
令和元年度第1回町民討議会　第１ラウンド意見一覧

班 区分 見出し　（空欄は見出し未記入） 付せんに書かれた意見　（原文そのまま）

東日本震災時　電力の復旧が早かった

土浦、つくば、水戸などに比し災害が少ない

水害が無い

災害が少ない

自然災害少ない

水害が少ない

土浦に比し税が安い

緑が多いと思う

治安がいい

公民館等多く使用料金安い

文化・スポーツのコミュニティ講座が多彩で盛ん

工業団地を大きくし、インターチェンジ周辺に企業を呼び込んでいる

学校などの指定避難場所の整備が進んでおり防災倉庫も各場所に設置されてい
る。

マイアミ祭りはステキ

レンコンサブレー好き

あみっぺを全国へ

道路の整備が進んでいる

日常利用できる公共交通網の不備

交通機関がない

高齢者の交通状況

駅がない

高齢者の免許返納の実情はどうなのか　その対策は？

駅と中心部を結ぶ交通

他市町で運行しているところもある町内循環バスなどはあるのかな？

シルバー雇用の実情はどうなのか

ハローワークがほしい。

育児支援が足りない 育児支援が少ない

高齢者が食事しながら集まる集会所

街灯が少ない

街灯が少ない

公共で利用出来るジム

一年中利用できる温水プール

皮フ科がほしいです

小児科の時間外救急　土浦協同かつくばメディカル利用

防災無線は整備されているが、家の中や町の外れのほうは設置間隔が広すぎなた
め聞こえない

役場の雰囲気

行政と住民のコンタクト少ない

そもそも町のことをそれほど知っている訳ではない　逆に魅力ってなんですか？

公共ジム

1

阿見町の良いところ

阿見町に足りないところ

災害に強い

公共交通が少ない

雇用情報が少ない
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班 区分 見出し　（空欄は見出し未記入） 付せんに書かれた意見　（原文そのまま）

高速道路へのアクセスが良い

アクセスが良い

静かなところであるが比較的短時間で東京や筑波へ出ることができる

道が混まない

町の立地は天恵のものと思える。土浦、つくば、牛久、竜ヶ崎等へ短時間で行くこと
ができる。
ショッピングモールなど巨大商業施設が充実している。日常生活を支えるスーパー
マーケットの存在も重要だ。
公共の施設が集約されていて、（町役場地区・公民館図書館地区等）利便性が良
い。
他の地方自治体に住んでいた者としては、町内の道路が整備されていることに驚き
を覚えた。道路に関する標識等、懇切丁寧である。

ランドセルがタダ

教育機関が多い

図書館（図書室）の本が充実していてキレイ

医療環境が整っている。ふたつの大学病院、およそ400の医院、200の薬局が身近に
ある自治体は少ない　　※県南地区の医院数を指していると考えられる

子供医療費がタダ

災害ない 災害が少ない

人づきあいが良い 比較的、住民の顔がみえる

自然が豊か

新鮮な農作物が安価で手に入る

プール、文化会館などの公共施設がない

小児科が少ない

水道料金が高い

図書の充実が良くない

他に比べて検診や予防接種など補助が少ない

スポーツ施設が少ない

通える高校が限られている

給食が（小中学校）イマイチおいしくない

子供を遊ばせてママ友を作る遊び場が少ない

転入したら町からの入学祝が図書券（ジャージとかを買える券の方が良い）

公共交通機関はバスだけと言ってよいのではないか。自動車の免許を返上してしま
えば交通難民になってしまう。現在以上に老人の足の確保を考えなければならな
い。

交通の便が良くない

緑保全
緑の資源の将来が心配となる。阿見町のような全体が平坦な立地では容易に開発が
進められてしまう。強権を発動した保全策が必要なのではないか。

災害対策
私は東日本大震災の体験者だが、大規模災害への備えや教育について徹底されて
いるかどうか不安である。想定外の状況を多く見て来た者として考える所があるが
―。

交通利便性の向上

2

阿見町の良いところ

阿見町に足りないところ

アクセスが良い

教育の充実

医療費の充実

自然の恩恵

公共サービスの充実

教育・子育て支援
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班 区分 見出し　（空欄は見出し未記入） 付せんに書かれた意見　（原文そのまま）

洪水の心配がない

気候が良い

災害が少ない

自然災害（台風）が少ない

地震は多いが自然災害が少ない！！

雇用が多い 工場が多い

ごみの分別が楽

食べ物がいろいろある

工場や銀行、郵便局が徒歩圏内

生活必需品（食品）が買い易い

生活しやすい（坂が少ない）

買い物しやすい

都内まで1時間

医療費が返ってくる

公園が遊ぶ子供をよくみる

治安が良い

公園が多い

自然体験（つり・霞ヶ浦）し易い

緑が多い

歩道が狭い

常磐線、ＴＸの距離が遠い

阿見町内の交通の便が悪い（自家用車しかない）

車がないと？免許返上？

交通の便（荒川沖駅）

公共バスがない

デマンドの件（当日の予約は？）

交通治安が悪い。車、歩行者ともに

交通の便が悪い。デマンドタクシーはあるけど

教育面が劣る

給食が自校式でない

街灯が少ない

街灯が少ない

夜にバイクの音がうるさい

土日遊べる公的な施設が無い

放課後すごす場所が少ない

家族で遊べる場所が無い

ショッピングモールが無い

阿見町内で「行きたい場所」が無い

大きい会館が無い

夜間に対応してくれる動物病院が無い

他地域からの引き付けが少ない

水道代が高い（上下水道）

阿見町の良いところ

自然災害が少ない

生活必需品が得やすい（地域による）

自然が多い

3

阿見町に足りないところ

交通の便が悪い

教育面が劣る

治安が悪い

公共施設が少ない

その他
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班 区分 見出し　（空欄は見出し未記入） 付せんに書かれた意見　（原文そのまま）

旬な新鮮な野菜を購入出来る（販売所が多数ある）

大きな病院がある（近隣市町村にも）

人口がへっていない

公共施設の充実

ランドセル支給はとてもありがたい

インフラ整備が◎（荒川本郷、アウトレット位）

公園が整備されている

健康診査の充実

お祭りなど町民全員が楽しめる場がある

ゴミの収集所のカゴは他の市より良いと思う。

廃棄物回収に関する対応　システムが住民にやさしい　処理場がある

町民が参加できる行事が多い

災害が少ない（災害に強い）

災害が少ない

自然災害が少ない

阿見アウトレット周辺の開発はとても良い

交通アクセスが良い（阿見インター、ＪＲ）

他県に比べて年寄りの交通機関の利用の割引がない

後期高齢者の運転が目立つ

夜間タクシーを突然利用したくてもやってない

認知症の高齢者への支援体制が不足している

コミュニティバスを運行して欲しい

高齢者の交通手段（自動車免許の返納後）

行政処理が複雑

隣の市や町に比べ開発が遅れている

治安が悪い　窃盗、盗難、空き巣、車上荒らし（監視カメラ付けて欲しい）

通学路の街路灯が少ない

公共施設が古い（公民館、町民体育館）

大きな道路の除草がされていない

防災無線が聞きにくい

新型インフルエンザ等に関する住民の対応に関する内容が配付されていない

税金が高い

阿見町の支援内容の見える化がされていない（事業内容も同様）

行政から配付される文章が難しい。小中学生が見ても分かりやすい内容で配付が必
要（グローバル化を視野に入れる）

生協と連携して食の充実

ネコの放し飼いをなくす

小中学生への健康教育

健康予防に関連するイベントが少ない（例：健康まつり）生活習慣病、感染予防対策

子供を産みやすい環境がまるっきり整っていない。サポートが足りなすぎる。

阿見町に高校を作って欲しい。

ファミリーサポートなどのシステムが充実していない（時間帯、ルール、値段など）

相談員が足りない（守りきれていない）

教育の先生と生徒の関係、スクハラ、不登校などの改善など（相談しやすい環境）

長期休み中に子供食堂みたいな活動をして欲しい

子供食堂など片親の子供など身寄りが無い子達の拠り所など相談できる場所

娯楽施設の不足

若者が都会に出る（地方に少ない）

地元企業が元気ない（大企業優先）

4

阿見町の良いところ

税金の使い方

地域・商工会コミュニティ

災害が少ない

阿見町に足りないところ

教育

行政への願い

後期高齢者への対応
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班 区分 見出し　（空欄は見出し未記入） 付せんに書かれた意見　（原文そのまま）

空が広い

緑が多い

自然が豊か

自然環境が良い

霞ヶ浦がある

公園や緑地が多い

水害、災害の少ない町

静かで暮らしやすい

東京への通勤が可能

東京に近い

医療機関（大学病院）がある

大学病院が２つある

農産物が豊富

農産物が豊富

雇用がある

若者が働く場所が増えたみたい

大学がある

家賃が安い

ごみの分別が楽

子育てが充実してきた

運動が盛ん

駅（電車）

交通の便が悪い

公共交通機関

公共の交通網がない

高齢者1人暮らしの出かける交通手段がない

博物館がない

美術館がない

大きなコンサートホールが無い

温水プールがない

高齢者の集まる場所がない

災害へのリスク 防災無線。場所によっては何を言っているかわからない。見直しを。

観光スポットが無い（若い人）

大型ショッピングモールが近くに無い

名所

知名度

名物

町のイベントが少ない

5

阿見町の良いところ

自然が多い

都心へのアクセスが容易

医療機関の充実

農業が盛ん

若者が住みやすい

暮らしやすさ

阿見町に足りないところ

町外からの集客施設

公共施設の不足

交通手段
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班 区分 見出し　（空欄は見出し未記入） 付せんに書かれた意見　（原文そのまま）

のどか

緑が多い

静か

公園が多い

公園がある

霞ヶ浦を含めた自然が豊富

霞ヶ浦に隣接している

災害が少ない

魚釣りを楽しめる

災害が少ない

土砂災害や津波などの災害が少ない

交通の便が良い

農作物が豊富

アウトレットがある　集客を見込める

駅からの幹線道路が整備されている

新しい住宅が増えている

病院がたくさんある

税収が多い（たぶん）

デマンドタクシーあみまるくんの料金が他市町村に比べて少し安い

近隣とのかかわり

住みやすい。住民が優しい。

皆で良い町を作るという姿勢の町民が少ない

近隣とのかかわり

水遊びができる清流がない

杉が多い

公園の管理が出来ていない

持続可能な住宅開発になっていない（ような気がする）

保育施設が不足

住民が高齢化しているのに屋内のスポーツ施設がない

住民税が高い

雇用が少ない

空家対策

建築許可等は自然安全を考え安易に出さないで再建築をうながす

自転車専用道がない

歩道の無いわりに交通量の多い道路が多い

通学路の安全性が足りない

安全な道路が少ない

デマンドタクシーを予約しないと利用できない

公共の乗り物が少ない。高速バス等の廃止

治安が悪い

高齢者の買い物対策、病院通院

商業施設が散在しておりまとまっていない

飲食店が少ない。24時間のファミレスやスタバなど

これといった観光地が無い

予科練平和記念館の広報が足りない

霞ヶ浦を有効利用していない

6

阿見町に足りないところ

阿見町の良いところ
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班 区分 見出し　（空欄は見出し未記入） 付せんに書かれた意見　（原文そのまま）

人口が増えない

若者が減っている

農業が盛ん

趣味の講座が多い

お年寄りが多く子供にとって社会勉強になるところ

医療機関が多い

JRに近く都内も通勤圏

交通アクセスが良い（圏央道）

特産品（野菜・果物）が多い

工業団地が誘致出来てる

町政 町民の意見が通りやすい

平地と平地林が多い

カブトムシが取れる

自然（農地）が多い

自然が多く住みやすい環境

災害 重要な施設が揃っている（学校、病院、消防署等）

特産品のアピールの仕方がへた

ふるさと納税の返礼品を見直す

特産品がない

絶対的阿見ブランドが無い

防災無線の音が聞きづらい

免許返納後の移動手段の使いにくさ

防犯（カメラ設置、放送難聴）

町政に関心が無い人が多い

駅から遠い

空家が増えてる

長時間滞在するスポット・エリアがない

商店街が無い

アミューズメントに関する施設が無い

7

阿見町に足りないところ

町の企画力

町政

交通

特徴

阿見町の良いところ

地政

健康・福祉

交通

地域・環境

自然
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班 区分 見出し　（空欄は見出し未記入） 付せんに書かれた意見　（原文そのまま）

自然が豊かである

桜の木が多い　町内全体

適度に森がある

風光明媚で自然が豊かである

地震による地形の変化が無い（よしわら居住）

災害が少なくすごしやすい（生活）

工業団地がたくさんある

工場が多い多く地元の人の雇用がある

幹線道路が少しずつ広くなっている

車で10分ほどで店に行ける

農業盛ん 農業が盛んでおいしいものがたくさん収穫できる

楽しい施設がある 阿見アウトレットがある

生涯学習の諸活動が盛んである

シニアへの支援がある

総合病院、大学があり、医療・文化面で充実している

医療大学がある

自然の豊かさを活かしていない

阿見町の自然を楽しみ保全する活動が少ない

街灯が少ない 街灯が少なく、夜暗すぎる

待機児童の数が31人と多い

小規模保育所を増やして欲しい

農業後継者が少ない 農業後継者が減少している

遊ぶところが無い

観光施設が少ない

アウトレットの集客を利用して阿見町の特産品や町の紹介につなげる

公共交通の便が悪い 交通の便が悪い

シニア支援 歩く会主催のウォーキング会に参加したくても抽選となってしまう

歩道が平らでない所があり歩きにくい

幅員4ｍ未満の生活道路の舗装整備ができず実情に合わない

まいあみ祭りに工夫が欲しい まいあみ祭りがいまいち

水道水がカルキが多くまずい 水道水のカルキの量が多い気がする

地域と学校の連携 学校の子ども達の活動の様子があまり伝わらない。地域と学校の連携が乏しい。

8

阿見町に足りないところ

阿見町の良いところ

自然が豊かである

災害が少ない

工場が多く雇用がある

歩道整備

交通の利便がある

生涯学習が盛んである

医療・文化面で充実している

自然の豊かさを生かしきれていない

待機児童問題

商業施設が少ない
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