹿行地域

(n=13)

県南地域

(n=77)

県西地域

(n=39)

愛着がもてない まちが不便で魅力がない

地域住民との人間関係が悪い 医療や子育てなどの生活環境が悪い

自然が乏しい 仕事の都合

学校の都合 その他

 

（年齢別） 

○いずれの年代においても「まちが不便で魅力がない」が最も多く，次いで「医療や子

育てなどの生活環境が悪い」がほとんどの年代で２番目に多い。 

8.1

9.1

20.0

7.4

9.8

4.4

3.9

37.4

40.9

44.0

29.6

41.5

33.3

37.3

6.6

12.0

11.1

4.9

6.7

5.9

13.3

18.2

18.5

12.2

15.6

13.7

0.5

2.4

2.4

8.0

4.9

2.0

2.4

4.0

2.4

2.2

3.9

18.0

4.5

29.6

12.2

26.7

23.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=211)

20代

(n=22)

30代

(n=25)

40代

(n=27)

50代

(n=41)

60代

(n=45)

70代以上

(n=51)

愛着がもてない まちが不便で魅力がない

地域住民との人間関係が悪い 医療や子育てなどの生活環境が悪い

自然が乏しい 仕事の都合

学校の都合 その他

 

 

インターネット調査（10代）との比較 
○一般調査と同様に「まちが不便で魅力がない」（57.6%）が最も多く，全年代の中で最も割

合が多い。 

10.0

12.0

55.0

57.6

3.5

3.3

4.3

1.6

1.3

1.6

2.6
2.2

8.2

9.8

15.2

12.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=231)

10歳代

(n=184)
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問４ 茨城県を取り巻く社会環境の変化についての考え 

(１) 今後の人口減少について（関連する自由記述 P26，27） 

（地域別） 

○いずれの地域においても，人口減少について「不安に思う」が最も多い。県北地域で

最も割合が多く（76.3%），県南地域で最も割合が少ない（62.2%）。 

66.2

76.3

66.0

66.9

62.2

67.2

14.8

9.4

12.8

11.3

21.1

13.0

17.4

13.2

20.2

18.5

15.9

17.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=1946)

県北地域

(n=287)

県央地域

(n=509)

鹿行地域

(n=151)

県南地域

(n=627)

県西地域

(n=388)

不安に思う 不安に思わない わからない

 
（年代別） 

○いずれの年代においても人口減少について「不安に思う」が最も多く，20 代（56.3%），

30 代（58.3%）は，40 代以上と比べ，割合が低い。 

66.2

56.3

58.3

67.7

71.4

70.3

65.4

14.8

21.3

20.9

14.9

14.2

13.5

11.4

17.4

21.9

20.4

17.0

13.5

14.8

19.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=1946)

20代

(n=160)

30代

(n=230)

40代

(n=288)

50代

(n=318)

60代

(n=458)

70代以上

(n=482)

不安に思う 不安に思わない わからない

 

インターネット調査（10代）との比較 
○人口減少について「不安に思う」が最も多く（51.0%），一般調査との比較では，全年

代の中で最も少ない。 

56.6

51.0

21.1

20.2

22.3

28.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=1274)

10歳代

(n=842)
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(２) 今後の高齢化の進行について（関連する自由記述 P27，28） 

（地域別） 

○いずれの地域においても，高齢化の進行について「不安に思う」が最も多く過半数以

上を占めている。県北地域で最も割合が多く（86.4%），鹿行地域で最も割合が低い

（80.1%）。 

82.8

86.4

84.7

80.1

81.8

81.7

6.8

4.2

5.5

6.0

8.5

8.3

9.0

8.0

9.4

11.3

8.8

8.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=1946)

県北地域

(n=287)

県央地域

(n=509)

鹿行地域

(n=151)

県南地域

(n=627)

県西地域

(n=338)

不安に思う 不安に思わない わからない

 
 
（年代別） 

○いずれの年代においても，高齢化の進行について「不安に思う」が最も多く過半数以

上を占めており，40 代（88.9%），50 代（88.7%）が他の年代に比べ多い。 

82.8

76.9

82.6

88.9

88.7

84.7

75.9

6.8

8.8

6.1

3.8

6.3

7.9

7.5

9.0

13.1

10.9

7.3

4.4

6.8

13.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=1946)

20代

(n=160)

30代

(n=230)

40代

(n=288)

50代

(n=318)

60代

(n=458)

70代以上

(n=482)

不安に思う 不安に思わない わからない

 

 

インターネット調査（10代）との比較 

○高齢化の進行について「不安に思う」が最も多く（73.3%），一般調査との比較では全年代

の中で最も少ない割合であった。 

77.9

73.3

8.9

8.8

13.1

17.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=1274)

10歳代

(n=842)
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(３) 地域コミュニティの維持について（関連する自由記述 P28，29） 

（地域別） 

○ほとんどの地域で，地域コミュニティの維持について「不安に思う」が最も多く，県

北地域（47.4％），県南地域（42.1%）が他の地域に比べ多い。 

40.5

47.4

37.5

33.8

42.1

40.2

23.9

22.6

26.7

24.5

23.9

22.2

33.0

27.2

34.0

37.1

31.9

35.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=1946)

県北地域

(n=287)

県央地域

(n=509)

鹿行地域

(n=151)

県南地域

(n=627)

県西地域

(n=388)

不安に思う 不安に思わない わからない

 
（年代別） 

○「不安に思う」は 50 代が最も多く（50.6%），20 代（32.5%），30 代（30.9%）は他の年

代に比べ少ない。 

40.5

32.5

30.9

42.4

50.6

42.4

38.6

23.9

23.8

30.9

24.3

18.9

25.3

22.8

33.0

41.3

37.0

32.6

29.2

30.1

33.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=1946)

20代

(n=160)

30代

(n=230)

40代

(n=288)

50代

(n=318)

60代

(n=458)

70代以上

(n=482)

不安に思う 不安に思わない わからない

 

 

インターネット調査（10代）との比較 

○地域コミュニティの維持について「わからない」が最も多く（43.2%），一般調査との比較

では，「わからない」が全年代の中で最も多かった。 

39.9

31.1

25.7

25.7

34.4

43.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=1274)

10歳代

(n=842)
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(４) 今後の国際化（外国人との共生等）について（関連する自由記述 P29，30） 

（地域別） 

○いずれの地域でも国際化について「わからない」が最も多く４割前後を占めており，「不

安に思う」は鹿行地域で最も多く（34.4%），県南地域で最も少ない（28.2%）。 

○「不安に思わない」は，県南地域で最も多く（31.6%），鹿行地域で最も少ない（15.9%）。 

30.2

31.0

29.5

34.4

28.2

32.8

26.6

22.6

27.9

15.9

31.6

25.1

41.1

43.2

41.5

45.7

38.6

39.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=1946)

県北地域

(n=287)

県央地域

(n=509)

鹿行地域

(n=151)

県南地域

(n=627)

県西地域

(n=388)

不安に思う 不安に思わない わからない

 

（年代別） 

○ほとんどの年代において，国際化について「わからない」が最も多く，「不安に思う」

は，50 代（37.1%）が最も多く，20 代（22.5%）が最も少ない。 

○「不安に思わない」は，30 代が最も多く（41.3%），70 代以上が最も少ない（19.5%）。 

30.2

22.5

22.6

29.5

37.1

34.1

28.6

26.6

35.0

41.3

30.9

26.1

21.2

19.5

41.1

39.4

34.8

39.2

35.5

43.7

47.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=1946)

20代

(n=160)

30代

(n=230)

40代

(n=288)

50代

(n=318)

60代

(n=458)

70代以上

(n=482)

不安に思う 不安に思わない わからない

 

インターネット調査（10代）との比較 

○国際化について「不安に思わない」が最も多く（37.3%），一般調査との比較では，「不安

に思わない」が全年代の中で 30 代（41.3%）に次いで多い。 

29.0

25.7

38.9

37.3

32.1

37.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=1274)

10歳代

(n=842)
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（５）今後のエネルギーについて（関連する自由記述 P30，31） 

（地域別） 

○いずれの地域でも今後のエネルギーについて「不安に思う」が最も多く過半数を占め

ており，県南地域が最も多く（67.8%），鹿行地域が最も少ない（58.3%）。 

○「不安に思わない」は，鹿行地域で最も多く（20.5%），県央地域で最も少ない（12.4%）。 

65.1

66.2

66.0

58.3

67.8

61.8

14.5

15.3

12.4

20.5

12.9

18.3

18.0

16.7

18.3

17.9

17.5

18.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=1946)

県北地域

(n=287)

県央地域

(n=509)

鹿行地域

(n=151)

県南地域

(n=627)

県西地域

(n=388)

不安に思う 不安に思わない わからない

 
（年代別） 

○全ての年代において，今後のエネルギーについて「不安に思う」が最も多く過半数を

占めており，40 代（72.6%）が最も多く，20 代が最も少ない（51.3%）。 

○「不安に思わない」は，20 代が最も多く（20.6%），40 代が最も少ない（10.8%）。 

65.1

51.3

68.7

72.6

72.3

65.5

58.3

14.5

20.6

15.2

10.8

11.0

17.7

13.9

18.0

24.4

14.8

14.6

15.1

15.7

23.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=1946)

20代

(n=160)

30代

(n=230)

40代

(n=288)

50代

(n=318)

60代

(n=458)

70代以上

(n=482)

不安に思う 不安に思わない わからない

 

 

インターネット調査（10代）との比較 

○今後のエネルギーについて「不安に思う」が最も多く（43.7%），一般調査との比較では，

「不安に思う」が全年代の中で最も少ない。 

50.6

43.7

21.6

21.3

27.8

35.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=1274)

10歳代

(n=842)  
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（６）今後の情報通信社会の進展について（関連する自由記述 P31，32） 

（地域別） 

○いずれの地域でも，情報通信社会の進展について「不安に思う」，「不安に思わない」，

「わからない」が３割前後となっている。 

○「不安に思う」は，県央地域が最も多く（36.3%），県西地域で最も少ない（29.8%）。 

33.1

33.8

36.3

31.8

32.9

29.3

30.8

30.7

29.3

30.5

32.1

32.2

32.6

30.7

31.4

31.1

33.0

35.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=1946)

県北地域

(n=287)

県央地域

(n=509)

鹿行地域

(n=151)

県南地域

(n=627)

県西地域

(n=388)

不安に思う 不安に思わない わからない

 
（年代別） 

○「不安に思う」は，50 代が最も多く（40.9%），70 代以上が最も少ない（27.6%）。 

○「不安に思わない」は，20 代が最も多く（41.3%），70 代以上が最も少ない（21.8%） 

33.1

29.4

31.7

31.6

40.9

36.9

27.6

30.8

41.3

39.6

37.8

33.6

25.5

21.8

32.6

27.5

27.0

29.5

23.0

34.1

44.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=1946)

20代

(n=160)

30代

(n=230)

40代

(n=288)

50代

(n=318)

60代

(n=458)

70代以上

(n=482)

不安に思う 不安に思わない わからない

 

 

インターネット調査（10代）との比較 

○情報通信社会の進展について，「不安に思わない」が最も多く（36.7%），一般調査との比較

では，「不安に思う」が全年代の中で 70 代以上（27.6%）に次いで少ない（29.3%）。 

29.3

29.3

43.4

36.7

27.3

34.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=1274)

10歳代

(n=842)  



  15  

（７）大規模災害への備えについて（関連する自由記述 P33，34） 

（地域別） 

○いずれの地域でも，大規模災害への備えについて，「不十分である」が最も多く７割前

後を占めている。 

4.5

3.5

5.1

6.0

4.8

3.3

69.7

67.9

73.5

68.2

67.0

73.4

23.6

25.8

20.2

21.9

26.5

21.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=1946)

県北地域

(n=287)

県央地域

(n=509)

鹿行地域

(n=151)

県南地域

(n=627)

県西地域

(n=388)

十分である 不十分である わからない

 
（年代別） 

○大規模災害への備えについて，いずれの年代も「不十分である」が最も多く過半数を

占めており，50 代（78.3%）が最も多く，20 代が最も少ない（61.9%）。  

4.5

3.8

4.3

4.2

3.5

5.2

5.2

69.7

61.9

66.5

73.6

78.3

74.5

61.8

23.6

31.9

27.8

21.9

17.0

18.6

28.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=1946)

20代

(n=160)

30代

(n=230)

40代

(n=288)

50代

(n=318)

60代

(n=458)

70代以上

(n=482)

十分である 不十分である わからない

 

インターネット調査（10代）との比較 

○大規模災害への備えについて「不十分である」が最も多く（45.5%），一般調査との比較

では，「不十分である」が全年代の中で最も少ない（45.5%）。 

13.7

15.6

52.1

45.5

34.1

39.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=1274)

10歳代

(n=842)  
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（８）行政サービスの民営化や市民団体への委託について（関連する自由記述 P34） 

（地域別） 

○いずれの地域でも，行政サービスの民営化や市民団体への委託について，「なんともい

えない」が最も多く５割前後を占めている。 

○「進めるべき」は，県西地域で最も多く（39.6%），県北地域で最も少ない（31.4%）。 

36.2

31.4

35.4

32.5

38.4

39.6

10.6

10.5

10.8

11.9

11.3

9.2

50.8

55.4

52.1

51.7

48.2

49.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=1946)

県北地域

(n=287)

県央地域

(n=509)

鹿行地域

(n=151)

県南地域

(n=627)

県西地域

(n=388)

進めるべき やめるべき なんともいえない

 
（年代別） 

○いずれの年代も「なんともいえない」が最も多く，20 代（65.0%），30 代（62.2）が他

の年代に比べ多い。 

36.2

26.9

27.4

39.6

38.7

39.7

36.5

10.6

5.6

9.6

8.3

12.9

12.0

11.4

50.8

65.0

62.2

51.0

47.2

46.9

46.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=1946)

20代

(n=160)

30代

(n=230)

40代

(n=288)

50代

(n=318)

60代

(n=458)

70代以上

(n=482)

進めるべき やめるべき なんともいえない

 

 

インターネット調査（10代）との比較 

○行政サービスの民営化や市民団体への委託について「なんともいえない」が最も多く（65.4%），

一般調査との比較では，20 代（65.0%），30 代（62.2%）と同様の傾向となっている。 

32.3

27.7

9.7

6.9

58.0

65.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=1274)

10歳代

(n=842)  
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問５ 各種生活環境についての現在の重要度，満足度 

（１）県民の生活におけるニーズ度（関連する自由記述 P35～49） 

○県民生活におけるニーズを把握するために，県民生活に関する 35 の項目について，「重

要度」と「満足度」をそれぞれ 5段階で回答を求め，「ニーズ度」を求めた。 
 

ニーズ度＝「重要度」×「不満足度※」 
 
※不満足度は，満足度とは逆に，「満足している：１点」「やや満足している：２点」「どちらともい
えない：３点」「やや不満である：４点」「不満である：５点」として項目ごとに回答者の平均値を
算出して（不満足度は５点に近くなるほど高くなる），重要度に乗じた。 

 
○今回の調査では，前回の 30 項目から，新たに 5 項目を加えた計 35 項目について回答

を求めた。新規追加項目は以下の通りである。 
 

今回新たに 
追加した項目 

① 商店街など身近なところで必要なものが手に入る 
② 安全で安心な食材を入手できる 
③ 東日本大震災からの復旧・復興が確実に進んでいる 
④ 女性や高齢者が社会（労働）参加する機会や体制が整っている 
⑤ 茨城県のイメージアップが進んでいる 

 

■一般調査 
分野 ニーズ度 分野 ニーズ度

（ニーズ度順位） 備考 （ニーズ度順位） 備考
1 老後の保障 15.3 21 消費者相談 10.5
2 原子力関連の安全対策 14.5 22 医療環境 10.4
3 交通の便 13.0 23 仕事と家庭の両立 10.2
4 高齢者福祉サービス 12.7 24 食の安全 10.2
5 雇用安定 12.5 25 地域行事 9.9
6 防災 12.3 26 道路整備 9.9
7 行政参加 12.0 27 乳幼児・学童保育 9.7
8 地球温暖化防止対策 12.0 28 文化・スポーツ施設 9.6
9 イメージアップ 11.9 新規 29 国際化 9.4

10 交通安全 11.8 30 子育て相談 9.4
11 震災からの復旧・復興 11.8 新規 31 市民活動 9.2
12 防犯 11.7 32 自然環境保護 9.2
13 人権尊重 11.5 33 地産地消 9.0 新規
14 女性・高齢者の社会進出 11.2 新規 34 リサイクル 8.1
15 就業支援 11.1 35 情報環境 7.7
16 公害防止 11.0
17 障害児者支援 11.0
18 環境衛生 10.8
19 買物弱者 10.8 新規
20 教育環境 10.5  

 
■特別調査 

分野 ニーズ度 分野 ニーズ度
（ニーズ度順位） 備考 （ニーズ度順位） 備考
1 原子力関連の安全対策 14.7 21 買物弱者 10.8 新規
2 老後の保障 14.2 22 文化・スポーツ施設 10.8
3 イメージアップ 13.9 新規 23 医療環境 10.6
4 雇用安定 12.9 24 自然環境保護 10.6
5 交通の便 12.9 25 公害防止 10.5
6 地球温暖化対策 12.5 26 地域行事 10.4
7 防災 12.4 27 消費者相談 10.3
8 交通安全 12.3 28 仕事と家庭の両立 10.2
9 女性・高齢者の社会進出 12.0 新規 29 子育て相談 10.2

10 行政参加 12.0 30 道路整備 10.1
11 高齢者福祉サービス 11.7 31 食の安全 9.7
12 人権尊重 11.7 32 市民活動 9.4
13 就業支援 11.7 33 地産地消 8.9 新規
14 震災からの復旧・復興 11.5 新規 34 リサイクル 8.3
15 環境衛生 11.4 35 情報環境 8.1
16 障害児者支援 11.4
17 教育環境 11.2
18 防犯 11.1
19 乳幼児・学童保育 10.8
20 国際化 10.8  
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■インターネット調査 

分野 ニーズ度 分野 ニーズ度
（ニーズ度順位） 備考 （ニーズ度順位） 備考
1 交通の便 13.1 21 教育環境 11.1
2 雇用安定 13.0 22 子育て相談 11.0
3 老後の保障 12.8 23 公害防止 10.9
4 原子力関連の安全対策 12.1 24 国際化 10.9
5 防災 12.1 25 文化・スポーツ施設 10.7
6 イメージアップ 12.1 新規 26 地域行事 10.7
7 人権尊重 12.0 27 震災からの復旧・復興 10.7 新規
8 就業支援 12.0 28 消費者相談 10.5
9 交通安全 12.0 29 市民活動 10.5
10 行政参加 12.0 30 自然環境保護 10.0
11 環境衛生 11.9 31 リサイクル 9.9
12 高齢者福祉サービス 11.9 32 医療環境 9.9
13 防犯 11.8 33 食の安全 9.8
14 女性・高齢者の社会進出 11.7 新規 34 地産地消 9.4 新規
15 障害児者支援 11.4 35 情報環境 9.1
16 乳幼児・学童保育 11.3
17 仕事と家庭の両立 11.2
18 地球温暖化対策 11.2
19 買物弱者 11.2 新規
20 道路整備 11.1  

 

（地域別） 

○県央地域では，最もニーズ度の高い項目が「原子力関連の安全対策」となり，その他

の地域では，「老後の保障」となった。 
○下位５項目については，概ね同じ項目となった。 

 
上位 5項目 

分野 得点 分野 得点 分野 得点
1 老後の保障 15.33 1 老後の保障 15.61 1 原子力関連の安全対策 15.51
2 原子力関連の安全対策 14.51 2 原子力関連の安全対策 15.10 2 老後の保障 15.40
3 交通の便 13.00 3 雇用安定 13.99 3 高齢者福祉サービス 12.50
4 高齢者福祉サービス 12.65 4 交通の便 13.24 4 イメージアップ 12.32
5 雇用安定 12.46 5 高齢者福祉サービス 12.89 5 防災 12.16

分野 得点 分野 得点 分野 得点
1 老後の保障 15.08 1 老後の保障 15.41 1 老後の保障 15.51
2 交通の便 14.23 2 原子力関連の安全対策 14.66 2 交通の便 14.61
3 医療環境 13.82 3 高齢者福祉サービス 12.93 3 原子力関連の安全対策 13.49
4 防災 13.23 4 交通の便 12.74 4 高齢者福祉サービス 12.90
5 原子力関連の安全対策 13.10 5 雇用安定 12.61 5 雇用安定 12.58

全体 県北地域 県央地域

鹿行地域 県南地域 県西地域

 
 
下位 5項目 

得点 順位 得点 順位 得点 順位
31 市民活動 9.23 31 国際化 9.32 31 子育て相談 9.17
32 自然環境保護 9.19 32 地産地消 9.07 32 市民活動 9.15
33 地産地消 9.03 33 自然環境保護 8.73 33 地産地消 8.73
34 リサイクル 8.05 34 情報環境 8.12 34 リサイクル 8.10
35 情報環境 7.74 35 リサイクル 7.74 35 情報環境 7.40

得点 順位 得点 順位 得点 順位
31 市民活動 8.62 31 国際化 9.61 31 乳幼児・学童保育 8.98
32 自然環境保護 8.58 32 自然環境保護 9.51 32 子育て相談 8.89
33 地産地消 8.53 33 市民活動 9.42 33 地産地消 8.78
34 リサイクル 8.41 34 リサイクル 8.16 34 リサイクル 8.09
35 情報環境 7.28 35 情報環境 7.98 35 情報環境 7.82

全体 県北地域 県央地域

鹿行地域 県南地域 県西地域
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（年代別） 

○いずれの年代においても上位 5項目は概ね同じ項目が占めているが，20 代には，「人権

尊重」が入っている。 

○下位 5項目についても概ね同じ項目となった。 

 
上位 5項目 

分野 得点 分野 得点 分野 得点
1 老後の保障 15.33 1 老後の保障 15.30 1 老後の保障 17.06
2 原子力関連の安全対策 14.51 2 雇用安定 15.25 2 原子力関連の安全対策 15.87
3 交通の便 13.00 3 人権尊重 13.95 3 雇用安定 14.93
4 高齢者福祉サービス 12.65 4 原子力関連の安全対策 13.81 4 交通安全 14.26
5 雇用安定 12.46 5 防犯 13.75 5 交通の便 14.03

分野 得点 分野 得点 分野 得点
1 老後の保障 17.70 1 老後の保障 17.94 1 老後の保障 15.30
2 原子力関連の安全対策 16.00 2 原子力関連の安全対策 15.87 2 原子力関連の安全対策 15.12
3 雇用安定 14.40 3 高齢者福祉サービス 14.97 3 交通の便 13.04
4 交通の便 14.22 4 雇用安定 14.67 4 震災からの復旧・復興 12.54
5 高齢者福祉サービス 13.91 5 交通の便 14.65 5 高齢者福祉サービス 12.35

分野 得点
1 原子力関連の安全対策 12.01
2 老後の保障 11.86
3 高齢者福祉サービス 10.74
4 交通の便 10.68
5 震災からの復旧・復興 10.42

全体 20歳代 30歳代

40歳代 50歳代 60歳代

70歳代以上

 
 

下位 5項目 

分野 得点 分野 得点 分野 得点
31 市民活動 9.23 31 文化・スポーツ施設 9.92 31 市民活動 9.88
32 自然環境保護 9.19 32 自然環境保護 9.38 32 自然環境保護 9.74
33 地産地消 9.03 33 地産地消 8.94 33 地産地消 9.71
34 リサイクル 8.05 34 リサイクル 8.78 34 リサイクル 8.93
35 情報環境 7.74 35 情報環境 8.72 35 情報環境 8.25

分野 得点 分野 得点 分野 得点
31 地産地消 10.00 31 市民活動 10.36 31 道路整備 9.11
32 市民活動 9.88 32 自然環境保護 9.90 32 地産地消 9.11
33 自然環境保護 9.42 33 地産地消 9.83 33 乳幼児・学童保育 8.89
34 リサイクル 8.61 34 リサイクル 8.71 34 リサイクル 8.27
35 情報環境 8.17 35 情報環境 8.68 35 情報環境 7.54

分野 得点
31 国際化 7.37
32 子育て相談 6.63
33 リサイクル 6.56
34 情報環境 6.42
35 乳幼児・学童保育 6.42

70歳代以上

全体 20歳代 30歳代

40歳代 50歳代 60歳代

 
 

 

インターネット調査（10 代）との比較 
○上位 5項目の中で「イメージアップ」，「環境衛生」以外は，他の年代とほぼ同じ項目が入

った。 
○下位 5項目の中では「医療環境」，「食の安全」以外は，他の年代とほぼ同じ項目が入った。

上位5項目

分野 得点
1 雇用安定 12.65
2 交通の便 12.44
3 イメージアップ 11.99
4 老後の保障 11.86
5 環境衛生 11.69

10歳代

 

下位5項目

分野 得点
31 自然環境保護 9.84
32 医療環境 9.43
33 情報環境 9.30
34 食の安全 9.21
35 地産地消 8.95

10歳代
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問６ 住んでいる地域の将来の姿として期待する“まち” 

（２つまで選択）（関連する自由記述 P50～52） 

（地域別） 

○全ての地域で「高齢者や障害者が安心して暮らせるまち」が最も多い。 
○「さまざまな産業活動が活発なまち」，「若者や女性，高齢者が活躍するまち」では，

県北地域が他の地域に比べ割合が高い。 
○「交通が便利なまち」では，県西地域が他地域に比べ割合が高い。 

県北地域 県央地域 鹿行地域 県南地域 県西地域  

国内外から
多くの人が訪れる
観光交流のまち

ゴミのポイ捨てや産
業廃棄物の不法投
棄のない美しいまち

自然環境が
豊かなまち

建物の耐震化など
災害への備えが
充実しているまち

若者や女性、高齢者
が活躍するまち

商店街が活発なまち

交通が便利なまち

さまざまな産業活動
が活発なまち

さまざまな市民活動
が活発なまち

教育や子育ての環
境が整備されたまち

趣味の機会や生涯
学習の活発なまち

多くの外国人が暮ら
す国際的なまち

高齢者や障害者が
安心して暮らせるま

遊びやレジャーの場
や豊かなまち

21.6 

14.1

13.9

18.8

15.7

11.5 

13.6

15.9

10.7

11.8

7.3 

14.5

13.9

13.4

13.3

3.1 

4.7

3.3

2.9

2.1

0.0 

1.4

1.3

1.0

0.3

4.2 

2.9

4.0

4.6

3.8

1.4 

2.6

2.6

3.0

1.8

19.9 

11.4

15.2

11.5

12.1

16.4 

15.9

16.6

18.5

22.5

13.2 

12.0

7.9

11.6

10.4

5.6 

3.7

7.9

3.3

4.7

19.2 

16.3

11.9

18.3

14.2

42.5 

47.0

40.4

44.8

47.0

0% 20% 40% 60% 80%

21.3 

24.4

24.5

23.4

20.1

0% 20% 40% 60% 80%
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（年代別） 

○ほとんどの年代において「高齢者や障害者が安心して暮らせるまち」，「教育や子育て

の環境が整備されたまち」が上位となった。 

○他の年代と比較すると「高齢者や障害者が安心して暮らせるまち」では，50 代以上の

割合が高く，「教育や子育ての環境が整備されたまち」では，30 代（37.0%），40 代（33.7%）

の割合が高い。 
20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代以上  

さまざまな産業活動
が活発なまち

国内外から
多くの人が訪れる
観光交流のまち

高齢者や障害者が
安心して暮らせるま

さまざまな市民活動
が活発なまち

ゴミのポイ捨てや産
業廃棄物の不法投
棄のない美しいまち

自然環境が
豊かなまち

多くの外国人が暮ら
す国際的なまち

交通が便利なまち

建物の耐震化など
災害への備えが
充実しているまち

遊びやレジャーの場
や豊かなまち

教育や子育ての環
境が整備されたまち

商店街が活発なまち

趣味の機会や生涯
学習の活発なまち

若者や女性、高齢者
が活躍するまち

17.5 

17.0

13.2

22.0

19.2

13.3

11.9 

13.5

12.2

16.0

10.3

10.8

13.8 

12.2

11.8

10.4

16.2

12.0

5.6 

3.5

5.2

2.2

2.8

2.5

1.9 

0.9

1.0

0.3

0.4

1.0

2.5 

2.6

2.1

3.1

1.7

2.7

3.1 

3.9

4.5

5.3

3.5

3.5

9.4 

11.7

12.5

13.8

13.3

14.1

21.3 

24.3

19.8

16.7

14.0

17.2

6.9 

13.0

12.5

12.6

12.9

9.8

12.5 

9.1

5.6

2.8

1.7

2.3

15.0 

14.8

17.0

14.5

18.6

17.2

27.5 

31.7

36.8

49.4

49.1

56.2

0% 20% 40% 60% 80%

25.0 

37.0

33.7

17.9

19.4

15.6

0% 20% 40% 60% 80%
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インターネット調査（10 代）との比較 
○「交通が便利なまち」が最も多く（36.1%），次いで「遊びやレジャーが豊

かなまち」となった（35.2%）。 

18.4

21.4

35.2

19.2

36.1

2.3

3.4

17.1

8.6

3.7

3.7

12.8

8.7

9.5

0% 20% 40% 60% 80%

高齢者や障害者が安心して暮らせるまち

自然環境が豊かなまち

遊びやレジャーの場や豊かなまち

商店街が活発なまち

交通が便利なまち

さまざまな産業活動（農林水産業、工業等）が活発

なまち

さまざまな市民活動が活発なまち

教育や子育ての環境が整備されたまち

趣味の機会や生涯学習の活発なまち

多くの外国人が暮らす国際的なまち

国内外から多くの人が訪れる観光交流のまち

ゴミのポイ捨てや産業廃棄物の不法投棄のない美

しいまち

建物の耐震化など災害への備えが充実しているま

ち

若者や女性、高齢者が活躍するまち
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問７ 今後，県に最も力を入れて欲しい人口減少対策 

（２つまで選択）（関連する自由記述 P53，54） 

（地域別） 

○全ての地域で上位 3項目は，「保健，医療，福祉の充実」，「企業誘致や企業支援による

働く場の確保」「出産支援・子育て支援」となった。 

○県北地域では，「企業誘致や企業支援による働く場の確保」が最も多く，他の４地域で

は，「保健，医療，福祉の充実」が最も多く挙げられた。 

○鹿行地域では，他の地域に比べ「保健，医療，福祉の充実」の割合が多い。 

 
県北地域 県央地域 鹿行地域 県南地域 県西地域  

ワーク・ライフ・バラン
スと

男女共同参画の推進

企業誘致や企業支援
による働く場の確保

人口規模に応じた公共
施設や各種サービス

の集約化

出産支援・
子育て支援

女性、高齢者の
社会（労働）参加

人材育成
（労働生産性の向上）

県外からの移住促進

保健、医療、
福祉の充実

交流人口の拡大

結婚支援

その他

0.7 

1.0

0.7

1.4

1.2

9.4 

11.8

13.2

8.6

9.8

7.3 

4.7

4.0

5.9

3.0

11.5 

11.4

6.0

11.0

10.7

6.6 

4.9

7.9

7.8

7.1

42.2 

33.8

33.8

36.8

32.0

8.7 

8.1

4.6

8.6

8.0

33.1 

32.8

30.5

34.3

33.1

12.2 

12.4

11.9

12.3

17.2

38.7 

44.2

57.6

40.4

43.2

0% 20% 40% 60% 80%

2.4 

2.2

2.6

1.1

2.7

0% 20% 40% 60% 80%
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（年代別） 

○全ての年代で上位３項目は，「保健，医療，福祉の充実」，「企業誘致や企業支援による

働く場の確保」，「出産支援・子育て支援」であった。 

○他の年代と比較すると「保健，医療，福祉の充実」は，30 代から 50 代で割合が高く，

「出産支援・子育て支援」は，20 代から 40 代の割合が高い。30 代から 60 代は，70 代

以上は，「企業誘致や企業支援による働く場の確保」が最も多く挙げられた。 

 
20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代以上  

人口規模に応じた公共
施設や各種サービス

の集約化

企業誘致や企業支援
による働く場の確保

出産支援・
子育て支援

女性、高齢者の
社会（労働）参加

ワーク・ライフ・バラン
スと

男女共同参画の推進

人材育成
（労働生産性の向上）

県外からの移住促進

保健、医療、
福祉の充実

その他

交流人口の拡大

結婚支援

1.9 

0.4

1.4

0.3

1.7

1.0

9.4 

10.4

12.8

10.1

10.9

7.7

4.4 

7.8

4.2

6.6

5.7

3.3

8.8 

10.9

8.7

12.3

11.6

10.8

7.5 

4.8

8.7

6.0

6.8

7.3

32.5 

30.4

34.7

38.4

35.8

36.9

9.4 

13.5

12.2

7.5

5.7

5.0

45.0 

41.3

41.3

29.6

30.6

25.7

11.9 

10.0

10.8

11.3

14.8

15.8

43.8 

52.6

49.7

46.9

37.6

36.7

0% 20% 40% 60% 80%

2.5 

2.2

1.0

2.5

2.2

1.9

0% 20% 40% 60% 80%
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インターネット調査（10 代）との比較 
○「出産支援・子育て支援」が最も多く（42.8%），次いで「保健，医療，福祉の充

実」（42.5%）が多い。 

42.5

23.9

42.8

14.0

20.3

14.4

11.0

10.1

9.4

11.2

0.5

0% 20% 40% 60% 80%

保健、医療、福祉の充実

結婚支援

出産支援・子育て支援

ワーク・ワイフ・バランスと男女共同参画の推進

企業誘致や企業支援による働く場の確保

県外からの移住促進

交流人口の拡大

女性、高齢者の社会（労働）参加

人材育成（労働生産性の向上）

人口規模に応じた公共施設や各種サービスの集約化

その他
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3 自由意見【一部抜粋】 

○約 8,000 件の自由意見の中から一部を抜粋して記載するもの。 

 
問４ 茨城県を取り巻く社会の変化についての考え 

 

（１）人口減少について 
 
○「不安に思う」と回答した方の意見 

年代 性別 地域 意見の内容 

10 代 女性 鹿行 
少子化がどんどん深刻になっているので，子ども手当を増やしたり，経済

的な支援や母親の社会復帰を支援する対策をして欲しい。 

10 代 男性 県南 
若い人間としてはあまり魅力を感じない県ではある。しかし，非常に自然

豊かであるので，そこを生かすべき。 

20 代 女性 県央 
高齢者が増えて，若者が減っているので，若年者の負担が増えていると感

じます。給料も増える見込みもなく将来が不安です。 

20 代 男性 県西 
自分たちの子どもの将来が不安です。将来に希望がなければ子どもを産ん

でも申し訳ない。 

20 代 男性 県南 自分が高齢になったときの年金や医療の状況が想像できない。 

30 代 女性 県南 
不安というか諦めている。我々の世代が就職超氷河期で，貯金もできず，

仕事もなければ，結婚・子育なんてできるわけがない。 

30 代 男性 鹿行 高齢化対策より，少子化対策に重点を置くべき。 

30 代 男性 県央 
人口減少は，程度によるが，やむを得ないと考える。それよりも右肩上が

りを目指した各種政策を転換して持続可能な政策を行うべき。 

40 代 女性 県央 
若い人の働く場所がないため，地元に戻ってこれない。若者が出ていくと

地域がさびれて企業が出ていく。負の連鎖を止めて欲しい。 

50 代 女性 県央 医療や公共サービス，インフラが維持できなくなるのを心配しています。 

50 代 女性 県西 産婦人科が少ない。女性が安心して子育てできることが大切。 

50 代 女性 県西 
今の若者は都会にあこがれて，地方を出てしまっている。そこで家庭を持

ってしうので帰ってこない。地方にあこがれる対策を求める。 

50 代 女性 県西 子どもの就職・結婚を考えると県外に出さざるをえない。 

50 代 女性 県央 
子どもは勝手に育ちません。今は産む時の対策ばかりです。子どもを大学

まで出すのにいくらかかるか考えて対策を作って欲しい。 

50 代 女性 県北 
人口減少が問題ではなく，いかに魅力ある，活力ある地域にするか。住民

が住みよいと感じるまちづくりができるかではないでしょうか。 

50 代 男性 県南 
雇用が不安定な中では，子どもはたくさん産めないし，育てられない。賃

金についても正社員を増やすなどして安定化して欲しい。 

60 代 男性 県央 
人口減少の問題は，小学校の教育から取り入れていくべき。短期間で成果

はでないが，将来的には必要なもの。 

60 代 男性 鹿行 
産業の自動化と高齢者の就労を促進し，生産力を維持すべき。大学誘致と

産業育成がカギになる。 

70 代

以上 
女性 県央 

昔は出産，子育て，病児介護を女性一人で抱えていた。今はその頃より良

い環境だと思いますが，いつの時代も女性の負担を軽くすることは必要。 

70 代

以上 
女性 県南 農業後継者が不足すれば，食料自給率も下がり，国際競争力が弱まる。 

70 代

以上 
男性 県央 

1 億人を下回ったら，外国人で対処しても良いが，外国人労働者ばかり増

えても違う心配が増える。 

70 代

以上 
男性 県央 

若い方の住み良いまちづくりをして欲しい。家の近くに働くところがあれ

ば，雇用や生活が安定するため，子づくりや子育てに回る時間も増える。 
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○「不安に思わない」と回答した方の意見 

年代 性別 地域 意見の内容 

30 代 女性 県南 人口減少に合わせた個人の生き方を考えていけば良いと思う。 

30 代 男性 県南 
より一層事業の選択を集中をすべき。無理をしてまで地方の人口を維持す

る必要はない。 

30 代 男性 県南 人口減少に応じたまちづくりをするしかない。 

40 代 女性 県南 環境，エネルギーを考えれば緩やかな人口減少はむしろ望ましい。 

40 代 男性 県央 
人口減少自体はメリットになることもあると思う。社会システムが変化に

対応できれば良いと思う。 

60 代 男性 県南 自然の流れで良い。過度な対策はその後つけがまわってくる。 

70 代

以上 
女性 県南 

日本の人口減少は止められない。その現状を踏まえ，より良い社会にする

工夫の方が大切。 

 
 
（２）今後の高齢化の進行について 
 
○「不安に思う」と回答した方の意見 

年代 性別 地域 意見の内容 

10 代 女性 県南 
茨城は農業県で農地が多い分，後継者がいなくなった畑や，高齢化に伴う

農家の減少が不安です。 

10 代 男性 鹿行 
老人ばかりにお金を使わないで，道路の修理などみんなが使うものに使っ

て欲しい。 

20 代 女性 県西 
一人暮らしの高齢者とのコミュニケーションが必要。ひきこもりにさせな

いように，常に言葉を交わすことができる環境づくりが大切。 

30 代 女性 県央 現実問題として，老老で助け合うのには限界がある。 

30 代 女性 県南 

労働人口が減る中，介護や認知症などの人を支える役割を担う人がどれ程

のいるのかと思うと不安ばかりが募る。街が認知症の人や活力の無い老人

で溢れることを想像するだけで嫌気がさす。 

30 代 男性 県央 
茨城県は医師等の数が少ないと聞いており，高齢者が十分な医療を受けら

れないのではないかと不安。 

30 代 男性 鹿行 介護ロボットの開発をさらに進めて欲しい。 

40 代 女性 県南 
心身の健康が維持できるような場（レクリエーション，健康づくり）で，

ストレスを解消することができればいいのではないか。 

40 代 男性 県央 
医療，福祉の充実など様々な対策がとられているが，生きがい対策も重要

であると思います。 

50 代 女性 県央 
年金，医療等，不安なことばかりである。高齢者にかかる予算と，少子化

にかかる予算のバランスが悪いと思う。 

50 代 女性 県西 
老老介護を心配。デイサービスなども含め，介護サービスを受けやすい環

境づくりを進めて欲しい。 

50 代 女性 県西 高齢者が自分で健康に留意して，自立していかなければならない。 

50 代 女性 県西 
高齢化しても，バランスを保つため，若年層や女性の流出がしないような

環境整備が必要。 

50 代 女性 県南 介護は家制度に依存しており，とても古い考えであると思う。 

50 代 女性 県南 
介護の方が不足している。高齢化社会に向けて，介護職の賃金を上げて離

職しないようにして欲しい。 

50 代 女性 県北 認知症が増えているため，これからの高齢化社会は不安である。 

50 代 女性 県北 

高齢者の健康寿命を延ばす取り組みが大事である。人の役に立ちたいと考

える人たちを取り込み，社会の一員として各々の人生をまっとうできる社

会なら不安はないと思う。 
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50 代 男性 県央 

高齢化とともに山間部での急速な過疎化はやむを得ない。僻地部の高齢者

を駅前マンションに移転させるようなコンパクトシティを実際に進める

ことが必要。 

60 代 女性 県央 子どもたちの世話にはなりたくない。 

60 代 女性 県央 孤独死，買物弱者，空き家についての早急な対策を臨む。 

60 代 女性 県南 
現在の 70,80 代の方々はパワーがあり，とても元気だと思う。私もその様

にありたいし，もっと活用すべき。 

60 代 男性 県央 
高齢者夫婦だけの家庭がたくさんあり，病気や災害の時に地域でどう対応

できるのかなどいろいろ不安である。 

60 代 男性 県央 
医学の進歩で寿命が延びるとは思うが，老後の生活の質が重要で，どう生

きられるかが気になる。 

60 代 男性 県北 
私たちが日本を創ってきた。その人たちが職を外れたら今後の日本はどう

なる。日本の技術が海外へ流出してしまう。 

60 代 男性 県北 医療関係が地域差が出ている。交通機関が縮小され生活しにくい。 

60 代 男性 県南 日常の生活用品等の買い物や行政機関への動線は確保して欲しい 

70 代

以上 
女性 県南 

交通が不便であり，医療環境も悪い。高齢者に厳しい環境である。今は車

で動けるが，将来は不安。 

70 代

以上 
男性 県央 

健康長寿社会を作らなければ，若い者に負担をかけ望ましくない。後ろ向

きな高齢化対策でなく，前向きな健康社会を作る政策を行うべし。 

 
○「不安に思わない」と回答した方の意見 

年代 性別 地域 意見の内容 

30 代 女性 県南 
悪いとは思うが親の面倒を看ることができない。子どもに面倒を看てもら

うという考え自体が時代錯誤。 

40 代 男性 県央 
70 歳でも 80 歳でも元気な人は働けばいい。労働者人口が減って行くので

高齢者の働き口もできるはず。 

40 代 男性 県西 元気な高齢者はまだまだ頑張ってもらうことが必要。 

 
 
（３）地域コミュニティの維持について 
 
○「不安に思う」と回答した方の意見 

年代 性別 地域 意見の内容 

10 代 女性 鹿行 
高齢者だけの地域コミュニティにならないで欲しい。参加するとしてもし

ずらい。 

10 代 男性 県北 
周りに空き家が多くなってきている。これからは近所に人もいなくなり，

コミニュニティが維持されるか不安です。 

30 代 男性 県南 
新興住宅地で地域コミュニティ（町内会等）がない状態なので非常に困っ

ている。 

30 代 男性 県北 
30 代だが，自分には地域のコミュニティを支えていく役割は果たせない

と感じる。 

40 代 女性 県南 高齢の方が地域活動を仕切っており，若手に引き継がないことが問題。 

40 代 女性 県北 
生活が多様化し，世代間意識も乖離していることから，改めて互いを尊重

し合う心の教育が必要ではないか。 

40 代 女性 県南 

子どもの騒ぎ声が騒音と感じられてしまう時代で，子育てに積極的なれな

いことも少子化の一因。一人世帯も孤立を招くので，世代を超え互いに理

解しあえるような場を持てるような機会があればいい。 

50 代 女性 県央 現役世代は忙しく，地域コミュニティへの参加は難しいと思う。 

50 代 女性 県西 
他人の家の献立まで把握しているような近所付き合いはむしろ不愉快。適

度な付き合いが一番。 
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50 代 男性 県南 地域においてもっと高齢者の技や知識を活用すべき。 

50 代 男性 鹿行 
古き良き伝統芸能などが維持できなくなっている。各戸の負担が大きくな

ってきている。 

60 代 男性 県北 自分が積極的に地域にとけこむことが大切だと思う。 

70 代

以上 
女性 県南 高齢者のサロン等を設置するなど，「緩いつながり」を作るべき。 

70 代

以上 
女性 県南 

個人情報保護の意識が強く，コミュニケーションの足枷になっている。せ

めてお隣同士は仲良くしたい 

 
○「不安に思わない」と回答した方の意見 

年代 性別 地域 意見の内容 

10 代 女性 鹿行 地域コミュニティに参加していないのでわかりません。なくても良い。 

20 代 女性 県南 知らない人たちや地域と無理に係わるのは嫌。常識程度の関係で十分。 

20 代 男性 県西 子どもがいない人にコミュニティが必要ない。 

30 代 女性 県西 田舎は集まりが多い。共働きが多いのに集まりが多いと仕事に支障。 

40 代 男性 県央 

地域自治会等に若者の参加が減っているが，スポーツ少年団やサークル等

で地域コミュニティは活発である。ネットの活用で意思のマッチングがあ

らかじめできるので，新たな形でコミュニティは形成されている。 

50 代 女性 県央 自治会などの活動の良さが伝わりにくい。 

50 代 男性 県西 
新しく移り住んできた人たちの中には，密な付き合いを好む人ばかりでは

なく，多様な考えがあるため，まとめる必要もないかもしれない。 

60 代 男性 県南 
ソーシャルビジネスの拡大や，地域活動をする人材が拡大すれば不安はな

い。行政としての支援を望みたい。 

 
 
（４）今後の国際化（外国人との共生等）について 
 
○「不安に思う」と回答した方の意見 

年代 性別 地域 意見の内容 

10 代 男性 県北 
これから人口が減ると，外国人を日本に住まわせて労働力の確保を行わな

くてはいけないし，英語力がないと大変な気がする。 

10 代 男性 県北 
県内の観光地では，英語表記のものが増えていると思う。しかし，外国人

が住むとなると微妙かもしれない。 

20 代 女性 県西 
良い人達も確かにいるが，得体の知れない人達も多く，治安維持面ではど

うなるか不安です。 

30 代 女性 県北 
外国の方と交流して，いろいろ学べたりできるので良いことだと思います

が，やはり犯罪とかに巻き込まれるとも限らないので不安ではあります。 

30 代 男性 県南 
外国人の働き手が多くなり，所得格差が広がることや，その人達が解雇さ

れたときの治安の悪化など不安である。 

30 代 男性 県央 
外国人労働力を無理して導入すべきではない。失業者も含め，日本人が日

本を運営していくのみである。まずはそこに注力すべき。 

40 代 女性 県央 
日本に暮らすなら日本の文化になじんで欲しい。言語も文化も自国のもの

をそのまま持ち込もうとする方が増えることはとても不安。 

40 代 女性 県南 
外国人の考え方は多様で，今までの常識が通らなくなることに対しての不

安がある。 

50 代 男性 県西 
日本人が受け入れられるかが問題である。日本人が文化の違いに理解を示

すことができるかどうかである。 

70 代

以上 
女性 県西 若い人はどんどん交流して良いかもしれませんが，老人は余り望まない。 
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○「不安に思わない」と回答した方の意見 
年代 性別 地域 意見の内容 

10 代 男性 県北 

茨城空港ができたことにより以前よりは外国人との接点が増えたが，もっ

と外国人と接するべきで，外国人が来やすくなるようなサービスをもっと

行うべき。 

20 代 男性 県央 

現在ベトナムの農業実習生受け入れや国家主席来県，知事訪越などとても

良好に見える。労働人口減少の面もあるので，研修等での受け入れ増加に

ついては検討しても良いと思う。 

30 代 女性 県央 

つくば周辺は研究者で既に外国の方がたくさんいる。皆理解があると思

う。人手不足から外国人労働者を雇い入れるような事態になれば，老若男

女問わず共生に関心をもたなければならなくなる。 

30 代 男性 県南 
日本は資源もなく自立できない国。外国と積極的に付き合い，悪い事はき

ちんと取り締まり，共生していくべき。 

40 代 女性 県北 

現在，生活している環境では日本語と英語の二重表記さえ一般化しておら

ず，外国人を受け入れる気があるのか。幼い頃からの英語教育など外国人

に優しい環境づくりや大人への外国語教育の充実が必要ではないか。 

40 代 女性 県南 
つくばをはじめ県南，県西地区は業種の違いはあれどすでに共生している

地域は多い。 

40 代 男性 県央 

地域コミュニティがどうあるべきかわからないのに，外国人のことを考え

るにはいたらない。少なくとも，外国人と共生すると偉い，好ましいこと

だ，頭ごなしに決めるのは間違っている。 

40 代 男性 県央 
多文化共生は必然的に進んでくると思いますが，地域住民の外国人に対す

る偏見などの意識改革がまずは必要だと思います。 

40 代 男性 県西 
不法就労や犯罪行為を取り締まるだけでなく，モラルやルール教育を実施

すべし。国際化は必然なので，それに対応した対策をとること。 

50 代 女性 県西 
農業，介護などでは人材不足となるはず。そういう所で働く外国人が増え

たら，一緒に地域を盛り上げたり，支えていきたい。 

50 代 女性 県南 多少のトラブルはあると思うが，長期的には外国人との共生が必要。 

50 代 男性 鹿行 歓迎すべきことだと思うし，逆にどんどん海外へ出ていくべきだと思う。 

60 代 男性 県南 もっと外国人が移住してくるような魅力ある都市をつくって行くべき。 

70 代

以上 
男性 県央 人口減少下で今のレベルを維持するためには，外国人に頼るしかないか。 

 
 
（５）今後のエネルギーについて 
 
○「不安に思う」と回答した方の意見 

年代 性別 地域 意見の内容 

10 代 男性 県央 
原発が機能していない以上，いつまでも火力発電だけではエネルギーを補

えないと思う。早めに方向性を示すべき。 

20 代 男性 鹿行 
資源は海外に依存しており，原発が良いとは思わないが，自然エネルギー

でまかなうのは幻想だと思う。 

20 代 女性 県西 
今，太陽光などの利用が進んでいるが土地があって，興味があっても自己

負担が大きすぎる。もっと援助・保障が必要。 

20 代 男性 県南 
海外に依存しているのが何より不安。早く国内で安定供給できる開発や体

制を整えて欲しい。 

30 代 女性 県央 
本県は海があり，そこでは風力発電。平野部では太陽光発電を行えるので

はないか。家庭の太陽光パネルを普及させるような取り組みも期待する。 

30 代 男性 県南 
太陽光発電や蓄電池などといった各家庭で電力を賄える設備も検討して

いかないとならないと考えています。 
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30 代 男性 県南 
いきなり原子力の放棄は無理と思われるが，新エネルギー開発を日本が世

界でいち早く行う事が使命だと思う。日本なら必ず出来る。 

30 代 男性 県央 

太陽光発電などは現在積極的に進められているが，20 年も経ったら機器

の劣化等により，正しいメンテナンスが行われないものなどは大きなゴミ

となる恐れがあり，別な問題にも発生しそう。 

30 代 男性 県北 ガソリン代，電気代の価格が上がりすぎな気がする。生活が苦しい。 

40 代 女性 県北 原発ストップで電気代が上がって困る。住民の生活を考えた施策を。 

40 代 男性 県央 産業を前提に考えて欲しい。原発も太陽光も効率優先で取り組むべき。 

50 代 女性 県北 
原発が安全なら良いが，震災の時に味わった恐怖をこれから先子どもたち

には経験させたくない。子どもたちの未来の安全を第一に。 

50 代 男性 県南 
震災以降，火力で発電しているが，電気代の値上げや二酸化炭素排出量の

増加が続くのかと考えるとそちらの方が不安。 

70 代

以上 
女性 県北 日本は天然資源が少ない。原発停止でさらに外交が弱くなるのが心配。 

70 代

以上 
男性 県央 

原発も怖いが，天候不良による電力不足や環境破壊による温暖化の進行の

方がより危険に感じる。 

 
○「不安に思わない」と回答した方の意見 

年代 性別 地域 意見の内容 

10 代 女性 県北 茨城の自然を生かして再生エネルギーを推奨するべき。 

10 代 男性 県南 
今後一番有望な発電は藻(ボトリオコッカス等)による石油精製を用いた

火力発電だと考えており，県内の関係研究機関への支援を望みます。 

30 代 男性 県央 この機会に太陽熱発電や核融合などの新しい技術を広めていって欲しい。 

50 代 女性 県央 
太陽光発電等の増加で，原子力に頼らない供給が進んでいることは良いこ

と。でも震災のときに芽生えた節電意識が忘れられていることが残念。 

50 代 男性 県西 
行政は自宅や地域の自家発電や蓄電を支援すべき。これからは，自宅や地

域でエネルギーも自給自足する時代。災害にも強くなる。 

50 代 男性 県北 
最近注目されている森林資源を活かした自己完結型の地域社会など有望

な選択肢はいくつかある。 

60 代 女性 県央 
原子力発電は欠かせないものと考えております。省エネ生活を続け，過大

なエネルギーを使わずに生活を続けたいものです。 

70 代

以上 
女性 県央 

一人一人が節約に心がけ自然エネルギーを上手に使えば，原発に頼らなく

てもやっていける。 

 
 
（６）今後の情報通信社会の進展について 
 
○「不安に思う」と回答した方の意見 

年代 性別 地域 意見の内容 

10 代 女性 県央 人との関わりが薄れることに不安を感じる。 

10 代 女性 県西 
情報化により，さまざまな問題が発生していることが不満です。若い子が

情報技術により犯罪者になるケースが多い。 

10 代 女性 鹿行 
SNS の発達で新たないじめも発生するかもしれない。発展しすぎると悪影

響を及ぼす可能性があることを十分に考えて欲しい。 

20 代 女性 県南 
ネットやスマホでの個人情報の漏洩などの洩れや，将来子どもたちが将来

いじめなどに合うのではないかと今から心配です。 

20 代 男性 県南 
あまりにも進歩が早くめまぐるしくついていけない。ネットに依存しない

と不利益を被る場面もあり不安である。 

20 代 男性 県南 
高度情報機器の発達は便利であるが，情報の往来が激しいため個人情報の

管理の面で不安な点がある。 
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30 代 女性 県北 
便利になることは良いことだと思いますが，いろいろな犯罪に子ども達が

巻き込まれそうで不安怖いです。 

30 代 男性 県央 
インターネットでしか利用できないサービスが増えている。ネットを利用

できない人との格差が拡大するのではないかと不安に思う。 

30 代 男性 県央 
ＳＮＳでの情報拡散が社会問題化しており，若いうちから情報の機密性の

大小を学ぶ必要があると思う。 

40 代 女性 県北 

私の世代は良いが，70 代の両親はインターネットさえ使っておらず，今

後行政的なことがデジタル化されて行くようなことがあれば，2人がつい

て行けるのかどうかとても心配だ。 

40 代 男性 県央 
高齢社会が進む中ＩＴで生活は便利になっていくと思うが，その反面個人

情報の管理も大変重要であり，悪用のされることが心配がである。 

40 代 男性 県西 情報化社会が進んでも結局人間対人間のコミュニケーションが重要。 

40 代 男性 県南 情報化社会に流されるのではなく，情報を活かす社会が必要。 

40 代 男性 県南 
大人はともかく，スマホやパソコンが生まれた時からある子どもたちへ与

える悪影響が心配。 

50 代 女性 県央 
検索すればすぐ答えが出てしまい，考える力や倫理，道徳心などが欠けて

しまうのが残念。 

50 代 女性 県北 
情報化社会は，利便性に大変優れている反面，青少年の心身の成長を阻害

疎外している。携帯，スマホの正しい使い方を指導していく必要がある。 

50 代 男性 県北 
災害時でも使うことのできる情報通信体制の整備を期待する。できればい

つも使っているもので。 

60 代 女性 県北 
皆が皆使えるわけではない。特に年寄りはパソコンが使えないのに何でも

インターネットでという考えはおかしい。 

60 代 女性 鹿行 
コミュニティもそうだが，人間として言葉を発し，自分の考えをきちんと

相手に伝えることを見失なっていきそう。。 

60 代 男性 県北 ネットなどへの依存性が問題である。 

60 代 男性 県西 
人と人との対面での接触が少なくなり，地域コミュニティの維持が難しく

なるのではないかと思う。 

60 代 男性 県南 便利な反面，人間らしさ，日本人らしさが薄れ，歪んでいくように思う 

70 代
以上 

女性 県央 
高齢者がついていけず取り残されるのではという思いがある。高齢者を標

的にした犯罪にもつながる。 
70 代
以上 男性 県南 相手の顔がみえない。ごまかしの社会になりそう。 

 
○「不安に思わない」と回答した方の意見 

年代 性別 地域 意見の内容 

30 代 男性 鹿行 セキュリティーが高ければ特に不安はない 

30 代 男性 県南 
デメリットよりもメリットの方が大きい世代にとってはむしろ期待して

いる。 

40 代 女性 県西 
便利になって行くのは素晴らしいこと。リスクが伴う事を忘れてなければ

ですが。 

70 代

以上 
女性 県南 地方に住んでいて，時代についていくには，情報を勉強するしかない。 
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（７）大規模災害への備えについて 
 
○「備えが不十分」と回答した方の意見 

年代 性別 地域 意見の内容 

10 代 男性 県北 
東日本大震災から学んだので今は大丈夫だと思うが，記憶というか，地震

への意識がやや薄れているとも思う。 

20 代 女性 県西 
地域での防災訓練や避難場所の見直し，備蓄などへ行政からの補助がある

と良い。 

20 代 女性 県央 
各市町村に震災時の対応マニュアルなどはあるのかもしれないが，市民に

は細かく伝わっていないと思う。 

20 代 女性 県南 
行政の対応は今できる最大の事をしていると思うが，住民一人一人が災害

対応出来るかというと疑念がある。住民が自助できる仕組みが必要。 

20 代 男性 県央 
県や市町村でどのような対策をしているのか，考えているかわからない。

個人の備えも必要だが，役割分担を明確にして欲しい。 

20 代 男性 県南 
最近は想像できない大規模災害が多い。人間の考えには限界があると思う

が，過去にあった災害程度は乗り切れる備えはしておくべき。 

20 代 男性 県南 
例えば，茨城県に震度 6レベルの地震が起きたらどうなのか。そういった

シミュレーションをして結果や対策を住民に知らせるべき。 

30 代 女性 県央 
東日本大震災の時，防災無線による放送が少なかった。それが不安を煽ら

せ，対策を遅れさせた。まずは情報を伝えることである。 

30 代 女性 県北 
東日本大震災以降，ある程度準備しましたし，されたと思いますが，本当

に十分か当時を思い出してチェックすることが大切だと思います。 

30 代 女性 県南 

東日本大震災で，インフラの弱さが浮き彫りになった。地震に強い道路整

備が急務だと思う。また，個人レベルでは，備蓄の意識が低すぎる。負傷

者対応から避難所設置等様々な対応をしている職員も被災者だというこ

とを忘れてはいけない。 

30 代 男性 県央 
3.11 では電気の復旧が遅かった。電線を地中に埋めるなどの対応が必要。

電気さえあれば水道が無くても何とかなる。 

40 代 女性 県南 
震災時には，障害者への支援がなかった。弱いものへの支援や対応を宜し

くお願いします。 

40 代 男性 県央 
備蓄よりも自給自足を。茨城は自然が豊かであり，また，耕作放棄地も数

多くあるので，これらを利用してみては。 

40 代 男性 県央 

東日本大震災においても，県内の人的被害は先日の広島の土砂災害より少

ない。災害はいつ，どこで起きるかわからないのだから，ハード整備を進

めるより，落ち着いて行動する等の意識啓発等が有効では。 

40 代 男性 県南 

震災から時が経ち，記憶から風化してきている。世界の巨大地震の２割が

起こる日本列島は，いつ震災が起きても不思議でないことを一人一人が認

識しなければならないが，なかなか難しい。 

40 代 男性 県央 
インフラの老朽化対策。行政まかせではなく町内会などの単位で災害対策

が必要，住民各自の意識改革が必要である。 

50 代 女性 県北 
近所が高齢世帯で，居宅も老朽化しているので不安極まりない。自分では

何もできない。地域でもできないかも。 

50 代 男性 県北 

明日，東京が東日本大震災クラスに襲われた場合，決してオーバーではな

く国の存亡に関わる事態といえますが，一極集中に本当に真剣に不安を感

じている人間が果たして何人いるのでしょうか。 

60 代 女性 県央 

ハザードマップ等で危険個所はある程度わかるが対策が追いつかないと

思う。むやみやたらな山林等土地利用の変更による宅地化，工場化など見

直しが必要。個人では何もできない。 

60 代 女性 鹿行 完璧な備えは不可能ではないでしょうか。「減災」を考えた方が良いので
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はないでしょうか。 

60 代 男性 県西 行政の努力は認めるが，個人の努力も必要と思う。 

60 代 男性 県北 
自主防の結成等が進み，結構なことだと思う。実際の災害時に各地区の住

民に誰が指揮して運用する明確にしておくともっと良いと思う。 

60 代 男性 県北 都市機能の分散化をすべき。茨城にも分散化した場合に誘致を。 

70 代

以上 
女性 県央 

自然は怖い勝てない。自然災害のすべてをハード面で対応は難しいと考え

ますので，ソフト面の充実を図るべきである。 

70 代

以上 
男性 県南 

東日本大震災の記憶，記録を如何に後世に伝えるか。先人の知恵をどう継

承するか。それが将来の災害の被害軽減につながる。 

70 代

以上 
男性 県央 

自助，互助，共助，公助の視点に立って情報の共有化をはかるとともに避

難計画等，その役割を明確にして住民に周知する必要がある 

70 代

以上 
男性 鹿行 

大震災を経験し，一時的には認識はしたがほとんど準備されていないと思

う。（訓練，非常食準備，地域コミュニティのつながりなど） 

 
 
（８）行政サービスの民営化や市民団体への委託について 
 
○「進めるべき」と回答した方の意見 

年代 性別 地域 意見の内容 

10 代 女性 県南 
進めるべき。一方で，行政サービスとして，必要不可欠な部分まで削られ

ないように全権委託はすべきではないと思います。 

20 代 男性 県南 
人口の減少に伴い税収の落ち込みは明らかであり，行政だけでは解決でき

ない問題も出てくるので，市民の自助努力が必要。 

40 代 女性 県北 
行政機関は，詳細な個人情報を有しているところであり，民営化や委託に

あたり，その情報の管理がしっかりできるのであれば，良いとも思う。 

40 代 男性 県北 
行政は，仕事は増えているが，人は減らされており，住民へのサービスの

質が低下している。民間に出来ることは，どんどん進めるべき。 

50 代 女性 県南 
公務員は削減し，民間へ委託し，サービス向上を図って欲しい。雇用も促

進されるはず。 

50 代 女性 県北 

民営化することにより，サービスより利益優先になりそう。個人情報が担

保されない。反面，行政では出来ないような企画立案にも期待できる。十

分に検討して進めて欲しい。 

50 代 男性 県南 
これからの公共サービスは行政だけでなく民間主体と行政がそれぞれの

長所を生かし対等な立場で担っていくことが望ましい。 

 
○「やめるべき」と回答した方の意見 

年代 性別  意見の内容 

30 代 男性 県南 
民営化により，利益追求型となり，サービスを受けられる受けられない等

差ができる可能性が高いから。 

40 代 女性 県北 委託できるものとできないものがあるため，予算だけの問題ではない。 

50 代 女性 県央 
プライバシーの保護や，悪用防止等の安全性が担保されるのでしょうか。

あまり安易に考えないで欲しいです。 

60 代 男性 県央 
資金不足なのか人材不足なのかわからないが，あまりにも民営化しすぎ。

もう少し行政としての責任を持って欲しい。 

70 代

以上 
男性 県南 

行政は，外部委託しても責任を持って行ってくれるのかな。委託業者の金

儲け主義への責任を。それが保育所だったら，子どもを安心して預けられ

ますか。（命を預けるんですよ。） 
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問５ 各種生活環境についての現在の重要度，満足度 
 
１「医療環境」への意見 

年代 性別 地域 意見の内容 

10 代 女性 鹿行 
重い病気などに罹り，遠くの病院まで行っていたら悪化すると思う。適度

な距離で病院を置いて欲しい。 

20 代 女性 県央 
私自身は未婚で子どもはいないが，産婦人科が減り過ぎていると感じる。

若い世代の賃金を上げることと併せて産める環境の整備が必要。 

20 代 女性 県央 
今は自分で車を運転して医療施設に行けるが，歩きやバスで行けるところ

にはありません。通院にも困る状況になりそうで不安です。 

20 代 女性 県西 
子どもの医療費を無料にしていただけると助かります。また，夜間に小児

を診察してくれる病院を増やして欲しい。 

40 代 女性 県央 病院，特に婦人科が少ない。交通機関が少なすぎるので不便である。 

40 代 女性 鹿行 
医師不足と高齢者の増加により，充分な医療が適切に受けられない不安が

ある。医師の適切な配置をお願いしたい。 

50 代 女性 県南 
ある程度の距離に総合病院から個人病院まであるので，安心ではあるが，

車の運転ができるのが前提で，車が運転できなくなったときが不安。 

50 代 女性 県北 
病気にかかったとき，どこの病院の何科を受診すれば良いか適切にアドバ

イスできる専門窓口を配置すれば，医療費の抑制に成ると思う。 

60 代 女性 鹿行 受け入れ拒否など救急医療の受け入れに時間がかかりすぎる。 

 
２「子育て相談」への意見 

年代 性別 地域 意見の内容 

10 代 女性 鹿行 

新米ママが赤ちゃんのことを何も知らなくて夜泣き等を止められなかっ

たら近所の迷惑になります。しかし，相談できる人がいたら分からないこ

となどが聞けるので安心できると思います。 

10 代 女性 鹿行 
子育てのノイローゼで児童虐待などを行ってしまう母親たちのストレス

を発散させ，未然に虐待事件を予防することはとても重要だと思います。 

20 代 男性 県央 
職場の方，友人，家族などに相談している。全くの他人に相談しようと考

えることは少ない。 

30 代 女性 県南 
各種相談窓口は，働いている人が相談できる時間ではない。平日の 14 時

～16 時とかに電話や来所できるわけがない。 

30 代 男性 県央 最近はインターネットの方がより正確で，幅広い知識を得られる。 

30 代 男性 県南 
相談できる人や場所，情報が偏っていて，必要な人に届いていない。わか

りやすくする必要がある。 

40 代 女性 県央 
徐々にネットワーク出来てきていると思うが，子育てはとても不安である

ため，横，縦と色々な目線での対応が大事だと思う。 

40 代 女性 県央 
近所に産後の母親が集まれるスペースがあるので，育児に余裕がもて，支

えてくれる人がいる安心感もあり，もう一人産みたいと思えた。 

50 代 女性 県央 
少子化の今，子育て中の母親を支えることはとても大切なことだと考え

る。心に余裕ができれば子どもを多く望む家庭が増えるかもしれない。 

50 代 女性 県南 
核家族化が進み，子育て経験のない夫婦だけの家庭がほとんどである。祖

父母はもとより，地域住民が集える場所と企画が必要。 

50 代 女性 鹿行 
核家族化が進み，周りに相談できる人がいないということが多くなってい

る。子育て中の若い世代の人たちが集う場が必要。 

60 代 男性 県央 私達の子育てから比べたら現在は贅沢である。 
70 代
以上 

男性 県北 高齢者が若い家族をバックアップすることが必要。 

70 代
以上 男性 県西 

子育て相談は，利用するのに色々制限があり，思う様に利用できない状態

だと思う。 
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３「乳幼児・学童保育」への意見 

年代 性別 地域 意見の内容 

10 代 女性 鹿行 小さいときは，親と過ごしたほうが幸せだと思う 

20 代 女性 県北 

町立の保育所の定時は一律だが，延長保育はまちまちであり，延長も早く

終わってしまう所があり，なかなかフルタイムで働けず悩んでいる母が多

い。 

30 代 女性 県北 
私立保育園の実態について，ひどい状態だと聞きました。認可，無認可に

係らずもっと厳しく監視すべきだと思います。 

30 代 女性 県南 
18 時までの延長保育ばかりで実状に合わない。企業の終業時間はほとん

ど 18 時までなのにどうしろというのか。 

30 代 女性 県南 
サービスがあるために頼りすぎてしまう側面もあり，子どもと親が触れ合

う時間が減る事による悪影響も懸念される。 

30 代 女性 県南 

サービス業従事者や女性労働者が増えているのに，土日祝日や夜間は預け

られないなど，実状に即していない。長い時間預けれるサービスではなく，

様々な条件の人が預けれるようになって欲しい。 

30 代 男性 県央 
延長することにより子どもと接する時間が少なくなってしまうことはマ

イナスの要因となるのではないかと思う。 

30 代 男性 県央 
ライフスタイルや働き方が多様化しているので，民間の保育参加を積極的

に導入し，柔軟な保育体制が更に必要。 

40 代 女性 県央 
自分の子どもを「気軽に預ける」という考えに不安を感じる。家庭で過ご

す時間をもっとしっかり考えるべきではないか。 

40 代 女性 県央 

学童保育の対象が小 1～小 3であるが，小 6まで延長して欲しい。また，

預かるだけでなく，サービスの充実を計って欲しい。公立での対応が無理

な場合は，民間の学童保育を増やして欲しい。 

50 代 女性 県南 
女性の社会進出については賛成であるが，保育については，親の役割，子

育ての楽しさを忘れないようにして欲しいと思う。 

50 代 男性 県南 
子育てを地域のコミュニィティが支えることは今はできないことを認識

して，子育てサポーターや NPO を育てて行くことが必要である。 

60 代 女性 県南 
他人に育ててもらうことを前提で子どもは産まない。自分で育ててこそ

“情愛”は育まれるものと思う。 

70 代

以上 
男性 鹿行 

本来は，家族内や地域内で解決できることが望ましいのだが，それが難し

いとなれば求められよう。 

 
４「老後の保障」への意見 

年代 性別 地域 意見の内容 

10 代 女性 県央 自分たちの代まで持続可能なのか不安です。 

10 代 女性 県南 今のままでは，十分な保障がなくなると思う。 

30 代 女性 県南 

老後の生活なんて不安だらけ。年金も不明，不透明だし，他に何の保障が

あるのかも知らない。勉強も必要だが，知る機会やアドバイスがもっとあ

ってもいい。 

30 代 女性 県南 

全く満足できない。子育てにお金がかかるのに老後の備えまで個人に任さ

れるのはおかしい。もっと子育てをしてない人から多額の税金を取って賄

って欲しい。特に若い世代。 

40 代 女性 県央 
40 代で未婚なので，老後はとても不安。このままだったら間違いなく孤

独死。身内も近くに住んでいないし，充分な蓄えもないのでとても不安。 

40 代 男性 県央 

まだ給与等など都市部と地方の差は大きくとても税金が上がり，年金の支

給が下がっては生活が出来なくなるのではと，とても心配しています。も

っと高齢になっても働ける環境を作るべきではないかと思います。 
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40 代 男性 県央 

保障も重要ですが，まずは自分で備えるのが基本。そのためにはどうしな

くてはいけないか，知らなくてはならない。義務教育や高校で人生設計や

保険，保障，財産運用のことを教えるべき。 

50 代 女性 県南 

年金受給年齢の引き上げや年金額の変更等，社会情勢の変化に合わせた変

更ではあるが，仕事を始めたときの計画から大幅な減であり，生活設計の

見直しが必要であり，また子ども世代の負担増にも不安を感じる。 

50 代 男性 県南 
裕福な方と貧困な方をリサーチして，貧困な方にはしっかりと保障してい

く必要がある。しかし，県の仕事ではなく基礎自治体の施策にすべき。 

60 代 男性 県央 
老人に対する過保護の状態である。医療費の自己負担が少なすぎる。病院

へ行くと老人がたくさんの薬を抱えている，これでは日本は潰れる。 

60 代 男性 鹿行 
年寄りの比率が増えるので，あまり金をかけすぎるのは，若い人に負担を

かけることになる 

70 代

以上 
男性 鹿行 

公的年金制度をどのように維持していくのか。若い人たちにも支持される

制度であって欲しい。 

 
５「高齢者福祉サービス」への意見 

年代 性別 地域 意見の内容 

10 代 女性 県南 施設数は多いが，在宅医療･福祉サービスの充実が図られていない。 

20 代 女性 県央 
若い人や女性が介護に時間をとられ，働けないような事態にならないため

にもサービスの充実が必要である。 

30 代 女性 県南 
高齢者ではなく，障がい者へのサービスを充実させるべき。元気な高齢者

には必要ない。 

30 代 男性 県央 
今後，需要が増えるので，福祉業界で働く人の賃金を上げ，労働力を確保

することが必要。 

40 代 女性 県央 安価で入所できる介護付の施設がもっと増えるべきだと思う。 

40 代 男性 県央 
今後，お世話になることを考えると重要だが，子育てや他の施策とのバラ

ンスが必要。 

40 代 男性 県南 
高齢者への福祉サービスは重要ですが，長期的なことを考えると少子化対

策をより重視すべきと思います。 

50 代 女性 県西 
投票権を持たない子どもへの福祉サービスが後回しにされる傾向が強い。

今まで厚遇されてきた高齢者へのサービスはある程度は我慢すべき。 

70 代

以上 
男性 鹿行 

高齢者は増加の一途であり，福祉サービスにも財源や物理的な限界があろ

う。しかし，姨捨山にすることができない以上，尊厳が保てるような最低

限のサービスは充実して欲しい。 

70 代

以上 
女性 県西 

本当に必要な人に福祉サービスが届くのは良いが，サービス過剰で公費が

浪費されないようチェック機能を設けて必要がある。 

70 代

以上 
男性 県南 

高齢者が天候に左右されず簡単な運動等交流できる施設が欲しい。高齢者

に少しでも積極的に健康維持などの配慮が欲しい。 

 
６「障害児者支援」への意見 

年代 性別 地域 意見の内容 

10 代 女性 県央 キャリアが豊富な指導者や支援者が必要だと思う。 

10 代 女性 県央 周囲の偏見の払拭などが不十分に思う。 

20 代 女性 県南 障害のない子どもへの指導が行き届いていない感じがする。 

30 代 女性 県央 
高齢者の施設やサービスは増えているが，障害児・者への対応がまだまだ

不十分な気がします。 

30 代 女性 県南 
望んで障害を負った人はいないので，甘やかす支援ではなく，自立できる

支援をしっかりと行い，生きる希望を持てる社会になって欲しい。 
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30 代 女性 県南 軽度の障害児（小学生～）の支援が少ない。相談，養育施設が少ない。 

30 代 女性 県南 

障害のある子にももっともっと優しい県になって欲しい。県内にはダウン

症の子のグループホームが一つもないと聞きました。保育園幼稚園も限ら

れます。一時保育も断られるそうです。 

30 代 男性 県央 軽度の障害者が積極的に社会参加できる仕組みが必要。 

40 代 女性 県央 

私自身が障害認定を受けているが，安定した収入を得るのに苦労してい

る。なかなか職が見つからなかったり，雇用期間が短期だったりするので，

とてもしんどい。 

50 代 女性 県北 
我が家にも該当者がいるが，どこに行けば適切な援助が受けられるのか探

しても見つからない。県北では家族が頭をかかえているだけの状況です。 

50 代 男性 県南 

障害児・者などへの支援は重要な施策である。障害者が地域で生活するこ

との重要さを知ることが，地域を豊かにし，人間関係が優しいものとなる。

そのことで社会が活性化する。 

70 代

以上 
男性 県北 障害者に合った労働環境が必要。 

70 代

以上 
男性 県北 健常者が，弱者を支える社会構成は不可欠である。 

 
７「交通の便」への意見 

年代 性別 地域 意見の内容 

10 代 女性 鹿行 
電車もバスもとても少ない。運賃も高い。学生や高齢者には厳しい。都内

への交通も不便。 

10 代 女性 県西 車がないとどこにも行けない。電車とバスを通して欲しい。 

10 代 男性 県北 バスは増やして欲しいけど，利用者と料金が釣り合わないと思う。 

10 代 男性 県央 高齢者が増えているので，交通機関を充実させるべきだ。 

20 代 女性 県北 
東京から引っ越して来たばかりですが，以前住んでいた所と比べると色々

と不便に感じます。でも，のんびり暮らすにはいいのかもしれません。 

20 代 男性 県央 

観光地へ行く際も公共交通機関だと不便なことがある。エコや他県からの

観光とも関連してくると思うが，公共交通機関の利用を促進し，利用者の

増加，バスや電車の本数の増加を図るべき。 

30 代 女性 県西 
駅までのバスの本数が少なすぎて，電車を使って都市部までの就労が難し

いため，引っ越さなければならない。住民が流出している。 

30 代 女性 県南 

高齢者の自動車運転は危険。それをなくすためにも，公共交通機関を充実

させることで，交通事故の防止と，駅，バス停まで歩くことによる筋力ト

レーニングに繋がり，元気な高齢者が増えることに期待できる。 

40 代 男性 県央 
自動運転技術で，運転しなくても目的地に移動できるようになると，本当

に社会が変わると思います。 

50 代 女性 県央 
周りにバスや電車の乗り方を知らない人が何人もいたのには驚いた。そこ

から初めてみては。 

50 代 女性 県南 
TX の開通により県南からの都心へのアクセスは充実しているが，市内や

その他の地域へ行くための公共交通機関の充実が必要。 

50 代 男性 県南 常磐線の利便性や自然災害に対する脆弱性の改善はまだまだ足りない。 

50 代 男性 県南 
交通政策は，基礎自治体を繋ぐ施策であると県は考えて行くべき。また，

都市交通と地域交通のリンクが必要で，民間交通と考えて行くべき。 

60 代 男性 県央 
人口の減少時の公共交通機関のあり方を真剣に検討するべし，これこそ公

営にして民間委託し公の補助で最低限維持するべし。 

70 代

以上 
男性 鹿行 

高齢者やハンディを持つ人たちが自宅や施設に閉じこもることなく地域

と接触していくためにも，公共交通機関の整備が求められる。年々，地域

交通は衰退していき，クルマを運転できない者は，生活すること許されな

い状況になっていくように思われる。 
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８「道路整備」への意見 

年代 性別 地域 意見の内容 

10 代 男性 県西 
ここは整備しなくてもいいのではないかと思うような場所を整備してお

り，税金の無駄なような気もする。 

20 代 女性 県央 
必要とする道路の整備を見逃されている。どういった優先順位で工事して

いるのか理解できない。公開していくべき。 

30 代 女性 県南 小学校への通学路が歩道がなく危険。 

40 代 男性 県央 
新しい道路はいらないと思いながら，自宅前の未舗装道路は舗装して欲し

いと思う矛盾。これから人口が減っていくことを前提すべき。 

40 代 男性 県北 

道路を更に増やすと将来の維持管理費が増大してしまうのではないか懸

念する。今ある道路を生かしたり，廃道・払い下げを進めるなど，道路総

延長を増やさない観点が必要。 

50 代 女性 県北 
車中心の道路でなく，歩行者や自転車が安全に通行できる道路の整備が望

まれる。 

50 代 男性 県南 
交通手段が自動車から公共交通や自転車等にシフトされれることを目指

せば，ほとんど利用者の無い道路まで道幅を整備することもないだろう。 

50 代 男性 県南 
道路は生活道路の整備が先決。現在の都市交通（幹線道路）とアンバラン

ス（通学路等）である。命を守る政策を基本に考える必要がある。 

60 代 男性 県北 避難に重要な道路は整備していく必要がある。その他の道路はもう十分。 

70 代

以上 
男性 県南 

道路が整備されているとは言えないが，それほど重要でもない。予算は福

祉を最優先にすべきである。 

70 代

以上 
男性 鹿行 

メンテナンスという意味での道路整備は欠かせないし，生活道路の歩道整

備や自転車専用レーンの整備などは必要だが，新設は終わりにすべき。 

 
９「情報環境」への意見 

年代 性別 地域 意見の内容 

10 代 女性 鹿行 
便利だが，些細なことで人間関係が悪化することもあるので十分に注意し

ながら使用しなければならないと思う。 

10 代 男性 県北 最低限，どこでも回線が繋がる環境が望ましい。 

60 代 女性 鹿行 
高齢者になってからでも利用できる講習会やアドバイザーなど気軽に聞

ける場があるといい。 

60 代 女性 県南 
コミュニケーションは対面が基本です。メールは行き違う事の危険性があ

ります。ますます“繋がれない”社会になりましたね。 

60 代 男性 県央 
発信者はいろいろ考えていると思うが，高齢社会で受信者側のことをもう

少し考慮して欲しい。 

70 代

以上 
男性 県北 

インターネット利用による，宅配サービスが受けやすくなり高齢者世帯に

おいては，便利である。 

 
１０「文化・スポーツ施設」への意見 

年代 性別 地域 意見の内容 

10 代 女性 県北 
茨城県は自由に使えるスポーツ施設が少ないと思う。若者や高齢者の健康

のために整備して欲しい。 

10 代 女性 県北 
県民文化センターや高萩の文化会館の音響機器など施設を充実して欲し

い。これでは県民の芸術文化レベルが上がらない 

10 代 男性 県北 
運動できる施設が少ない。またレジャーやイベントに使える施設が少ない

と思います。経済効果で町が活性化することもあるので進めて欲しい。 

30 代 女性 県南 
人口減少時代なので，新しい施設ではなく，今ある施設を維持して活用し

て欲しい。各地域に一つは人が集まり交流できる施設があれば良い。 
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30 代 女性 県央 
生活習慣病の予防や健康寿命の延伸が医療費の減少につながるので，スポ

ーツ施設などの公共施設が身近にあるのはよいと思う。 

40 代 女性 県央 健康維持や子どもの遊び場など利用できる場所は多い方がいいと思う。 

40 代 男性 県央 
地域間格差がおおきすぎる。たとえば水戸市に近代美術館があるが，水戸

の人には便利だが，遠隔地の人は不便である。 

70 代

以上 
男性 県央 施設はあるので内容を充実すべき。学校の体育館も一般に開放すべき。 

70 代

以上 
男性 鹿行 

少子高齢社会にとって有効な施策であろう。だが，鹿行地域には文化施設

が欠乏している。 

 
１１「買物弱者」への意見 

年代 性別 地域 意見の内容 

10 代 女性 県西 商店街は入りづらい，閉まっていることが多いが。 

10 代 女性 鹿行 周りにコンビニ等ないと大変不便である。生活できないと思う。 

20 代 女性 県央 
商店街も閉まっている店が多い。新しいショッピングモールには高齢者向

けのモノが少ない。お年寄りも気軽に行けるお店を作ってあげるべき。 

30 代 女性 県南 
商店街の活気のなさは残念。昔ながらの商店街的な場所を市内のあちらこ

ちらにもっと密集させて作って欲しい。 

30 代 女性 県南 
公共交通機関が発達していれば，どこにでも行くことができるし，宅配サ

ービスも充実すれば問題ない。 

30 代 女性 県央 
近くには，スーパーとコンビニぐらいしか無いが，欲しい商品は，全てネ

ット通販で購入できる。 

30 代 男性 県央 高齢化社会にあっては，徒歩圏など地域内で完結できる仕組みが必要。 

50 代 女性 県南 
現状では車がないと買い物ができない，土日は車のない老人世帯の買い出

し等に追われている。宅配等サービスも年寄りには受け入れにくい。 

60 代 女性 鹿行 車でないと不便なので，運転できなくなった時のことを考えると不安。 

70 代

以上 
男性 県西 大型店は郊外にあり，高齢者には使いづらい。 

 
１２「自然環境保護」への意見 

年代 性別 地域 意見の内容 

10 代 男性 県央 自然を守りすぎて，整備すべきところがされていない。 

10 代 男性 県西 不要な工事が多く，幼少の頃に見た自然がなくなっていくのは悲しい。 

20 代 女性 県西 
今まであった森や畑などをつぶしてまで新しい道路を作る必要があるの

か。自然の価値も効果と比較して欲しい。 

40 代 男性 県南 
茨城の魅力は，便利さと自然の両立であり，表面的な魅力よりも，住みや

すさを追求して欲しい。 

50 代 女性 県南 
つくば市及びＴＸ沿線は，どんどん開発されているが，自然環境を考えて

いるのかと疑問になる。森林伐採の前に動物・植物の事を考えて欲しい。 

50 代 女性 県北 
間伐など樹木を手入れし，日本の木の木材を使うことで，自然を守ること

に繋がるのではないだろうか。地球環境を守ることにも繋がる。 

50 代 男性 県南 

自然はとても重要である。地域の資産として考えることが必要。里山と川

と海がつながっていることを考え，環境を活かした政策が必要。茨城県は，

これができるのにやっていない。開発行為に幻想を抱いたままである。 

70 代

以上 
女性 県西 

自然環境を整え続けるのは大変なこと。是非，時間，体力に余裕のある高

齢者ボランティアの利用を考えるべき。健康維持にもつながる。 

70 代

以上 
男性 鹿行 

新たに整備するという発想よりも，もうこれ以上破壊しないというスタン

スが重要だろう。 
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１３「地球温暖化」への意見 

年代 性別 地域 意見の内容 

20 代 女性 鹿行 どの様に変化してるか細かくデータ化されてないからわからない。 

30 代 女性 県南 

最近の異常気象は，地球温暖化によるものとされている。人間が作り出し

たモノにより，地球が壊されている。後手の対策であるが，何もやらない

よりは良いと思う。 

30 代 男性 県南 
温暖化防止は，一番は個々の意識の問題だと思うが，行政の施策として何

をやっているのかわからない。 

50 代 女性 県央 電気自動車などのインフラ整備が遅れてる。まず公共の場所に使うべき。 

70 代

以上 
男性 鹿行 

徒歩 10 分のコンビニに行くのも車という世界である。市にも EV車は導入

されていない。近距離移動は自転車を推奨し，自転車専用レーンを設ける。 

 
１４「公害防止」への意見 

年代 性別 地域 意見の内容 

10 代 男性 県南 
大きい道路の近くに住んでいると，ダンプカーが通った時にものすごく揺

れて，バイクの集団が通った時はものすごくうるさい。 

40 代 女性 県央 
公害や騒音はなくなることはない。うまく付き合っていく方法を考えるこ

とが重要。 

50 代 男性 県西 
未だに平気で自宅のゴミを燃やしている家も多く，小さい工場や産廃業者

にも同様のモラルの方が多く，まだまだ意識が低い。 

50 代 男性 県南 
工場への立ち入り検査や違法な焼却や解体など，基礎自治体や警察と連携

して細やかに施策を展開する必要がある。 

 
１５「リサイクル」への意見 

年代 性別 地域 意見の内容 

10 代 女性 県央 
市町村によって分別の程度が違うので戸惑う。より細かいところに合わせ

るべきだと思う。 

40 代 女性 県南 
資源のリサイクルは，手間がかかる。その分きちんとできた人には還元す

るか，できない人にペナルティを与えるかすれば，もっと進むのでは。 

40 代 男性 県南 資源の乏しい国のため，リサイクルを徹底して行う意識は重要です。 

50 代 女性 県北 
資源ごみの分別回収は，市町村によってバラツキがあり，県として統一で

きないだろうか。 

50 代 男性 県南 
企業への義務。学校教育での親子学習など必要である。リサイクルセンタ

ーや企業へ出向いての環境教育が必要である。 

 
１６「環境衛生」への意見 

年代 性別 地域 意見の内容 

40 代 男性 県央 
集中浄化槽を運用している住宅地に下水道が接続される場合の集中浄化

槽の処理について補助金等の援助を求めたい。 

40 代 男性 県南 下水道整備より接続率を上げる方が先（同時並行）。 

50 代 男性 県南 

公共下水道に頼らず，地域で多様な排水処理を行う必要がある。親子での

水質検査や水辺の利用，環境教育も必要。また，原発による汚染対策も最

重要で，霞ヶ浦へ流れている河川対策は，具体的に動かなければならない。 

 
１７「防犯」への意見 

年代 性別 地域 意見の内容 

30 代 女性 県北 
警察官のおかげで平和で安心な生活が出来ていると思いますが，何かあっ

っても，被害がでないと動いてもらえないという話も聞きます。 
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30 代 男性 県南 犯罪も自分たちで守らないといけないが，夜の巡回や街灯が少ない。 

30 代 男性 県央 自治体レベルで防犯パトロールを強化するべき。 

50 代 男性 県央 防犯には，地域コミュニティーを有効活用するべき。 

50 代 男性 県南 

犯罪が起こらない社会環境をどうするかが最重要で犯罪者を取り締まる

ことが最重要ではない。また，刑務所を出所した者への社会参加の施策が

ほとんどない。このような施策の方が重要である。 

60 代 男性 県央 治安についてはさらに充実が必要，警察官の数を増やすことが必要。 

 
１８「原子力関連の安全対策」への意見 

年代 性別 地域 意見の内容 

10 代 男性 県北 
放射線への正しい理解をみんなにさせないといけないと思う。世の中の風

潮に流されてほんの微量でもかなりビビっている人がいた。 

60 代 女性 県央 
福島ではいまだに問題が解決されていない。自然災害が年々大きくなって

いるなか，本県の災害後の補償や対応が議論されているのか。 

60 代 女性 県央 
原子力関連施設に関しては，震災以降大きな問題になっている。万が一に

ついては，今話し合われているが，さらに十分な話し合い，対策を願う。 

60 代 男性 県央 
どのような安全対策がとられているか分からない。福島のような事故が発

生した場合，どのような手段でどこへ避難するのかも分からない。 

60 代 男性 県北 
原子力発電所が近くにあるので，大きな地震があった時に本当に大丈夫な

のか不安である。避難の範囲も広くなると思うので，対応が難しいと思う。 

60 代 男性 県北 

原子力施設の安全対策には，限界があり，自然の力には対抗できない。ま

た，発電後の放射性物質の処分方法も決まっておらず，原子力は未来の人

類発展を考え無くすべきと思う。 

70 代

以上 
女性 県西 

どんなに安全対策をしてもそこに働く人間のヒューマンエラーが度々報

じられていることがとても気になる。しっかり教育して欲しい。 

 
１９「交通安全」への意見 

年代 性別 地域 意見の内容 

30 代 女性 県西 
自転車道の整備，無灯火やスマホを見ながらの運転などの取り締まりを行

って欲しい。 

40 代 女性 県南 街灯が少ないので，子ども達の下校時が不安でしかたがない。 

40 代 男性 県南 

行政というより，個人のマナ－と遵法意識の問題。ドライバ－だけでなく，

歩行者や自転車も危険な行動が多い（特にお年寄り）。交通事故は，避け

られない，やむを得なかった事故というよりは，ルールやマナー違反によ

る凡ミスから起こったものの方が圧倒的に多い印象がある。 

40 代 男性 県央 交通安全対策は必要だが，交通の利便性とのバランスは必要。 

50 代 女性 県北 
安全に安心して，生活するために，交通法規等を県民一人一人に浸透する

ような学習の場と指導が必要である。 

50 代 男性 県南 

生活道路と幹線道路の交わるところは，安全な設計が必要である。交通安

全は交通体系も考えるべきである。また，教育も必要である。警察官が地

域の人に交通安全について，説明するなど身近な問題として捉えて，地域

とのネットワークも必要である。 

60 代 男性 県央 新しい道路をつくるより既存の道路を整備し安全を図るべきではないか。 

70 代

以上 
男性 鹿行 

茨城県は特に交通マナーが悪い。普段はよい人でもハンドルを握ると別人

になってしまう。車だけでなく，歩行者や自転車走行者も同様にダメ。 

70 代

以上 
男性 鹿行 

茨城県の交通状況は全国最低。県警などの対策もただ「呼びかける」とい

った程度で，その持てる力を発揮していないのではないか。 
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２０「防災」への意見 

年代 性別 地域 意見の内容 

10 代 女性 県央 
避難所生活は不安だった。避難所内の防犯などの管理も徹底したほうがい

いと思います。 

20 代 男性 県南 
災害に対する対策など物足りない何かが起きてからやるんじゃなくて何

かが起こる前にやって欲しい 

30 代 女性 県南 
大雨時の排水が悪くあっちこっちで水があふれています。適正なインフラ

の管理をお願いします。 

30 代 女性 県南 
災害は，個人が危機を持ち，情報収集すべきだが，こういう時はこう動く

などのマニュアルを学ぶ機会を義務にするくらいして欲しい。 

40 代 男性 県央 
自然災害を完全に抑えられるというのは人間のおごりです。まずはどんな

リスクがあるのかを周知すること。 

40 代 男性 県央 
災害がおこりそうなところには，住まないことも重要で，わざわざ危険な

ところに住む必要はない。 

50 代 男性 県南 

基本的に大災害は防げないと思います。避難計画をしっかりする。水害な

どは氾濫しても大丈夫なような，水の逃げ道や，田んぼの利用など，地域

の地勢を考えた計画にする。 

60 代 男性 県南 
災害時の避難場所の設定が行政単位ごとに行われており，境界近くの住人

には，理不尽な設定がなされている。 

 
２１「食の安全」への意見 

年代 性別 地域 意見の内容 

30 代 女性 県南 県主体で検査していれば，安心である。企業に丸投げでは，信用できない。 

40 代 男性 県央 
食品安全行政の強化を望む。茨城県の行政は他の都道府県より食品の安全

に対する意識が低い。 

50 代 男性 県西 
3 年しか経っていないのに，生鮮品が遠方の産地のものが入手しづらくな

ってきている。放射性物質が気になる者にも選択の機会が欲しい。 

60 代 女性 県西 
安全で安心な食材が入手できる事は大切だと思います。危険な食材は店頭

に出さないようにしていただきたい。 

70 代

以上 
男性 鹿行 

基本的には我が身は我が守るということだろうが，情報は適宜適切に提供

していく仕組みは必要だろう。 

 
２２「地産地消」への意見 

年代 性別 地域 意見の内容 

10 代 女性 県央 地産池消をもっと進めて欲しい。 

10 代 男性 県南 新鮮で安全であれば，地元産でなくてもいいとも思う。 

20 代 男性 県南 
地産地消は良いとは思うが，地域によって得意不得意はあるはずで，長所

を伸ばし，地域間で融通すべき。 

40 代 男性 県西 
すべての材料を県内産で賄っている料理にマークを付与するとか，差別化

をしてもよいのでは。 

40 代 男性 県央 地元に拘らず，全国のものをとりよせ，全国にものをうればよい。 

40 代 男性 県北 
「良質で，新鮮な野菜や魚，加工品を食べることができる」のであれば，

「地元でとれた」ものである必要はない。 

50 代 男性 県南 
学校給食で考えていくことが重要。大きな企業や病院の社食なども提供し

て行くようにする。 

60 代 女性 県西 栗とかメロンなど日本一なのに，それを堪能できる場所がない。 

70 代

以上 
男性 鹿行 健康のためにも，地域のためにも望ましいこと。 
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２３「消費者相談」への意見 
年代 性別 地域 意見の内容 

40 代 男性 県央 
消費者は保護されすぎている側面がある。文句をいえばなんとかしてもら

える，というのはかえって危険な考えである。 

50 代 女性 県央 
苦情や不満はそのお店に言っているが，消費者生活センターなどや保健所

に言えばいいのか迷う。指針があると助かる。 

50 代 男性 県南 
ネット通販などが一般化しているので，悪質な業者の撤廃と消費者へ情報

提供，ネット社会を生きるための正しい知識の提供を期待する。 

50 代 男性 県南 
重要である。基礎自治体や県の消費者センターの活用ができていない。身

近でオープンな相談体制が必要である。 

60 代 女性 県央 相談もそうだが，物を売る店舗の安全・安心への意識を高めて欲しい。 

 
２４「震災からの復旧・復興」への意見 

年代 性別 地域 意見の内容 

10 代 女性 県央 復元よりも前進を重視して欲しい。 

30 代 女性 県南 
未だに工事ばかりで交通に不便。土地改良などはどうなっているのかが分

からない。 

30 代 男性 県南 
情報がないので，状況がわからない。復旧・復興が必要なところを共有し

て欲しい。ないなら進める必要もないものだと思う。 

40 代 女性 県央 
震災を機に水戸を離れる商人は，店は閉じたままでいくので，復興どころ

か衰退を感じる。 

40 代 男性 県央 復興という概念よりは，新しいまちづくりととらえたほうがよいと思う。 

50 代 男性 県南 

復興は進んではいない。経済先行ではなく，今後のまちづくりをどうして

行くか，地域で考え行動して行くことが必要である。その時間的なロスは

十分に配慮する必要がある。 

60 代 女性 県央 
復旧・復興はもっともっと早い対応を。国レベルでの早急な対応をしても

らいたい。県でも出来るものは早急に対応して欲しい。 

 
２５「教育環境」への意見 

年代 性別 地域 意見の内容 

10 代 男性 県北 教育環境で人生が左右されると思うので，教員の質が重要だと思う。 

10 代 女性 県央 伸び伸びと遊べる場所が少なくなった。自然のなかで遊ぶことも重要。 

30 代 男性 県南 
高校無料化はとても良い事であると思う。教育は次の世代の日本人を育て

る宝であると思う。次は大学教育を検討すべきと思います。 

30 代 男性 県北 
教育の環境が整っていても，質が悪くては駄目。学力だけでなく，人間と

しての質。教育は最も大事な事。 

30 代 男性 県南 
今の労働力よりも未来の技術力を学ばせる，考えさせる専門学校や高専，

商業高校が少ないと感じる。 

30 代 男性 県南 新しいことをやるだけでなく，温故知新で見直して欲しい。 

40 代 女性 県央 
学校だけが教育の場ではない。学校の環境だけがよくなっても家庭でも教

育できる環境や余裕がないと子どもの能力は伸ばせないと思う 

40 代 女性 県南 

学校ではいじめの問題があります。いじめを受けた子どもの心のケア，対

応が現状ではかなり不十分な内容です。もっと本人や，家族の声を聞き，

きちんと対策をすべき。先生方の意識も問題。 

40 代 女性 県央 

分るまできちんと指導をして欲しい。塾などお金がかかるところは通わせ

られないので，学校，市で放課後や土日勉強が分らない時に教えてもらえ

る所を作って欲しい。教育の格差をなくして欲しい。 

40 代 男性 県南 
地元の米，野菜を食べて生活できることは，教育の面で重要なポイント。

県としてＰＲできる。私は，東京の人に自慢している。 
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50 代 女性 県北 
学校現場から，教員の数を増やすか仕事量を減らさないと子どもの質はよ

くならない。一人一人の教師の負担が多すぎる。 

50 代 女性 県北 

親の所得によって，子どもの教育を受ける機会をそぐことのないような支

援が必要である。また，市町村によって受けられるサービスが異なるので

はなく県として同一化が必要である。 

50 代 男性 県央 
大学進学は，したい人ができる支援が望ましい。家庭の事情により，進学

をあきらめる人も少なくないと思います。 

50 代 男性 県央 子どもの前に，その両親の教育しなければ，理想が，妄想になりますね。 

50 代 男性 県南 

能力を伸ばすということは確立されていない。子どもがよく遊び，友達を

思い，先生と仲良く学べる環境が基本で，能力を伸ばすことを第一に考え

ると，力んだ環境になり，子どもたちは良くない。大人たちの考えである。

子どもたちの権利を考えたものにすべきである。 

60 代 女性 県央 塾に行かなければ入試に対応できないなら，学校の意味が無いのでは。 

60 代 男性 県央 
恵まれた環境は重要だが，少子高齢化で小学校の維持が難しいと聞きます

ので，実現は厳しい気がします。 

 
２６「仕事と家庭の両立」への意見 

年代 性別 地域 意見の内容 

30 代 女性 県南 
両立出来るだけのゆとりがある世の中になって，老若男女問わず，個々が

活躍できることが必要である。 

40 代 女性 県央 年齢，労働時間など働きたくても，なかなか働けない人もいる。 

40 代 女性 県南 女性の社会進出において職場での理解が無さすぎる。特に地方に多い。 

50 代 女性 県西 
仕事を選択できる程度に働く場所がある（企業誘致など）事が重要で，就

職先がなければ，若い年代層が定住するのは難しい。 

50 代 女性 県南 

女性が子どもを育てながら働くのは，とても大変だと感じている。育児を

しながら仕事を続けたい女性も，育児に専念したい女性もどちらでも選択

できる社会の仕組みが重要だと思う。 

50 代 女性 県南 
重要であるが，個人の資質に負うことが多いことに目が向けられていな

い。努力せずに簡単にできることではない。 

60 代 女性 県南 

他人の家の家事をしたり，保育をすれば，仕事としての報酬がもらえるの

に，自分の家の家事・育児には報酬がないのでしょう。主婦業はボランテ

ィアですか。 

60 代 男性 県央 
どちらかというと仕事優先の方が多いと思う。子どものしつけができない

家庭も多いように感じる。 

 
２７「人権尊重」への意見 

年代 性別 地域 意見の内容 

10 代 女性 県央 
いじめはなくならないと思う。最悪の事態を招かないための気配りが必要

だと思う。 

20 代 女性 県央 
いじめはある。もっと教師は生徒と向き合うべき。空いてる時間をなけれ

ば作り話し合う。時には勉強よりも大切なこともあると思う。 

20 代 女性 鹿行 
LINE 等が広がって以下，水面下になった。他の人からは，見えずらいい

じめが多くなってきている。 

30 代 男性 県南 
差別やいじめは必ずどこでもあります。早期発見や親，教師，学校の対応

が大切なので常に呼びかけが必要。 

50 代 男性 県西 
差別される人々，子ども達や老人などはさまざまな取り組みがされている

が，一般の大人の差別やいじめがあるのに，見過ごされている。 

50 代 女性 県南 

子育てが大きく関わっていると感じます。子どもを持つ父親として，母親

としての教育が必要。親になってからだけではなく，家庭生活の中で学ぶ

べきであるが，核家族化が難しくしている。 
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60 代 女性 県央 
部落でも親達が人の悪口を言い，子どもが聞いている。親のイジメがある

から，子どものイジメに繋がる。 

70 代

以上 
男性 県央 

知人がある会社でパワハラを受けているようだ。県などのパワハラの相談

窓口を充実して欲しい。 

 
２８「国際化」への意見 

年代 性別 地域 意見の内容 

10 代 女性 県央 「郷に入っては郷に従え」の対応も必要だと思う。 

10 代 男性 県央 もっと留学する機会が欲しい。 

20 代 女性 県北 
これからは英語が話せて当たり前だと思うので，小さいころから外国の方

との交流が出来るようなイベントや施策を欲しい。 

20 代 男性 県央 
外国人との交流する機会が少ないと知ることが出来ない。まずは機会を増

やすような取り組みをして欲しい。 

30 代 男性 県南 
日本はもっと開放していかなければならないと思う。日本の良い所をもっ

とアピールしていくべきであると思う。 

40 代 男性 県南 外国人の移住を積極的に推進すべき。 

40 代 男性 県南 

限られた資源（税金）しかないのに，日本人に対してのサービスが不十分

なまま，あまり手を広げすぎるのは賛同できない。表向きにいい顔をする

よりも，まずは県民へのサービスを充実させるべきではないでしょうか。 

50 代 女性 県南 外国人とは文化も違うしあまり信用しない方がいいと思う。 

60 代 男性 県南 日本に来たら，まず日本を理解して欲しい。 

 
２９「雇用安定」への意見 

年代 性別 地域 意見の内容 

30 代 女性 県南 
失業の不安が無ければ甘えが生じるようにも思う。それより，失業してし

まってもやり直せる制度を望む。 

30 代 男性 県南 
契約，派遣社員など，明日の生活を不安に思いながら働く人が多くいると

いう事を問題としていくべきである。 

50 代 男性 県南 
自治体でも非正規職員を多く雇用しているが，正規雇用を拡大し雇用の安

定をもって社会不安を解消して欲しい。 

60 代 女性 県央 

失業者に対し，求人の企業は増加しているが，職種が偏っていて，無職の

人はなかなか職に就けないです。また，正社員登用有としながら，何年働

いても正社員にしない企業が多いと思います。 

60 代 男性 県央 
正社員より派遣社員が多いように思うが，これでは不安なく働ける環境で

はない。 

60 代 男性 県南 
正規従業員としての安定した立場を与えられなければ将来への希望もわ

くまい。 

 
３０「就業支援」への意見 

年代 性別 地域 意見の内容 

40 代 女性 県南 
どこに職業訓練の施設があるのかわかりません。どんなことが学べるのか

も知りません。情報提供を積極的にして欲しい。 

40 代 女性 県南 女性専用のハローワークや学習の場を提供すべき。 

 
３１「女性・高齢者の社会進出」への意見 

年代 性別 地域 意見の内容 

20 代 女性 県西 
今働いている所もそうだが，男性と女性の給与の差がある。同じ仕事でそ

れはおかしい。 
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20 代 女性 県北 
子どもが小さいだけで，大企業からは断られてしまうので。行政は女性が

積極的に社会参加できるようにして欲しい。 

20 代 女性 県北 
女性が働くとなっても，子どもが風邪を引いた時，休むとなるのは女性の

方なので，具合の悪い子を預かれるような場所を設けて欲しい。 

20 代 女性 鹿行 
産休，育休については理解の無い企業が今でも多く見受けられます。そし

てその多くは，県内の中小企業だと感じています。 

30 代 女性 県南 
職業を見つけるのも，自分で情報を取りに行くべきである。他人に頼って

は，良い職場を見つけることができないであろう。 

40 代 女性 県央 
子育て中に仕事を持っているが，職場ではよく思わない人が多い。子育て

中の女性に対する意識をもっていてもらいたい。 

40 代 女性 県央 
職業訓練などを受ける条件がかなり厳しい。求人内容も募集職業が偏りす

ぎている。 

50 代 女性 県南 土日も利用できるなど，もっとニーズに合った施設や内容にして欲しい。 

50 代 男性 県南 企業の研修も受け入れやすくするなどの施策も必要である。 

60 代 女性 鹿行 
寝たきりにならないための健康づくりと無理のない仕事で小遣い程度の

収入等が出来る仕組みが必要。 

60 代 男性 県央 
社会から必要とされていると感じ取れることが重要で，それが生きがいや

健康にもつながるので，ぜひそのような体制を構築して欲しい 

 
３２「地域行事」への意見 

年代 性別 地域 意見の内容 

10 代 男性 県央 
子どもに挨拶しろというのに自分から挨拶しない大人が多い。まずは大人

から挨拶をきちんとするべきだと思う。 

40 代 女性 県南 

市内の祭り，市民体育館など町内，育成会を通しての参加，手伝いが多い。

今の時代，週末の子ども達の習い事があったり，夫は仕事など，やりたく

ないのに参加せざるを得ないと感じている人は多いと思う。 

40 代 女性 県央 地域とは言うが，よそ者に対する対応はまだまだ冷たい。 

40 代 女性 県央 
違う意味で住民間の結びつきはあるかも。地域性が出ていて，他から来た

人にはとても冷たい。 

40 代 女性 県北 

地域やコミュニティの結びつきはかなり格差が広がっていると思います。

日頃から地域の行事にいかに若い世代を取り込んでいくか考えていかな

いといけないと思います。 

40 代 男性 県央 
従来型の地域での結び付きよりは，より柔軟な人と人が交わる場があるこ

とが必要である。従来の概念にしばられるのはよくない。 

40 代 男性 県央 地元意識が強すぎる，転居してきた者はよそ者扱い。 

60 代 女性 県西 
強い行政区もあるが，まったくない地域もある。民間とタイアップして見

落とされている人を知ることが必要である 

 
３３「市民活動」への意見 

年代 性別 地域 意見の内容 

30 代 男性 県央 活動の動機付けにも，有償で行なってもいいと思う。 

40 代 女性 県央 
ボランテイアを強要する傾向が強いと感じる。ボランテイアの意味を考え

て欲しい。 

60 代 男性 県北 
近隣の助け合いや協働の流れがなくなり，ボランティアのネットワークが

必要になっているが，その質，幅，量，情報がまだまだ不足している。 

60 代 男性 県南 
もう再就職する気は無く，時間はかなりあるが気軽に参加できるボランテ

ィアや市民活動を知らない。 
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３４「行政参加」への意見 
年代 性別 地域 意見の内容 

40 代 男性 県央 
住民の要望は，自分のことしか考えていない場合が多いので，全体のシス

テム設計には使えない。 

40 代 男性 県央 まずは住民が行政についてもっと興味を持たないといけない。 

50 代 女性 県南 
住民の要望や意見が十分に取り入れられていません。また，そのような場

や取り組みを今後取り入れて欲しい。 

50 代 男性 県南 

政策立案過程に住民が参加できない。住民が政策立案過程に組み込まれて

いても，行政として受け止める体制になっていなければならない。市民参

加を権利として認める条例が必要である。 

50 代 男性 県西 
行政はアンケートに終わることなく，現地や現物，現状をその目で確認さ

れ，速やかな対策をすべきである。行政と住民の距離間を感じる。 

50 代 男性 県西 
まず，意見を出す場がなかなか無い。あきらめているのか，無関心な住民

が多いと思う。もっと積極的に意見を集めて欲しい。 

 
３５「イメージアップ」への意見 

年代 性別 地域 意見の内容 

10 代 女性 県央 魅力がないのが魅力だと思う。 

10 代 女性 県央 
流行に乗っているだけで結果に結びついていない。本当に良いものを推し

だしていくべき。 

10 代 女性 県北 
県の PR が下手。偕楽園や海浜公園や袋田の滝，つくばの科学技術，農産

物など誇れるものは沢山ある。何もないからこその良さもある。 

20 代 女性 県南 
「魅力のない県」ワースト 1 位なのを逆手にとって PR を行っているのに

は好感がもてたし，面白いと思いました。 

20 代 男性 県南 

茨城県は何を強みとしているのか。TX 沿線だって東京のおかげで発展し

ているだけだと思う。それ以外の地域はどうなっているのか。TX はとも

かく常磐線沿線を活性化しないと茨城県は県南だけの県になる。 

20 代 男性 県南 

無駄なイメージアップなど図らずともよいのでは。広告を出したりする位

なら，交通事故や犯罪を減らすように努力すべき。茨城のイメージが悪い

のは犯罪や事故が多い為であると思う。 

30 代 女性 県南 

きちんと住民に誠実に対応してくれれば，イメージアップなんて後からつ

いてくると思う。イメージアップの前にやることがある。「どっちでもい

い」と思っている住民も多いと思う。 

30 代 男性 県央 
茨城のイメージアップは進んでいると思うが，魅力が向上しないのは，東

京の隣という弱みがあるからのではと思っている。 

30 代 男性 県南 
観光分野でのイメージは高くある必要はない，住民としてはその方が静か

で暮らしやすい。 

30 代 男性 県南 
茨城県はもっとアピールしイメージアップすべきと思う。美味しい食材，

自然豊かな大地は他県にはない大きな宝です。 

40 代 女性 県央 
実際には良いところなのになぜかイメージが悪い。長く茨城に住んでいる

と周りからのイメージはわからなくなる。 

40 代 男性 県南 茨城のブランドイメージが無くてもこの県の住人は十分飯が食えている。 

40 代 男性 県南 

イメージアップを図るのではなく，むしろ女性，若者に対する住民サービ

ス進んで住みやすくするのが重要。人口を増やす施策が，県でできている

のか，検討してもらいたい。 

50 代 女性 県央 
イメージアップよりも，具体的にどうすれば住み易くなるかを住民対象に

行うことが大事だと思う。 

50 代 女性 県央 

今のままで十分じゃないのと県外に一度も出たことがない友達たちは言

う。外から見る目を担当者たちは持っているのか。もっと幅広い年代から

のアンケートをとって茨城県のイメージの分析をするべきではないか。 
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60 代 女性 県西 
茨城県は自然，農産物が豊かであまりにもめぐまれているので，欲がない

のかもしれない。その豊かさをアピールできればと思います 

60 代 男性 県央 
イメージアップなどに費用，力を入れる必要ない，その分県民の生活を良

くする工夫を真剣に考えていただきたい。 

60 代 男性 県南 

他県の人から見ると茨城県について「何のイメージもわかない，思いつか

ない」という人が多い。「特徴がないので行ってみたいと思わない」「何か

見るところあるの？」とよく言われる。 

60 代 男性 県北 
他県や他の地域の人に気を遣う必要性を感じない。県民は不満に思ってい

ないのだから，他から多く人口流入して欲しくない。 

70 代

以上 
男性 鹿行 焦ることも急ぐこともない。じっくりと着実に。 

70 代

以上 
女性 県央 

よその地で暮らしてきたこともある者にとって，この県は平穏で豊かな自

然に恵まれているのですから謙虚に誠実に暮らすことを基本としていた

ら派手なイメージアップ等をしなくとも良いと思います。人気のある県に

住めば皆幸せなのでしょうか。個々の幸せのため，人にやさしく自分も大

切に地道な努力をしている人々だからこそ大切に，そういう県であって欲

しいと思います。この県を愛する気持ちのささやかなアピールになるよう

親戚友人知人に県産の干し芋，メロン等季節ごとに送ると他の県にはない

やわらかい干し芋系は特に喜ばれうらやましがられます。海山平地と恵ま

れた環境を大切にした企画をと願います。 

70 代

以上 
女性 県西 

県のイメージアップは県人のレベルアップから，他人を思いやる常識人と

しての人格教育を考えたい。先ずは行政側，有識人からの働きかけを願い

ます。 

70 代

以上 
女性 県南 

東京に近い割にすっきり感がない。自然災害も少なく，住みやすい，これ

はと思うもの 1つを負けない県に。 
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問６ 住んでいる地域の将来の姿として期待する“まち” 
 

年代 性別 地域 意見の内容 

10 代 女性 県央 

都会が若者で最先端の便利なまちなら，茨城は高齢者，障害者などが安全

で，安心して暮らすことのできるまちにする。交通網を発展させ，買い物

も楽にでき，安心してのんびり暮らせる県にしていったら良いと思う。他

の県にはない安心と安全の第一を目指すべきだと思う。 

10 代 女性 県北 
文化施設を改善して欲しい。茨城の良さを上手に出して欲しい。地域愛が

芽生える教育がすべての根底にあると思う。 

10 代 男性 県央 
ショッピングセンターなどがある地域と，商店街のシャッターが閉まって

いるような地域の差が大きすぎる。 

10 代 男性 県北 
古臭い商店街などよりもっと大きな企業やデパートのようなものを作る

べき。地方の電車の路線や本数を増やすべき。 

10 代 男性 県北 

近くに大型スーパーなどがあれば確かに便利だが，そのせいで商店街や昔

ながらの店の機能が失われてはいけない。今の商店街に活気があるとは言

えないので，若い世代とマッチングさせた方が良いと思う。 

20 代 女性 県央 

茨城のイメージアップを狙うのなら，遊びやレジャーの場をもっと作るべ

き。ロックインジャパンの様に名物があれば遠くから人がたくさん集まる

のだから，遊びの場をもっと作って欲しい。 

20 代 女性 県央 

交通が便利な町が実現できれば，色々な事が可能になると考えます。まず，

通勤が便利になれば，アパートや団地に住む人たちが増え，商店街が活発

になり，企業等産業活動も良くなり，遊びや，レジャーの種類も多い町に

なると思います。ぜひ，バス路線の充実をお願いします。 

20 代 女性 県西 
車がないと生活ができないので，電車やバスなどの公共交通機関を増や

し，誰もが歩いて行けるような商店街などを作って欲しい。 

20 代 女性 県南 茨城に合った独自のエネルギー源を見出し穏やかな生活を送りたい。 

20 代 女性 県南 
子ども達が安心して登下校出来るように，スクールバス等を積極的に取り

入れて欲しい（市立，公立も）。 

20 代 女性 県北 駅前に元気がない。もっと人が集まる商業施設が建てば良いと思う。 

20 代 男性 県央 農業に若い世代や高齢者を取り込んで，もっと活発にして欲しい。 

20 代 男性 鹿行 
高齢者が多くなり，若い人が少ない。若者が住めるように，産業を活発に

なるようにして欲しい。 

30 代 女性 県央 

年寄りは，車がないと病院や銀行へも行けず，行く事をあきらめて生活し

てしまっている。子どもも出かける事もなく家にいることが多い。もっと，

いろんな世界を見せてあげたいので交流施設や交通の便を求めたいです。

若い人が残らない町になりつつある。 

30 代 女性 県南 
子どもの人数が減ってきているのに，親の役割(学校の）が変わらないの

で，一人あたりの負担が大きいと聞いた。減らして欲しいです。 

30 代 女性 県南 

もっと公共交通機関を活性化させて誰もが利用しやすくすれば，混雑緩

和，事故の減少，資源（ガソリン）の節約，ひいては地域の活性化など，

メリットもたくさんあると思います。 

30 代 女性 県北 
年齢や障害のありなしに関わらず，働く機会や環境に恵まれ，明るく安心

して暮らせる地域になることを望みます。 

30 代 女性 鹿行 
自然を満喫できるレジャー施設が増えると，県外からの観光客が多くなる

と思う。 

30 代 男性 県西 
就職前の世代の人達を確保できるように，大学や専門学校などの機関を誘

致する。卒業生たちがそのまま就職して次の世代の教育を維持していく。 

30 代 男性 県南 
地域の歴史や観光資源を活かすとともに街中は教育研究機関が整った環

境を検討して欲しい。 
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40 代 女性 県央 

このまちに来ると自然環境が豊かでほっとすると思ってもらいたい。大型

店へ流れるのではなく，近くの商店街で顔見知りと会話を楽しめるような

環境が欲しい。 

40 代 女性 県南 
若者やファミリー層に魅力的な施策で活気のあるまちにして欲しい。人を

呼びこめば，高齢者を支える力も生まれるのでは。 

40 代 女性 県南 

県内は他県に比べて障害者等の弱みがある人に対する差別が強いように

感じます。社会的な弱者を偏見なく温かい目で支えてあげるような雰囲気

に変わっていくといいなと願っています。 

40 代 女性 県南 
地元の人と新しく来た人の「カベ」があります。地域性もあるでしょう。

将来的にはコミュニケーションがとれる”まち”を期待します。 

40 代 女性 県南 
公共交通が無く，子どもたちが可哀そうです。図書館など子どもたちでは

行けない場所しかありません。年をとったら買い物にも苦労しそうです。 

40 代 女性 県北 
医療など，きちんとしているまちを望みます。いざというときの対策がき

ちんとしているまちでないと住んでいて不安です。 

40 代 女性 鹿行 
専門学校や大学が少ないので作ってもらいたいです。県内にないため，他

県に進学してそのたまま他県に就職しまう。 

40 代 男性 県西 
すべてが 80 点のまち作りも良いが，特徴をはっきりと持たせたまち作り

の方が PRもしやすいと思う。 

40 代 男性 県南 
高齢者や障害者といった弱者を大事にできるということは，街が成熟し，

コミュニティ，自治体がしっかりしている証拠である。 

40 代 男性 県北 
純農業地域なので，農産品の６次産業化を目指して人気のある美味しい特

産品を生み出せるよう若者，女性，高齢者が活躍するまちにしたい。 

40 代 男性 県北 
子育てしやすい環境は，子どもにとっても良い事。良い環境で育った子ど

もは，将来戻ってくると思います。 

50 代 女性 県西 

一番重要なのは二世帯，三世帯とみんなで生活できるまち。仕事があれば

子ども達も家から通勤できる。子どもが結婚すれば孫も親が見てあげられ

る。介護する高齢者がいてもできる限り家でみてやれる。 

50 代 女性 県南 

無駄な物にお金を使うのは止めて欲しい。何にお金を使うべきかしっかり

と考えて欲しい。生活をすべて便利にする必要はない。多少，不便さはあ

っても自然をなくす方が将来的に良くない 

50 代 女性 県北 
大学で学んでも，自分の生まれ育った所に仕事がなく，やむなく親元をは

なれて就職する状況です。学生を持つ家庭への支援も充実して欲しい。 

50 代 男性 県央 これ以上将来負担を増やさないで。余計なハコものや道路はいらない。 

50 代 男性 県南 若い人達が住みやすい環境を整備して欲しい（子育て，公園，教育，生活） 

60 代 女性 県央 

教育が終わると，若者は都会に出てしまう。働く場が地元にないことが大

きな要因と思われるので，優秀な人材が都会に流出しないで済むよう，働

く場の確保をお願いしたいと思います。 

60 代 女性 県央 

自分のことを考えると高齢者の住み良いまちを望みますが，若い人がいて

こそ，高齢者も安心して住めると思います。さまざまな世代の人に来ても

らえるようなまちを期待します。 

60 代 女性 県央 

交通網を発達させ，産業も発展させ若い人たちに働く場を提供し自信を持

って将来に向けて成長して欲しい。教育は家庭での教育，学校での教育，

社会での教育とあると思っております。今の若者には社会での教育がなさ

れていない。する場がないのである。 

60 代 女性 県北 
無理な期待はしません。空き家対策をして，地域が元気になるよう，隣近

所がにぎやかさを取り戻せる様になればと思っています。 

60 代 男性 県央 

地域の将来の姿と一言で言っても難問です。行政は大局的に見て推進して

欲しい。今，何をすべきか，そして将来に何を残していくのか。又，何が

必要とされているのかを考えて欲しい。 
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60 代 男性 県央 
若者の地域離れが続いているので若者が生まれ育った地域で仕事ができ

活発な地域活動をして欲しい。 

60 代 男性 県南 
無理をせず税金でやりくりした生活に文句なし。最小限，高齢者，障害者，

子育ては守られるべき。 

60 代 男性 県南 

人口減少，高齢化進展，商店街の疲弊など街全体の活力が失われている。

取り巻く環境が大きく変化する中，将来ビジョンも明確に策定されている

とは思えない。街再生，地域復興，活力ある街づくりのための将来ビジョ

ンの策定が急務である。 

60 代 男性 県北 幸福度の高い町に。ゆっくり，のんびり，暮らせる町。 

60 代 男性 鹿行 
子どもの数を増やすことと学校教育の重要性を特に感じますのでそれに

対する支援をお願いしたい。 

70 代

以上 
女性 県央 

茨城県は食材の豊庫，若い人達が生きられる県として，日本の拠点となり，

いきいきと老いも若きも活動できることを望みます。この調査が机上の空

論にならない事を願っています。幸福があれば必ず人は集まってきます。 

70 代

以上 
女性 県央 

老人の健康増進のために卓球など手軽にスポーツを楽しめる無料か格安

の「体育施設」を既存の施設の拡充，再利用の促進を強く望む。 

70 代

以上 
女性 県西 

高齢者が安心して買い物に出掛けられる交通が便利な町であり，車の乗り

降りが安心な車があると良いと思います。 

70 代

以上 
女性 県西 

家族の絆を誰もが大事に考えて，穏やかに暮らせる人間性豊かな心を育て

る教育を若い人に施したい。専門知識を持つ各分野のリーダーが活発な交

流，行動をしやすい環境づくりを望みます。知識のある人が，アピールで

きる場，条件作りを期待します。 

70 代

以上 
女性 県南 

空き家が増えていると思います。地震などの時は，どうなのか。色々問題

があるのではないでしょうか。 

70 代

以上 
女性 県南 

これから高齢者が多いので，健康な女性が楽しく仕事ができる場があれば

と思います。 

70 代

以上 
女性 県南 

電車の本数は不便はないのですが，年齢的に車の運転が無理になりますの

でバスの運行が少なく不便を感じます。 

70 代

以上 
男性 県央 

障害者が安心，快適に外出できたら良い。とにかく障害者が外出して，快

適に帰れたら良い。 

70 代

以上 
男性 県西 

団地の空き家など大学生のシェアハウスに活用するなど，高齢者と若者が

生活できるように行政も考えてもらいたい 

70 代

以上 
男性 県南 

まず「さまざまな産業活動が活発なまち」づくりを行い，働く場所を作る

ことが最優先である。働くところがなければ人は住み着かない。 
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問７ 今後，県に最も力を入れて欲しい人口減少対策 
 

年代 性別 地域 意見の内容 

10 代 女性 県央 
転入者をねらうよりも，今いる人をキープし，その中でしっかりと世代を

構成するほうが大事だと思う。 

10 代 男性 県北 子どもの人数が多いほど良い支援を受けられる制度が欲しい。 

20 代 女性 県央 

正社員ではないために安定した給与もなく，結婚どころではない人も多く

います。若い人に安定した仕事を確保し正社員として責任と希望を持って

働いて結婚できるように支援して頂きたい。若い人の応援を。 

20 代 女性 県西 
子育て支援について，幼少期よりも中学，高校の方がお金がかかるので，

子どもが少し大きくなってからの支援を拡大して欲しい。 

20 代 男性 県南 
あからさまでもいいから結婚支援をするべき。若者にいきなり「結婚」の

イメージはわかない。男女の出会いの場の提供が結婚のきっかけになる。 

30 代 女性 県央 

生産年齢人口の減少は，子育て支援を充実させることで防止すべきだと思

う。具体的には保育施設の増加が急務。共働きで働く女性にとってかなり

深刻な問題だと思っている。 

30 代 女性 県央 

人づくりは，生まれてから最初の３年位は親が直接子どもの面倒を見る事

が大切ではないかと考えています。しかし，将来，仕事に復帰した際，正

社員には戻れないという不安があり，なかなかそうもいかない。 

30 代 女性 県南 

茨城県に転入して 2年ですが，子育て支援が充実していて利用しやすいで

す。ただ，友人を茨城に招こうとしても魅力的なところが思い浮かびませ

ん。食べ物も新鮮でおいしいですが，大震災の影響を考えると放射能の心

配があります。茨城の魅力や安全性をアピールして欲しいです。 

30 代 女性 県北 
実際に住んでみれば住みやすいと思いますので，雇用や全世代の県民の一

人一人に手厚い医療，福祉の充実を図って県内外にアピールしては。 

30 代 男性 県南 
女性が子育てに専念できる社会を希望します。社会進出を希望していない

女性でも，働きに出なければいけない社会は間違っています。 

30 代 男性 県南 

全ての世代に均等に行政サービスの取り組みを行って欲しい。高齢者向け

の施策が多く，若い世代への投資が不十分と感じる。国や県全体で子ども

を育てていくという視点を持つことが，少子化対策に必要と思います。 

40 代 女性 県央 

少子化対策としていつも 3才未満の手当てを厚くしているが，子どもは成

長するほどお金がかかります。目先のことだけだと少子化対策にはならな

いと思います。女性は近くではなく遠く先を見て生活しているんです。 

40 代 女性 県南 離職した人も再就職しやすいよう，学ぶ環境や雇用を増やして欲しい。 

40 代 女性 県南 
魅力的なまちには，人が集まってくると思います。婚活応援，子育てサポ

ートも大切ですが，もっと幅広い年代を引き付けるまちが良いです。 

40 代 女性 県南 
子育て支援に一番必要なのは，子どもが居る事を受け入れて協力しようと

いう人の心であり，地域であります。設備ではありません。 

40 代 男性 県南 

少子化が進んでいるのは，若年層の雇用が不安定だからです。アルバイト

やパートでは結婚できませんから。そこをないがしろにして表面的な対策

をして逃げるのではなく，正面から取り組んで欲しい。 

40 代 男性 県南 

女性の社会参加（特に子どものいる方）のためには，保育園等の施設やサ

ービスの充実と柔軟な対応が必要。人口減少対策も必要だが，高齢者の比

率が将来増加するのはさけられないので，それに備えた対策が必要。 

40 代 男性 県南 

人口増の対策は,一過性のものであることが多く感じられ,特に移住者の

取り合いなどは言語道断。移住者の取り合い競争をすることによる予算の

消耗より,効率的な行政を推進するために,限界集落からの移住を促し,人

口の集中をはかり,サービスの向上を積極的に進めて欲しい。 



54 
 

 

50 代 女性 県央 

子育てには，莫大なお金が必要です。でも，それだけの資金を稼げるだけ

の仕事につけるのはほんのひとにぎり。貧富の差が成績の差に繋がらない

よう，義務教育の充実を望む。 

50 代 女性 県央 
大学新卒者が就職する企業が県内に少なく東京に出て行く若い人がとて

も多い。ここを何とかしなければ人口流入は止まらないと思う。 

50 代 女性 県西 
産婦人科が少ないので，増やして欲しい。女性が安心して出産できて，子

育てできる環境にして欲しい。 

50 代 女性 県北 
若い人達の働く場所がないので，結婚もできないのが現実です。若い人の

勤め先の確保をして欲しい。 

50 代 女性 県北 
労働賃金を上げる。少子化には，所得減で「家族を養えない」などの意識

も根底にあるのでは。夫の収入だけで生計が成り立つ家庭を目指しては。 

50 代 男性 県央 雇用や人口など，県の南北格差が拡大している。ぜひ対策してもらいたい。 

50 代 男性 県南 
人口が増えれば良いとは限らない。人口が増えればそれなりの施設や様々

な対策が必要になる。それよりも自立できる財政力のある街にすべき。 

50 代 男性 県北 
この国の将来に対する漠然とした不安が出生率減少の原因。未来に希望が

持てなければ，子どもなど作る気になれないのでは。 

50 代 男性 県北 
県南（都内通勤圏）と県北では全く環境が違います。特に県北等において

は人口減少対策を進め，活性化を促進することが第一優先と考えます。 

50 代 男性 県南 
先進諸国では人口が減るのは当たり前。経済を先行するのではなく，より

良く生きることを求める社会環境を整えれば人口の適正化に移行できる。 

60 代 女性 県央 

次世代を担う若者がきちんと働ける状況を作ること。現状では，将来の設

計も立てられないから結婚もできず，子どもを保育園に預けて働き続けた

いと希望しても今の法律では入園時点で働いていないと預けられない。 

60 代 男性 県央 

全国的に少子高齢化に歯止めをしなければ，日本の，県の将来はありませ

ん。他県から外国から流入しようとする移住促進は何ら解決策とは思えま

せん。それは，茨城県だけ解決しても意味がない。 

60 代 男性 県北 
人口減少は避けられないこと。増加を考えるよりも，老いも若きも安心し

て安定的に働ける場所を提供することが重要です。 

60 代 男性 県西 

今回の調査は今後の茨城を考える意味では素晴らしい企画である。茨城県

民なら少しでも自分たちの茨城をよくしたい，良く見せたいとの思いがあ

るはず。こういう企画を増やし他県に自慢のできる羨む県にしたい。 

60 代 男性 県南 

茨城県には魅力がない。交通がない，観光地が未整備，宣伝不足，温泉が

ない。これでは人が集まらない。霞ヶ浦などを拠点にした観光の目玉とな

るプロジェクトを作られたらいかがでしょうか。 

70 代

以上 
女性 県西 

第一に結婚だと思います。結婚するには，収入を得るられる職場で働ける

環境づくり。 

70 代

以上 
女性 県南 

県内は平らでどこにも住めるので，駅を中心に公共施設やショッピングセ

ンターを集約化し，お金が地域に還元するよう願う。 

70 代

以上 
男性 県北 

高齢者の子育て支援ボランティアを増加させて，若い人の支援拡大を図る

ことが必要。 

70 代

以上 
男性 県央 

人口減少は国家的な問題。県外からの移住促進や交流人口の拡大はマクロ

的に見れば意味がない。また，労働生産性の向上は，労働強化につながる

おそれもあり，人材育成をしたらその人材が東京等の都会に流出する可能

性も出てくると考えます。それを企業誘致で防げるかだと思います。 

70 代

以上 
男性 県央 

県民全体のレベルで賃金水準が向上し生活の安定化が図られ且つ女性の

就労率も向上すれば子どもの出生率も向上してくると思う。 

70 代

以上 
男性 県南 

人口減少がなぜ問題なのか。70 年前は我が国は 6000 万人だった。労働力

が減るというなら，定年年齢を引き上げればよい。老人は高給を望むわけ

ではない。しかも仕事はできる。 
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茨城県の行政についての意見・要望 
 

年代 性別 地域 意見の内容 

10 代 女性 県南 
魅力がないって言われてますが，茨城県はいいところなので，もっとアピ

ールを積極的に行うなどしたらいいと思います。 

10 代 女性 県北 
県として，開発を進めるか，自然保護を徹底的にするかどちらかにしたほ

うがいいと思う。 

10 代 男性 県央 県外から遊びに来たいと思われるような魅力のある施設を作るべき。 

10 代 男性 県央 
もっと観光客を呼び込むような施設を作ったり，イベントを開いたりした

方が良いと思う。 

10 代 男性 県南 
農業は茨城県が最も誇れることであり，もっと他県にアピールしていって

欲しい。茨城の魅力が全国に伝わるように。 

10 代 男性 県北 
市町村のサービスや教育を均等にして欲しい。住むところで質が変わるの

はどうかと思う。 

10 代 男性 県北 

茨城県の良さを生かすようにイベントをやるといいと思う。カミスガはと

てもいいと思いました。個人的には茨城の自然にたくさん触れ合いたいの

で車を使わずいけるように交通アクセスを良くして欲しい。 

20 代 女性 県南 
もっと積極的に茨城県のアピールをして欲しい。茨城県は決して他県と比

べても住みにくい県ではありません。 

20 代 女性 県南 

県を活性化するには若者が活躍できる環境が必要だと思います。つくばに

は大学があり，茨城県やつくば市に愛着を持ってくれる若者が大勢いる

が，就職を考えたときに，県内に魅力的な就職場所がないため，結局都内

や大都市に流出してしまう。企業誘致や積極的な子育て支援を実施し，若

者が定住できる環境を整備していただきたい。若者が増えれば子どもも増

え，子育て支援を通じてシニア世代との交流も生まれ，活性化の良い循環

が生まれるのではないだろうか。 

20 代 男性 県南 

最近，茨城県は観光地としての魅力度が低いということが話題になってい

るが，「住みよさランキング」では幾つかの市町村が上位に入っている。

観光という側面とは別に，居住環境の良さもまた重要な要素であるので，

これを大切にして欲しい。 

30 代 女性 県南 

工場の誘致は，低賃金労働者を増やす事になるので反対です。農業大県な

ので，農業の安定化や労働人口の増加にもっと力を入れて欲しいです。派

手な事より，地味だけど堅実的で一人一人の健康と安全を大事にする策を

講じていってください。 

30 代 男性 県央 
県の事業は，他県の事業所へ委託をするのではなく県内事業所を活用して

欲しい。県の事業が県内完結できるような事業所支援をお願いします。 

30 代 男性 鹿行 
港湾であったり，まだまだ規制緩和する分野が多くある。茨城県ならでは

の未来像を示し進めていって欲しい。 

40 代 女性 県央 

教育に対する考えが古典的なように思います。グローバル社会を生き抜く

ためにもっと個人個人に合わせた教育を期待します。都会のまねをするの

ではなくて，この土地ならではの良さを生かして欲しいと思います。 

40 代 女性 県央 

国の基準どおり，枠組みどおりの県行政ではなく，県民のくらしの中にあ

る課題・問題点を解決・改善する方向で，県独自のとりくみをひろげてい

ただきたい。 

40 代 女性 県北 

未来を担う人材の育成のため，教育環境をより一層充実させて欲しいで

す。また優秀な人材の県外への流出を防ぐためにも企業誘致を図って欲し

いです。 

40 代 女性 鹿行 

県は，県民の声をよく聞き，よく頑張ってくれていると思う。私の家は県

の端っこであるが，県の行政のあり方，教育のあり方は冊子などでよく伝

わってくる。願わくば，もう少し水戸へ行きやすければよいと思う。 
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40 代 男性 県央 

県全体を見ると，県南，県北の格差が広がっていると感じる。地域全体を

バランスよく発展させるためには，行政の役割が重要になってきます。そ

れぞれの課題を明白にして，メリハリのある施策を進めて欲しい。 

40 代 男性 県西 

茨城県は首都に近く，農林水産業も盛んで，様々な工業，商業も発達して

いるのにイメージが悪い。これは，行政が「茨城感」を出すのに「田舎」

というイメージを用いているから。茨城に住む若い世代に変な劣等感を持

たせず，他県から羨ましがられるような県のイメージを定着して欲しい。 

40 代 男性 県北 他県がやらない「茨城発」の施策を増やしてください。心より期待します。 

50 代 女性 県央 
茨城県内の中をまわれる交通網があっても良いと思う。全てが東京に向か

っているだけの一方通行。せめてつくばと水戸を通すべきでは。 

50 代 男性 県西 
空き地，空き家を有効に利用するための法整備と土地を活用したモデル地

区の促進等で，茨城のイメージアップを図れる企画が作られればと思う。 

50 代 男性 県南 開発と自然保護は両立しないが，茨城は豊かな自然をアピールすべき。 

60 代 女性 県央 
県北と県南の格差が益々大きくなって行く事が心配されます。県北部の改

革が急がれます。 

60 代 女性 県央 
環境がよく住みやすいので満足度は高い。今後も地域の特性を生かしつ

つ，地道に取り組んで欲しい。 

60 代 女性 鹿行 

命を育む教育，現代の子が過保護になっている子も多いと思われることが

ある。命を大切にする，総合学習の充実。教育のあり方をもっと考えて欲

しいと思います。現場の小さい所の意見を反映して欲しい。 

60 代 女性 鹿行 

茨城県は天災の少ない，とても住み良いところです。恵まれた自然の中で

ゆったりと生きていくことの素晴らしさをぜひ前面に押し出したゆたか

な人間性を取り戻す政策をしていただきたいです。 

60 代 女性 鹿行 
知名度の低い茨城。美味しい物，新鮮野菜，魚があるのにＰＲがない。企

業と学校を連携させることが，人口増加につながると思う。 

60 代 男性 県央 
人材を育成するとともに中途採用及び専門分野の人材を投入し，県庁内発

想から民間発想の思想を入れて政策づくりを期待する。 

60 代 男性 県央 

県民が安全安心な体制のもとで生活できる行政を望みたい。教育は国家百

年の計の礎になるものと考えます。学校教育を進める優秀教員人材の育成

に尽力してもらいたいと思います 

60 代 男性 県央 
中国からの富裕層を呼び込むための施設。中央病院に最新の設備を導入す

るなど。また畜産試験場跡地なども利用する。 

60 代 男性 県西 
県西への助成。（道路整備・行政サービス，スポーツ施設の設置，サッカ

ー場，野球場，武道場等）の充実をお願いします。 

60 代 男性 県南 

茨城県は，水戸市を中心とした広域と，つくば市を中心とした県南地域に

大きく分かれているいるように見えます。それぞれに特徴があるので，敢

えて統一しようとせずにそれぞれに適した行政を期待します。 

60 代 男性 県南 

茨城県の大方の地域は地形的に災害も少なく，発展の余地は大いにあると

思います。特に今後のエクスプレス沿線の整備が進んで，人口の流入が促

進すれば，周辺の波及効果もあると思うので，医療や福祉の充実を図って，

茨城県の住みやすさをどんどんＰＲしていくべきです。 

60 代 男性 県北 

これからの時代，何が起きてもおかしくない時代だとすれば，これからの

地域は，できることをできる人で行動に移す必要が出てくるのではないか

と思います。その為の「人材」つくりはこれから各地域に求められる課題

ではないでしょうか。 

60 代 男性 鹿行 地域コミュニティ活性化対策の指針を構築してもらいたい。 

60 代 男性 鹿行 

県に品格を求める訳ではないが，なめんなよはいかがなものか，本来実力

がある茨城なのだから正攻法でＰＲすべき。本物志向に見合う食材や歴史

や自然は盛りだくさん。それをどのようにアピールするか。他県でもやっ

ている従来型ではなかなか浮上は望めないであろう。 
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70 代
以上 男性 県央 

各種分野で産学官の連携が図られているが，一般市民の中にもこの連携に

寄与できる人材が埋もれている。そのような人達を起用し，連携の枠を広

げるべきである。 

70 代
以上 男性 県央 

現在でも政策の①ＰＤＣＡ（企画からチェックまで）と②スピード感ある

実行力が求められていると思いますが，今後は一層このことが重要になっ

てくると思います。その過程で少数意見にも耳を傾けることが必要と思い

ます。現在でも十分配慮されていると思いますが，よろしくお願いします。 

70 代
以上 男性 県西 

古河市は便利だが，水戸に行くことが電車も道路も大変不便であり，早期

に筑西幹線道路を実現して欲しい。又，南古河駅を早期にお願いします。 

70 代
以上 男性 県西 

一般住民には広報誌「ひばり」「県議会だより」を読んでの県の行政につ

いての知識しかありません。県政について誰にでもわかる会議があれば出

席（参加）したい。 

70 代
以上 男性 県南 

関東にいながら”茨城”を知らない人がいるがつくばは知っている。オー

ル茨城で物事に対処する姿勢が少ない。改善改革をすることに取り組まな

い県民性の強い方が自治のリーダーになっている。 

70 代
以上 男性 県南 

現在の行政体制では県がリーダーシップをとって各市町村に実行しても

らうしかないが，例えば県北，県央，県南に自治体の協議会を設けて各協

議会が自立した施策を立て，遂行する方が成果が上がると思う。 

70 代
以上 男性 県南 

人口の右肩上がりに伴う新規開発は必要であるが，いまやそうではない。

既存のインフラの修復に力を傾注する考えにシフトすべきではないか。 

70 代
以上 男性 県南 

現在の県政は私の目から見たところ可もなく不可もない県政と思う。これ

が魅力のない県とのイメージを与えているのではと思う。もう少し大胆に

行うことで，可もあり不可もある，どこにも無い県として発展して欲しい。 

70 代
以上 男性 県南 

県南地区は高度成長時代の都心のベッドタウンとして発展したが，次世代

が定着するための県内での働く場を確保し，我々の子育てのサイクルを継

続させて欲しい。 

70 代
以上 男性 県北 

行政間の人事交流を積極的に進めて，加えて職員の教育が必要。行革の推

進，組織の再編，業務の統合。改革案を職員から提案してもらう。トップ

ダウンも必要だがボトムアップも必要。 

70 代
以上 男性 鹿行 

県の行政については，正直可もなく不可もない。首都東京圏内にありなが

ら，これといった特徴もない印象を持っている。 

70 代
以上 男性 鹿行 

霞ヶ浦をもっときれいにし，観光・レジャー等が楽しめる様な場所を作り，

県外内にアピール出来る様にしたいし，住み良い茨城にする為に良いとこ

ろを宣伝し，知名度を高くしたい 

 
 


