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新しい県総合計画策定に係る県民意見聴取結果概要〔速報〕 

（明日の地域づくり委員会，明日の茨城を考える女性フォーラム） 
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・住みよいいばらきづくり  ・・・・・ Ｐ.３ 

・人が輝くいばらきづくり  ・・・・・ Ｐ.６ 
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○ 明日の地域づくり委員会 

地域のあり方などを県民が議論し，県への提言や実践活動を行うことを目的として

平成６年度から設置。県民センターごとに 40 名，県全体で 200 名の委員で構成。 

県北地域 ・平成 27 年１月 14 日(水)  午後１時 30 分～３時 30 分 

    ・常陸太田合同庁舎大会議室 

・地域づくり委員会委員 25 名参加 

県央地域 ・平成 27 年１月 21 日(水)  午後１時 30 分～３時 30 分 

    ・茨城県開発公社ビル会議室 

・地域づくり委員会委員 21 名参加 

鹿行地域 ・平成 27 年１月 20 日(火)  午後１時 30 分～３時 30 分 

    ・鉾田合同庁舎大会議室 

・地域づくり委員会委員 22 名参加 

県南地域 ・平成 27 年１月 22 日(木)  午後１時 30 分～３時 30 分 

    ・土浦合同庁舎第１会議室 

・地域づくり委員会委員 14 名参加 

県西地域 ・平成 27 年１月 23 日(金)  午後１時 30 分～３時 30 分 

       ・筑西合同庁舎大会議室 

・地域づくり委員会委員 22 名参加 

 

○ 明日の茨城を考える女性フォーラム 

女性が県政について自ら学習して理解を深め，県への提言を行うことを目的として

平成６年度から設置。各分野で活躍している女性委員 50 名で構成。 

・平成 27 年１月 16 日(金) 午後１時 30 分～３時 30 分 

・茨城県開発公社ビル会議室 

・女性フォーラム委員 18 名参加 

 

 

資料２ 
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Ⅰ 主な意見 

１ 住みよいいばらきづくり 

 ・医師数が少ない。地域内でも格差がある。 

・ひとり親家庭では収入確保のため夜勤などに就くケースが多いが，そのような環境で

育つ子どもは，親と接する時間が不十分で，気持ちの表現方法や，相手を思いやる心

が十分に育まれないことがある。親の生き方が負のスパイラルを引き起こしている。 

 ・介護人材が足りない。 

 ・高齢者の一人暮らしが増えている。地域全体で見守りができるように。 

・障害のある子どもを持つ親は，親がいなくなっても生きていける環境を望んでいる。 

・災害時における，障害者や老人の避難方策を。 

・空き家が増えている。その対策が必要。 

 ・(交通に関して)一番の不安はこの先，車が運転できなくなった時のこと。特に通院。 

２ 人が輝くいばらきづくり 

・子孫繁栄・五穀豊穣を願い，そのために働くことは必然。幼児教育からこの徹底を。 

・人の成長には幼少期の人との出会いが大切。 

・各地域の相違点を分析し，結果を中学校の道徳教育に活かす。 

・県民一人ひとりが県に誇りをもつべき。子供だけでなく大人への教育を。 

・子どもたちが希望を持てる県づくり，きちんと育てていける社会を創ることが大切。 

・地域の文化・風習・技などに目を向けるべき。 

・女性の活躍には，家事･介護･子育ての負担のクリアが必要。女性の力も必要だが，男

性の理解を得られる施策を。 

・障害者や犯罪経験者の社会参加を支援するＮＰＯへの行政支援を。 

３ 活力あるいばらきづくり 

・人口減少には「活力あるいばらきづくり」が重要。新しい産業を成長させること。 

・ＨＡＬなど新しい産業を世界に広めてほしい。 

・社会インフラの整備による産業の呼び込みを。 

・地元で働けるよう，競争力のある産業の育成を。 

・人口減少対策の有効な手立ては若者の定着促進を進めること。 

・魅力ある農業のＰＲを。(農業に携わる)若者の支援に注力を。 

・農林漁業は，横(他分野)とのつながりのもとでの振興を。６次産業化の推進を。 

・原発事故により観光が低迷している。県は観光振興に注力を。 

４ ３つの目標に広く関わるもの 

《 イメージアップ 》 

・茨城には魅力がたくさんありすぎてアピールできない。特色が出せるとよい。 

・茨城県は独特の観光資源を有しているので，このＰＲに力を入れるべき。 

《 県総合計画全般について 》 

・新しい県総合計画には茨城だからアピールできる目玉を。 

・実現可能な計画のプランニングを｡ 

・県の総合計画にも若い人の意見を入れられると良い。 
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Ⅱ 意見聴取結果（詳細） 

１ 住みよいいばらきづくり 

〔医療体制の整備〕 

 ・病院が混雑。医師数が少ない。（日立市） 

 ・医師不足と介護は財源を守るためにも予防に重点をおくべき。（東海村） 

 ・県南地域は意外と医者が少ない。地域内でも格差がある。（利根町） 

・孫が倒れ救急車を呼んだ際，収容してから 40 分間，搬送先の病院が決まらなかった。

是非，中核病院の実現をお願いしたい。（筑西市） 

 

〔子ども・子育て対策〕 

・ひとり親家庭(母子家庭)では収入確保のため，介護の夜勤などの仕事に就くケースが

多い。そのような環境で育つ子どもは，親と接する時間が不十分で，気持ちの表現方

法や，相手を思いやる心が十分に育まれないことがある。親の生き方が負のスパイラ

ルを引き起こしている。人を育てる余裕がないことが問題。（鹿嶋市） 

・子どもを育てやすい環境づくりを目指している中で，認可保育園の料金の引き上げは

理解できない。（日立市） 

・若い夫婦が安心して暮らせる環境づくりを。幼稚園には空きがあるが，母親達が外に

出て生き生きとできるよう認可保育園の整備を。（神栖市） 

・政府の子育て支援は，母子家庭が優遇され，一生懸命働いている人が苦しんでいて片

手落ち。（神栖市） 

・人を呼び込むための出産費用の助成等にバラマキ感がある。（水戸市） 

・子育て支援について，県南の市町村の半分は教育委員会と福祉担当部署の二本立てで

行われており情報共有できていない。県に指導してほしい。（利根町） 

・高齢者福祉分野の対応を望むが，同じように金をかけるのであれば高齢者対策ではな

く少子化対策に力を入れてほしい。（鉾田市） 

・子育ても大切だが，まずは婚活。これをしっかりして結婚意識を植え付けることが大

切。女性は子どもを産んで育てることが天性。（鹿嶋市） 

・婚活を支援しているが，活動に少しでも助成があれば。（神栖市） 

・子どもが都内の大学に進学し下宿住まいをしているが，家庭にかかる経済的負担が大

きすぎるので，奨学金制度の拡充をお願いしたい。（土浦市） 

 ・年収による出生率の格差があるように思う。（常陸太田市） 

・母子家庭と一般家庭の格差の広がりを感じている。（牛久市） 

 

〔高齢者対策〕〈介護福祉〉 

 ・健康寿命を長くすることをお願いしたい。（日立市） 

・地元勤めは年金が少ない(給与水準が低い)老後のケアを。（北茨城市） 

 ・医療環境，保健，老人ホームの改善に力を入れてほしい。（ひたちなか市） 

 ・許可が下りているが，働く人が集められずオープンできない老人ホームがある。医療･

福祉関係の人材は多いが，介護人材が足りない。（行方市） 

・シルバーリハビリ体操は介護予防効果も期待できる。（鉾田市） 

 ・老人ホームに入るのが当たり前ではない。親の面倒も人任せになっている。介護人材

の育成とともに，親を自宅でどのように看るかも大切。（鹿嶋市） 

・老人ホームが少なく，特養の入居費用が高い。（小美玉市）  

・高齢者の一人暮らしが増えている。民生委員も気をつけてはいるが把握しきれない情

報もある。地域全体で見守りができるように。（石岡市） 
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・老人が自由に集まれる介護サロンに係る許可の緩和を。（常総市） 

・日中，家に置いてもらえず大型ショッピングセンター通いの高齢者がいる。（下妻市） 

 ・孫の面倒を見ているが，(孫の存在が)近隣の老人にも元気を与えている。地域には元

気な老人が多いので，世代間交流が図られる具体策を。（下妻市） 

・人口減少対策，介護問題等は解決すべき重要な課題。（常総市） 

 

〔障害者福祉〕 

・障害のある子どもを持つ親は，親がいなくなっても生きていける環境を望んでいる。

弱者が生活していける茨城県を。（日立市） 

・精神疾患を抱え，こころのホットラインに連絡する者が多い。（牛久市） 

 ・統合失調症の人の家を外部の人(支援者)が片付けできる政策緩和を。（常総市） 

 

〔保健福祉サービス・健康づくり〕 

 ・茨城は，健康寿命は上位だが，食塩摂取量は多くカリウム摂取量は少ない(野菜をあま

り食べていない)。この改善を施策に載せてほしい。（東海村） 

 ・予防医学の観点から断食や咀嚼の改善(よく噛むこと)などをすすめては。（常総市） 

 

〔防犯対策〕 

・子供の安全のため，警察官ＯＢを活用するシステムを検討するなど，警官やスクール

サポーターの不足を補う取り組みを考えてほしい。（東海村） 

 

〔食の安全〕 

・食の安全が気になる。親世代も本来の味を知らないのでは。地産地消の良さが消費者

に分かるように。（常陸大宮市） 

 

〔交通安全対策〕 

・本当に整備が必要な通学路(県道)に歩道の整備を。（鹿嶋市） 

・相続不明の土地があり，県道の拡幅がなされておらず危険。（大子町） 

 

〔防災対策〕 

・インフラ整備では国との連携が必要。市は財政基盤が弱いので県がリーダーシップを

とってほしい。（ひたちなか市） 

 

〔原子力安全対策〕 

・2050 年へのアプローチとして，水素エネルギーや原発対応等を盛り込むべき。（ひた

ちなか市） 

 

〔災害に強い県土づくり〕 

 ・災害対策が大切。世矢地区では自主防災会を作った。（常陸太田市） 

 ・社会福祉と防災について，行政の横のつながりが悪い。（常陸太田市） 

 ・災害時における，障害者や老人の避難方策について，全ての特別支援学校が避難場所

として認定されるべき。（坂東市） 

 

〔地球温暖化対策〕 

・温暖化防止について県の関与が弱く，環境組合に一任している印象を持つ。（鉾田市） 
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〔資源循環型社会〕 

・県主導の下でクリーンエネルギーの安定供給を。（大子町） 

・魅力度 47 位は子ども達がかわいそう。自然エネルギー等をＰＲしては。（水戸市） 

 

〔湖沼環境・森林環境〕 

 ・茨城が自慢できるものは自然環境。（日立市） 

・霞ヶ浦の水質目標値(ＣＯＤ)を３とし，那珂川導水を北浦にも行うべき。（鉾田市） 

 ・水戸市は「水の都」を宣言している。千波湖の浄化に期待。（水戸市） 

 

〔地域環境の保全〕 

 ・百里基地の爆音が大きく，農家による野焼きも多い。道路の補修が遅く年度末に集中

している。（鉾田市） 

・海岸漂着物の処理に苦慮。北浦の浄化もお願いしたい。（鹿嶋市） 

 

〔やさしさが感じられるまちづくり〕 

 ・空き家が増えている。まずは「にぎわいづくり」を。（常陸大宮市） 

 ・空き家が多くなっている。そのまま古くなると価値が無くなるので，早い段階で競売

するなど利活用を進めるべき。（鹿嶋市） 

 ・空き家対策や廃校活用の具体案を市町村に示すなど，県でも積極的に進めてほしい。

（取手市） 

・空き家を民生委員の活動拠点として活用し，行政機能の肩代わりをするなどの対応が

考えられる。（牛久市） 

・危険な空き家が増えているのでその対策も必要。（筑西市） 

・将来的に小中学校の統廃合が進む。廃校の有効活用を。（水戸市） 

 ・廃校の活用を(多世代が活用する施設など)。（水戸市） 

・どこかでモデル的にコンパクトシティーに取り組んでは。（水戸市） 

 

〔地域コミュニティー〕 

・ＮＰＯで済まそうとする考えが強いように思う。地域に密着するＮＰＯをどのように

育てていくかが大切。（つくば市） 

 ・地域が崩壊しそう。自助･公助を両輪とした取組が必要。（鉾田市） 

・県から２年間予算をいただきボランティアに取り組んだが，予算が無くなると活動が

困難になるので，継続して支援が受けられる制度を望む。（北茨城市） 

 ・各種ボランティア団体の横の連携が強化されるべき。（ひたちなか市） 

・外国人による自動車解体業が多いが(地域住民と距離があり)環境的に良くない。簡単

に土地利用できてしまうことに疑問。指導してほしい。（八千代町） 

 

〔生活交通環境〕 

 ・一番の不安はこの先，車が運転できなくなった時のこと。特に通院。家族がいない人

も多く，介護タクシーも行き渡っていない。（鉾田市） 

 

〔生活衛生環境〕 

 ・栃木との県境に住んでいるが，イノシシに困っている。（大子町） 
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２ 人が輝くいばらきづくり 

〔学力の向上と個性を伸ばす教育〕 

・一番大事なのは人づくり。意識付けのためにも教育を柱に。（神栖市） 

・生命を持った人間ならば，子孫繁栄・五穀豊穣を願い，そのために働くことは必然。

幼児教育からこの徹底を。（神栖市） 

・統廃合が進んでいるが通学手段がバスだと子ども達の運動能力が低下する。そのよう

な面にも配慮した子どもの教育を最優先に取り組まれたい。（水戸市） 

・人の成長には幼少期の人との出会いが大切。誰かのために役立つことの価値を教える

人が必要。（水戸市） 

 

〔自立した人を育てる教育〕 

・各地域の相違点を分析し，結果を中学校の道徳教育に活かす。（日立市） 

・県民一人ひとりが県に誇りをもつべき。子供だけでなく大人への教育など，意識改革

を行う施策を。（取手市） 

・子どもの社会性の低下を痛感している。せめて各学級に１人，教育補助員をつけて生

活面のフォローをさせることが大切。（取手市） 

・道徳教育を高校１年生まで行うことは良いこと。今後も充実を。（笠間市） 

 

〔魅力ある学校づくり・地域との連携〕 

・小中一貫校で年齢差のある子どもが交流できることは有意義。（日立市） 

・子どもは早いうちから世界に視野を向けている。親も教育に熱心で学校への期待も大

きいので，義務教育の質を上げることが大切。（日立市） 

・訪米した際，ペンシルベニアでは小学校，中学校，高校が１カ所に集まっており良い

印象を受けた。（下妻市） 

 

〔多様な高度人材の育成〕 

・茨城空港は良い。県職員も国外留学を行うべき。（日立市） 

 

〔家庭・地域の教育力〕 

・子供会が衰退している。親にやる気がないことが原因。（水戸市） 

・介護人材不足は介護に魅力を感じる高校生の少なさにも起因。（行方市） 

・子どもたちが希望を持てる県づくり，きちんと育てていける社会を創ることが大切。 

（つくば市） 

 

〔生涯学習〕 

・100 歳の人を中心に 10 人程度で寄り合いを持つ集落がある。80 代の人が 100 歳の人

から大きな刺激を受けている。（鉾田市） 

 ・高齢者が気軽に運動できるスポーツハイキングの整備を。（桜川市） 

 

〔歴史・芸術・文化の薫り高い地域づくり〕 

・茨城は，ものづくりが身近で，スローライフ，健康，食の安全が当たり前。発想の柔

軟さなど全国の見本となるライフスタイルがある。（常陸太田市） 

・地域の文化・風習・技などに目を向けるべき。（常陸太田市） 

・おばあちゃんなどを先生に，茨城の文化を発信しては。（常陸太田市） 
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〔男女共同参画〕 

・女性の活躍には，家事･介護･子育ての負担のクリアが必要。女性がやるべきとの考え

方を変える啓蒙活動や，受け皿となるシステムを。（古河市） 

・要介護認定率全国 45 位は，人の目を気にする県民性も影響している。家族(女性)が

面倒見るべきとの見方が女性の活躍の壁となっている。（高萩市） 

・茨城では女性が働くことに対して男性の理解が少ない。女性の力も必要だが，男性の

理解を得られる施策をお願いしたい。（筑西市） 

・女性が働くため，子供が病気になった時に預けられる場所を。（利根町） 

・女性が活躍する社会に茨城は向かっているのか疑問。県民性という気もするが，新春

懇談会などに参加する女性は少ない。（東海村） 

 ・坂東市の女性市議会議員は１人のみ。市議については各市町村で女性枠を設置するな

どの対策が必要。（坂東市） 

 

〔多様な主体の社会参加〕 

・社会福祉協議会でボランティアをしているが若い人が入ってこない。参加する良さを

伝える必要がある。（つくばみらい市） 

 ・女性消防団やボランティアに若い人の参加が少ない。（利根町） 

・アメリカの介護施設では職員の半分は学生ボランティアで，これにより単位が取得で

きる。介護士不足の対策として茨城独自で取り入れては。（東海村） 

・大学卒業後就職できず，引きこもりになる人が多く，親もこれを隠す。今は親の年金

で暮らしているが 20 年後には問題が顕在化する。社会に出るための支援にはいくつ

ものチャネルが必要。（土浦市） 

 ・60 歳以上の人を活かすことをお願いしたい。（日立市） 

・高齢の方もボランティアに参加しづらくなっている。少しでも報酬があればやる気が

出るので，あり方を考えてほしい。（つくばみらい市） 

・シルバーリハビリ体操の参加者はどんどん前向きになる。会合はサロン的な役割を持

つので地域の集会所で常設としたい。（鉾田市） 

・地域で，行政(自治会)から抜けていく人が多い。シルバーリハビリ体操のサロン展開

でコミュニティーづくりを。（鹿嶋市） 

・労働機会が高齢者のリフレッシュの場となっている。一方，外国人の働く場が高齢者

とバッティングしている。（神栖市） 

・以前，ねんりんピックの運営に携わったが，すっかり過去のものとなってしまった。

新たな活動のために集まりを持つにも施設が有料で難しい。（大洗町） 

・障害者や犯罪経験者が引き込もらないよう，社会参加を支援するＮＰＯに対する行政

支援を。（土浦市） 

 

〔多文化共生〕 

・将来を見据え，外国人をどんどん引き入れることが大切。（土浦市） 
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３ 活力あるいばらきづくり 

〔研究開発の推進〕 

・人口減少には「活力あるいばらきづくり」が重要。新しい産業を成長させること。特

に，ニッチ産業が成長すると波及効果が大きい。（守谷市） 

 

〔未来の科学技術を拓く〕 

 ・ＨＡＬなど新しい産業を世界に広めてほしい。（ひたちなか市） 

 ・農業や介護分野の人材不足を補完するため，ロボット特区をつくってほしい。そのた

め，農学部，医学部，工学部の誘致が必要。（古河市） 

 

〔産業拠点・競争力〕 

・社会インフラ(高規格道路)の整備による産業の呼び込みを。（大子町） 

・常陸那珂港区(茨城港)の開発効果の分析を。（常陸太田市） 

・海浜エリアへの企業誘致を。（ひたちなか市） 

 ・高速道路が開通してから変化が出ている。今後，特に北部については核となるものを

打ち出してほしい。北浦複合団地への企業誘致にも期待。（鉾田市） 

・今，工業団地の 90%が空き地となっている。早期誘致の実現を。（茨城町） 

・10 年，20 年先を展望して目を付ける産業を絞って(企業)誘致して育てていく。霞ヶ

浦の再生を泳げるくらい進められればノウハウがついてくるのではないか。（守谷市） 

 

〔商業・サービス産業〕 

・空き店舗(蔵など)が駐車場にされるので活用できる施策を。（土浦市） 

・空き店舗対策，教育も考えてほしい。（石岡市） 

 

〔地場産業〕 

・話題性が大事。陸前浜街道茨城マルシェなど，旧国道沿いで特産品を売り出してみて

はどうか。（取手市） 

・石材業の落ち込みが深刻。（桜川市） 

 

〔経営革新の促進〕 

・町が衰退。成長した分野と伸びていない分野の分析を。（日立市） 

 

〔産業を担う人づくり 雇用・就業環境〕 

・地元で働けるよう，競争力のある産業の育成を。（日立市） 

・日立市には茨城大学工学部があるが，卒業生が県外に出てしまう。インターンの推進

に加え，地元に根付き(就職し)，家庭を持つような取組を。（日立市） 

 ・東京の大学に行ったきり帰ってこない。帰ってきたい子どももいるが仕事がないこと

も問題。教育委員会と連携をとって対応を。（常陸太田市） 

・人口減少対策の有効な手立ては若者の定着促進を進めること。県内の大学に進学する

高校生が少ないと思う。（古河市） 

・高齢化の進展を実感。仕事がなく若者は大学卒業後戻ってこない。神栖市は若いお母

さんが多いことを考えると工場等の誘致は重要。（行方市） 

 

〔消費者との信頼関係〕 

・地元の産業である農業がしっかりするように。（北茨城市） 

・茨城の地名が出てくる野菜を出すと良い。（筑西市） 
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・魅力ある農業のＰＲを。(農業に携わる)若者の支援に注力を。（石岡市） 

 

〔農作物づくり・販売力〕 

・農林漁業は，横(他分野)とのつながりのもとでの振興を。（日立市） 

・農業については指導員の養成を行い，６次産業化の推進を。（鉾田市） 

 ・茨城県の農産物は知名度がない。付加価値を付けたアピールや他の県にはないものを

売っていくなどしてはどうか。（日立市） 

・地震のたびに原発が心配。茨城の農産物の安全性ＰＲを。（古河市） 

 ・米価が安く耕作放棄地も増えている。栃木県ではイチゴを売り出しているが，本県で

も魅力のあるものを。（筑西市） 

・農産物を販売する道の駅の整備など，農家の生きる道を。（筑西市） 

・ＴＰＰが締結されれば，農家が全滅し自治体も消滅する。(対抗策として)ブランド化

を進め，非遺伝子組換農産物の生産と大手商社との取引を。（古河市） 

 

〔生産基盤〕 

・農村地域の後継者不足で農地管理ができない。農地を集約する管理体制をつくり企業

とタイアップするなどの対策を。（坂東市） 

 ・農家の後継者不足に危機感を持つ。外国人への依存度が大きく，子どもがいても後を

継がないケースがある。（鉾田市） 

 

〔林業活性化〕 

・地元の産業である林業がしっかりするように。（北茨城市） 

・林業の活性化が進んでいない。太陽光発電施設が設置されているが，20 年経てばスク

ラップ。従来行ってきた燃料利用など，木材の新たな用途開発を。（茨城町） 

 

〔農山漁村の活性化〕 

・山(加波山)が荒れているので山林整備方策を。（桜川市） 

 

〔観光の振興〕 

・人口減少下で経済成長を持続させることには難しさがあるので，少数精鋭体制の中で

「効率」を追うことに触れるべき。（笠間市） 

・茨城空港に来ていただいた方に紹介できる，茨城のものを食べてもらう観光ルートを

考えている。（北茨城市） 

・原発事故により観光が低迷している。県で対策を。（北茨城市） 

 ・観光地の人づくりを。旅館ホテル業で他地域との交流を図ることにより，お互いの良

さを発見し合うのはどうか。タクシー会社然り。接待のコンクールなども。（潮来市） 

 ・茨城はイメージが悪くＰＲが下手。霞ヶ浦は面積では日本で２番目だが，イメージと

して琵琶湖の次には来ない。県は観光振興に注力を。（つくばみらい市） 

 ・圏央道について，観光振興につながる関連施設の整備を。（坂東市） 

 

〔魅力ある地域づくり〕 

・降雪が少ないので冬期にグラウンドが使用できる。子どもが自然と触れあえるところ

が多いことも魅力。レジャーに活かすべき。（日立市） 

・御前山ダムは景観がよいがフェンスがあり見に行けない。（常陸大宮市） 

・茨城にはみんなが分からないところに良いものがある。（北茨城市） 

・茨城は便利な田舎。やり方次第で次の段階に持っていける。（水戸市） 
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〔広域交通ネットワーク・物流〕 

 ・国道６号日立バイパスが途中で途切れていることに疑問。（日立市） 

・国道 123 号線(水戸-宇都宮)の那珂川大橋の拡幅を。（常陸大宮市） 

・ＴＸの延伸と災害時の茨城空港の活用を。（鉾田市） 

・ＴＸの土浦駅までの延伸を。（土浦市） 

 ・ＴＸを常総，筑西に延伸させ通勤圏を拡大すべき。（古河市） 

・人の交流と物流にも注力を。（鉾田市） 

・水戸以北の幹線道路の整備が弱い。水戸市を茨城のヘソと捉えて重点的に支援してほ

しい。（水戸市） 

・鹿島港への高速道接続，潮来－茨城空港北ＩＣ間の早急な開通を。（鉾田市） 

・2030 年を目処に仙台まで常磐新幹線を開通させ，通勤圏を拡大して日立の工業団地を

活かすなどの取組が必要。（土浦市） 

・道路が一番大事。交通の整備をしてほしい。（八千代町） 

 ・魅力度 47 位は相応。スポーツ･文化･芸能にも注力を。（常陸太田市） 

・オリ・パラに関して大人数を収容できる競技場がない。後で赤字になるのは困るが，

ランドマークとして県の魅力にしても良い。（小美玉市） 

・まずは高校野球で１回戦は勝てるようにするなど，スポーツや芸術面での認知度を上

げてほしい。（土浦市） 

 

〔ＩＴ(ＩＣＴ)の活用〕 

 ・ニセ電話詐欺の手口が巧妙になっている。受けた電話の内容を判断して自動的に通話

が切断されるような技術開発ができないものか。（結城市） 
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４ ３つの目標に広く関わるもの 

《 イメージアップ 》 

・住んでいると見えない魅力 (肉，温泉など)が埋もれているが，たくさんありすぎて

アピールできない。特色が出せるとよい。（北茨城市） 

・若い人は外に出てしまい，外国に行ってしまう人もいる。住んでいる人はこれで良い

と思ってしまうが総合的にＰＲしてほしい。（北茨城市） 

・茨城はとっつきにくいなど(ＰＲ下手な)県民性はそう簡単には変えられないので，行

政による茨城の魅力のアピールを。（ひたちなか市） 

・中間にいるよりも，１位かビリが最もＰＲできる。（北茨城市） 

・魅力度ランキングが最下位であるが，魅力があるとはどういうことか。何を持って魅

力度と言っているのか。本当に魅力がないのか分析が必要。（鹿嶋市） 

・人気度(魅力度)ビリはあり得ない評価だと思う。（鉾田市） 

・魅力度最下位の脱出は行政の仕事。（鉾田市） 

・茨城(の魅力)がワーストと言われる理由がわからない。（利根町） 

・茨城県は全ての資源が揃う自慢できる県だと思う。ワーストになっていることをもう

少し真剣に受け止めて対策を講じるべき。（利根町）  
・魅力度が低いとのことだが，例えば全国的に有名な常総学院や水戸黄門などが茨城と

リンクしていないのではないか。（土浦市） 

 ・東京で行われる企業ＰＲの催事等に茨城県の企業の出展が少ないことが気になる。積

極的に打って出ることが大切。（笠間市） 

・県をどのようにＰＲしていくのか。茨城県は独特の観光資源を有しているので，この

ＰＲに力を入れるべき。（笠間市） 

・茨城のイメージは，現在のＰＲだけでは足りない(好転しない)。行政が中心となって

頑張らねばならない。（八千代町） 

 

《 地域別課題 》 

 ・県北山間地帯を何とかすべき。（水戸市） 

 ・県北は県南に比べ(地域)高規格道路の整備が遅れている。（大子町） 

・旧勝田市と茨城港(常陸那珂港区)付近の二極化が進んでいる。（ひたちなか市） 

・地域づくりは本当に大変。各自治体は疲弊している。（水戸市） 

・県として，水戸を第一に考えるのはよいが，二番目にはつくば周辺を考えるべき。こ

の２つを分けた場合にどこを中心にＰＲしていくのか。（利根町）  
 

《 県総合計画全般について 》 

・企業誘致や異文化交流，地方創生のブレイクダウンやＪＡの改革等々，2020 年までの

計画に具体的なインパクトを。（利根町） 

・大きなテーマを３つ位あげて，評価を伴う形で計画を組んではどうか。（日立市） 

・新しい県総合計画には茨城だからアピールできる目玉をつくってほしい。（東海村） 

・生活大県プランを拝見して感じるのは大風呂敷だということ。（笠間市） 

・要望は尽きないが県の予算も足りない。実施した分，税金が上乗せになっては困る。

実施することを絞るべき。（小美玉市） 

・人口減少については，仕方がないと思うところもあり問題点がわからない。問題点を

明らかにして取り組むことをはっきりさせていくことが大切。（つくば市） 

・人口減少をプラスに捉えることも必要。生活大県と人口減少とのバランスを取ること

が大切。（下妻市） 

 ・県計画の３つの目標はどれも必要だが，優先順位付けが必要。（守谷市） 
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・県の目標として，漢字の読み書きはイージー。若者の正社員比率の向上などを掲げる

などの目標設定が必要ではないか。（土浦市） 

・誰がどのように進めていくか検証が必要｡実現可能な計画のプランニングを｡（大洗町） 

・現状がどうなっているのかを具体的な数値として示すことが大切。数値をベースとし

た計画づくりを。（古河市） 

・県の総合計画にも若い人の意見を入れられると良い。（利根町）  

・現行の生活大県プロジェクトで「未来を担う子ども･若者育成」を取り上げているこ

とは素晴らしい。（笠間市） 

・現行計画の存在をはじめて知った。ソフト計画は人の意識を変えることが目的。多く

の県民に浸透して，やる気を起こさせる計画づくりを。（牛久市） 

・現行計画のゾーン分けは良い。地域づくりを進めていく方向も良い。（牛久市） 

 ・中期計画，年度計画は県が市町村を指導できるものとなっているか確認を。（利根町） 

・市町村と県のつながりがわからない。双方向の情報交換(県民への説明)が大切。地域

特性をどのように捉え，まとめていくのか県に期待する。（つくば市） 

 

以 上  


