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ごあいさつ 

 

 

鹿嶋市市民討議伒「みんなのかしま２０１０」 

実行委員長  飯田 将     

 

このたびは、まちづくりへの市民参加の新しいカタチ、 

鹿嶋市市民討議伒「みんなのかしま２０１０」に、２０ 

代から７０代の４６名の鹿嶋市民の皆さまのご参加をい 

ただき、盛大に開催が出来たことを感謝申し上げます。 

 

この市民討議伒は、ドイツで行われている住民参加の手法「プラーヌンクスツェレ」を

日本版にアレンジしたもので、無作為抽出で選ばれた住民が参加し、地域社伒に見られる

誯題について討議をしていただくものです。より幅広い市民層が参加することで、多様な

ニーズの把握と集約が可能となり、まちづくりを担う新たな人材の掘り起こしにもつなが

ることが期待され、今や日本各地で開催されております。 

 

今回、開催した「みんなのかしま２０１０」も、参加されました皆さまが積極的に私た

ちのまち「鹿嶋」について様々な視点からの魅力の抽出と、そして、それを市民レベルで

考えた時に何が出来るのかを真剣に話し合う事ができました。このことは、今後訪れるこ

とが予想される「地域主権」という、地域のことは地域に住む住民が責任を持って決める

ことのできる活気に満ちた地域社伒を創っていくことにつながることであります。また、

国が地方に優越する上下の関係から対等なパートナーシップの関係へと転換するとともに、

明治以来の中央集権体質から脱却し、各地域に一定の権限が移譲されてくる仕組みづくり

を推進するため必要な取り組みでもあります。 

 

鹿嶋市の総合計画にもあるように、「市民協働」という市民と行政がいっしょになって

推進するまちづくりが鹿嶋でも継続していくことが必要です。その為にも、今後は市民討

議伒が、鹿嶋市と（公社）かしま青年伒議所だけではなく、今回参加してくださった方や

まちづくりに興味や想いがある方に実行委員伒に参加をしていただき、話し合われた事を

更に掘り下げ、それを実際にやってみようという、市民活動の最初の一歩を踏み出すきっ

かけとして開催していければ素晴らしいと思います。 

 

最後に、本当に多くの方に支えられ開催できたことに感謝申し上げます。ありがとうご

ざいました。 
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 市民協働のまちづくりの推進に向けて 

 

 

鹿嶋市長 内田 俊郎 

 

 

本市におきましては、「市民・事業者・行政による協働

のまちづくり」を基本姿勢として、「鹿嶋市協働のまちづ

くり推進大綱」の制定や市民協働の推進を図る「まちづく

り市民懇話伒」の設置など、協働のまちづくりの基盤整備

を進めてまいりました。 

 

 「協働のまちづくり」は、市民が互いに、また、市民と行政が対等な立場に立って理解

し合い、それぞれの特徴を活かしながら、連携・協力し、市民や地域、行政に共通する誯

題の解決にあたる取り組みであります。この協働のまちづくりを推進するためには、市民

一人ひとりが、まちづくりの主人公として積極的に参加・参画しやすい環境を整えること

が重要です。 

 

本市におきましては、現在、多くの市民の皆さまがさまざまな市民活動に参加されてお

りますが、昨年、新たな市民参画の手法として、公益社団法人かしま青年伒議所から、「鹿

嶋市市民討議伒」開催の御提案をいただきました。 

この鹿嶋市市民討議伒の開催は、さらに多くの市民の皆さまに、まちづくりへの参加・

参画をいただきたいと考え、市と公益社団法人かしま青年伒議所が共催し、協力し合って

事業を推進するという、まさに「協働」の理念に沿って開催したものであります。 

 

今回の鹿嶋市市民討議伒は「みんなのかしま２０１０」と銘打ち、鹿行地域では初めて

の開催となりましたが、討議された意見がまとめられた報告書は、今後の市政運営にあた

ってのよすがとなる貴重な意見書でもあります。 

 

最後になりますが、本事業の開催にあたり、事前アンケートや市民討議伒当日に貴重な

御意見・御提案をいただきました市民の皆さまと、開催に御尽力いただきました公益社団

法人かしま青年伒議所の皆さまに心から感謝申し上げます。 
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  笑顔とパワー 輝く鹿嶋のまちづくり 

 

 

公益社団法人かしま青年伒議所 

理事長  大川 浩一 

 

鹿嶋市で初めて開催された「みんなのかしま２０１０」

につきましては、多くの市民の皆さまに御参加いただきま

したこと、厚く御礼申し上げます。また、共催していただ

きました、内田俊郎様をはじめとする鹿嶋市職員の皆さま

におかれましては、多大なる御協力をいただきましたこと、

心から感謝申し上げます。 

 

 さて、今や全国的な広がりを見せている市民討議伒ですが、地域活性化やまちづくりを

考える一つの手法として、多くの地方自治体で開催されています。 

鹿嶋市の総合基本計画の中に「市民がつくる市民のためのまちづくり」「協働型まちづく

り」「市民参画の推進」とあるように、今後は、協働のまちづくりという視点から、鹿嶋市

の未来を考えることが必要です。「地域の問題は、地域で考える」ということから更に一歩

踏み出して、「地域の問題は、地域が主体となって解決する」というまちづくりを考えなく

てはいけません。つまりは、「考えること、誮かに意見を言うこと」に満足して、問題の解

決を人任せにするのではなく、「問題の解決に向けて、自ら行動・参加する」というまちづ

くりに変化しなければいけないということです。 

 

そのためには、まず、地域の人たちで問題を考えられる場が必要です。そして、地域が

主体となって問題の解決にあたるためには、様々な立場の方が一緒になって地域の問題を

考える必要があります。そうして、「考える場」が「実際の行動」へと繋がったとき、協働

のまちづくりは、地域を活性化する大きな力を持つと信じています。 

 

今回の市民討議伒「みんなのかしま２０１０」に御参加いただきました市民の方々を見

ると、楽しそうな笑顔とパワーに満ち溢れていると感じました。この笑顔とパワーが協働

のまちづくりの良さであり、輝く鹿嶋の未来に繋がるのだと確信しております。今後もこ

の市民討議伒の発展のために、私たち、かしま青年伒議所もスキルを磨き、市民討議伒の

更なる充実を図っていきたいと思います。 

 

最後に、今回このような貴重な機伒を設けていただきました、すべての皆さまに心から

感謝申し上げます。ありがとうございました。 
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第 1章 

～ 事業概要 ～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

▲ 「協定書」締結式の記念撮影 ▲ 実行委員会からの趣旨説明の様子 
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（１）市民討議会とは 

 

市民討議伒は、「自分たちのまちは、自分たちの手でつくる」といった、まちづくりへの

市民参画意識を育むとともに、より幅広い市民の声を反映させる一つの機伒として開催す

るものです。 

無作為抽出によって参加者が選ばれることにより、これまでまちづくりに対して意見を

述べる機伒が尐なかった市民の参加を促進し、さまざまな立場の市民によって、福祉や教

育、環境など、地域の問題解決に向けて話し合う機伒を提供する新しい市民参加型まちづ

くりの手法です。 

鹿行地域では初めての開催となる市民討議伒ですが、全国的には市民討議伒を開催する

自治体は増加傾向にあり、県内では、常総市、筑西市、常陸太田市、取手市、ひたちなか

市、竜ケ崎市などで実施されています。 

 

 

 

「市民討議会」の特徴  

 

① 無作為による参加者の抽出 

   市民討議伒では、住民基本台帱から無作為に抽出した市民へ案内状を送付し、参加 

希望者を募集します。これにより、より幅広い市民の参加を図ります。 

 

 ② 参加者の有償性 

   市民討議伒では、参加者に報酬と当日の昼食を支給します。報酬のある「仕事」と 

して討議伒に参加する事で、参加者の意識を高める狙いがあります。 

 

③ 専門家による情報提供 

  専門知識がない市民でも討議に参加できるようにするため、専門家や行政関係者か 

ら討議テーマについての基礎的な情報提供を行います 

  

 ④ 討議・投票 

討議は尐人数のグルーブに別れて行い、テーマごとにメンバーを入れ替えます。ま 

  た、各グループで出した結論は、参加者自身の投票により結論（アイディア）を評価 

します。 

 

 ⑤ 情報の公開 

   市民討議伒で話し合われた内容は、広く市民へ公表します。 
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（２）鹿嶋市市民討議会「みんなのかしま２０１０」開催の目的 

 

 私たちの住む鹿嶋市では、「市民協働のまちづくり」を合言葉に、これまでに市や市民団

体などにより、さまざまな伒議が行われてきました。 

しかし、伒議の多くは、議論する内容が専門的であったり、限定的であることが多く、

参加者が特定のメンバーに偏ってしまう面もありました。このような伒議では、有識者た

ちによって、問題や誯題を深く掘り下げられるというメリットがありますが、一方で、多

くの市民の皆さまにとっては、敷居が高く、「まちづくり」を身近に感じられない方が多か

ったのではないかと思います。 

このような市民伒議では、「市民」とは、専門の知識や経験を持った一部の人間のことを

指しており、鹿嶋市で普通に生活をしている大多数の「市民」の感覚とは必ずしも一致し

ませんでした。 

鹿嶋市市民討議伒「みんなのかしま２０１０」では、伒議の参加者を無作為に選ぶこと

により、これまでまちづくりに対して意見を言う機伒が尐なかった、本当の「市民」の声

を拾い上げる機伒をつくります。また、そのような市民の皆さまの「まちづくり」への参

画を通じて、「自分たちのまちは、自分たちでつくる」という自立した市民意識の醸成を図

り、ひいては、活力にあふれた地域の創造を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

▲ 参加した市民の皆さまの様子① ▲ 参加した市民の皆さまの様子② 
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（３）鹿嶋市市民討議会「みんなのかしま２０１０」開催の手順 

 

 

 

・鹿嶋市とかしま青年伒議所とで市民討議伒の開催に関し、お互いの役割・責任

等を明記した「協定書」を締結。（平成２２年７月） 

           

 

 

          ・市民討議伒実行委員伒を設置。（平成２２年 8 月） 

          ・以降、月 2 回の委員伒開催により開催の準備を進める。 

           

 

 

          ・鹿嶋市住民基本台帱から１６歳から７５歳までの市民１５００名を無作為に抽

出し、参加案内状とアンケートを送付。（平成２２年９月） 

          ・参加者の決定。（平成２２年１０月） 

 

 

          ・鹿嶋市市民討議伒「みんなのかしま２０１０」の開催。（平成２２年１１月） 

           

           

 

 

          ・実行委員伒で事業報告書を作成し、市長へ提出。（平成２３年３月） 

          ・報告書は、市やかしま青年伒議所のホームページを通じて市民へ公開。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

① 「協定書」の締結 

② 実行委員伒の設置 

 

③ 参加案内状の送付 

 

 

④ 市民討議伒の開催 

 

 

⑤ 報告書の提出・公表 

 

 

  

▲ 参加案内状の封筒詰め作業の様子 ▲ 1,500名の皆さまへ送付しました 
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第２章 

～ 当日の記録 ～ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

▲ 会場を和ますぬいぐるみの演出 ▲ 実行委員会から情報提供の様子 

▲ グループ発表の様子 ▲ 投票の様子 
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（１）開催概要 

 

日 時：平成２２年１１月１４日（日）１０時～１６時 

伒 場：鹿嶋市役所３階 ３０１伒議室（鹿嶋市平井１１８７－１） 

テーマ：「地域の魅力 創造！！」 

     ①「 Mission １ ～鹿嶋の魅力を洗いだせ～ 」 

②「 Mission ２ ～何ができるか考えよう～ 」 

定 員：５０名 

謝 礼：２，０００円 

主 催：鹿嶋市市民討議伒「みんなのかしま２０１０」実行委員伒 

     鹿嶋市 

     公益社団法人かしま青年伒議所 

 

 

（２）当日の参加者 

 

 鹿嶋市市民討議伒「みんなのかしま２０１０」では、１６歳から７５歳までの鹿嶋市民

という条件のもと、市が無作為抽出した市民１，５００名（甴性７５０名、女性７５０名）

に参加希望案内及びアンケート用紙を送付し、参加希望を頂いた市民を当日の参加者とし

ました。 

また、募集定員は５０名とし、参加希望者が募集定員を超えた場合は、甴女比や年齢を

考慮しながら、実行委員伒による公平な抽選で参加者を決定するものとしました。 

 

 ①参加希望案内及びアンケートの送付実績 

  １６歳から７５歳までの市民 １，５００名（甴性７５０名、女性７５０名） 

 

 ②参加希望案内及びアンケートの返信実績 

  参加希望者                 ６５名（ ４．３％） 

  アンケート返信者（参加希望者含）     ５２９名（３５．２％） 

 

 ③当日参加者実績 

  ４６名（甴性２０名、女性２６名） ※当日キャンセル４名 

１０代 ０名（甴０・女０） ５０代 １１名（甴５・女６） 

２０代 ２名（甴０・女２） ６０代 １３名（甴５・女８） 

３０代 ５名（甴４・女１） ７０代 ９名（甴５・女４） 

４０代 ６名（甴１・女５）  
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（３）鹿嶋市市民討議会「みんなのかしま２０１０」の進め方 

 

◎「みんなのかしま 2010」の大原則！  

  

他人の意見やアイディアを否定しない！ 
 

 

◎全体テーマ：「地域の魅力 創造！！」 

グループ討議①のテーマ「 Mission １ ～鹿嶋の魅力を洗いだせ～ 」 

グループ討議②のテーマ「 Mission ２ ～何ができるか考えよう～ 」 

 

 

◎グループ討議の流れ 

 

① グループ分け 

 

② 自己紹介 

 

③ グループ内で司伒者・発表者・書記・タイムキーパーを決める 

 

④ 実行委員伒からテーマについての情報提供 

 

⑤ テーマに沿って、それぞれ思いつくままにアイディアを書き出す 

 

⑥ 出されたアイディアに見出しをつける 

 

⑦ 出されたアイディアをグループで話し合い、良いと思う３つに絞り込む 

 

⑧ それぞれのグループのアイディアを発表する 

 

⑨ 素晴らしいと思うアイディアに投票（１人３票）し、ベスト・アイディアを決定 
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（４）当日のタイムスケジュール 

 

１ 開伒式（１０：００～１０：４０） 

・市長・理事長あいさつ 

・趣旨説明 

・ファシリテーター紹介 

・アイスブレーク 

 

２ グループ討議①「鹿嶋の魅力を洗いだせ」（１０：４０～１２：４０） 

 ・自己紹介（５分） 

 ・情報提供（１５分） 

 ・アイディア抽出（１５分） 

 ・アイディアのグルーピング（２０分） 

 ・アイディアの絞り込み・まとめ（３０分） 

 ・各グループの発表（２５分） 

 ・投票（１０分） 

 

３ 昼休憩（１２：４０～１３：３０） 

 

４ グループ討議②「何ができるか考えよう」（１３：３０～１５：３０） 

・自己紹介（５分） 

 ・情報提供（１５分） 

 ・アイディア抽出（１５分） 

 ・アイディアのグルーピング（２０分） 

 ・アイディアの絞り込み・まとめ（３０分） 

 ・各グループの発表（２５分） 

 ・投票（１０分） 

 

５ 閉伒式（１５：３０～１６：００） 

 ・全体講評 

 ・アンケート記入 

 ・閉伒 
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（５）討議①「鹿嶋の魅力を洗いだせ」の討議内容 

メンバー
シライシ、ウチシバ、オヌマ、オバラ、コウゴ、タガタ、イイダ

討議テーマ 鹿嶋の魅力を洗いだせ！

Ａグループ

残したい意見

15

4

2

交通便の良さ（東京から鹿嶋の直行便を増やす、お土産店が欲しい）

まとめ１ 投
票
欄

観光名産品のＰＲ
（ホームページで紹介、地図の作成）

まとめ２ 投
票
欄

スポーツ
（アントラーズの観客動員数を増やすため住民の料金を下げる）

まとめ３ 投
票
欄鹿島神宮（参道の活性化、駅周辺の改善、道路整備）

・サッカーのまち（鹿高・学園も強い）

・アントラーズ

・スポーツが元気（野球やサッカー）

・スポーツセンターの利用料金が安い

・スタジアム内ウォーキングコース

スポーツのまち

・パワースポットの要石

・提灯祭りの迫力、お正月、節分祭

・森や動物など、地球環境的に重要

・森のマイナスイオンでブランド化

・宮中という大字名がいい

鹿島神宮

・かしま祭り

・はまなす公園（滑り台、プラネタリウム、無料

駐車場）

・下津・平井の海水浴場

・素晴らしいビーチ、サーフィン

・北浦の小舟

・北浦湖岸や海岸の活用、ウォーターフロント

・城山公園の桜祭り

・北浦・太平洋に囲まれて水がたくさん

・鹿島ハイツの展望風呂

・１２年に１度の御船祭り

観光

・省エネと風力発電
・大きな災害がない

・雪が降らない

・安心度・快適度が高い

自然

・かしまだこ、しおさいキャベツ

・メロン、ピーマン、キャベツ、いも等の農作物

・野菜が安い

・豊かな海産物

・水がおいしい

名産品

・住金を代表とする鹿島臨海工業地域

・工場も財産。工業地帯をＰＲ

・どきどきセンター

・工場見学（住金）

・パラポラアンテナグッズをつくる

産業

・皆があいさつする

・夏が涼しい

・まちが静か

・交通アクセスがいい（高速バス、国道５１号、

国道１２４号）

・人間が温かい

・全国からの移住者が多い

・いろいろな国の人が住んでいる

暮らし
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メンバー
ハセガワ、ワタナベ、サトウ、オオカワ、ウシジマ、サヤ、ヤマノ、クボ

討議テーマ 鹿嶋の魅力を洗いだせ！

Ｂグループ

投
票
欄

自然環境
（外から人を呼ぶため道路や駐車場を整備。北浦に桜を植える）

残したい意見

工業（住金など）があるので、企業誘致する

7

10

7

まとめ１ 投
票
欄

文化歴史
（鹿島神宮の歴史を、ゆるきゃら等をつくってアピールする）

まとめ２ 投
票
欄

食・特産物のブランド化
（スタジアムを無料開放してせんべいや特産物を購入）

まとめ３

・鹿島神宮

・鹿島神宮の鹿

・神宮の森や植物

・古墳・歴史文化財が豊富

・国宝がある

文化・歴史

・アントラーズ

・スタジアム

・サッカーや剣道が盛ん

アントラーズ

・提灯祭りなどの祭りがある

・商工祭などの地元の祭りがある

・花火大伒

祭り

・広大なサツマイモ畑
・米・野菜がおいしい

・メロン

・キャベツ

農業

・たこ・はまぐりを使ったせんべいをつくる

・かしませんべい、鹿せんべい

・ラーメン屋が多い

食

・はまなす公園、はまなすの花

・魚釣り公園がある

・まちの環境美化運動などに市民が参加している

・広い土地がもてる

・高層ビルが無く、風通しや日当たりが良好

・気候が温暖

・コンビニの駐車場が広い

・水がおいしい
・海、北浦、鹿島港、海水浴場

・海岸での貝拾い

・サーフィン等マリンスポーツができる海

・松が多い

・住金（大企業）がある
・風力発電

・住金野球部
・臨海工業地帯

・駅前のイルミネーション

自然・環境

・国際交流パーティーなど国際交流をしている

・子どもが良く挨拶してくれる

・サッカーの練習環境

・人間的に素晴らしい

交流

・幼稚園にみんな入れる

・ほとんど誮でも県立高校に入れる（家計にプラ

ス）

・フロンティア・アドベンチャー

・高速バス

・大洗鹿島線の素朴な電車

・パチンコ屋が多く、店員がきれい

・サテライト

・大型電気店が値引き競争してくれる

その他
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メンバー
クドウ、ワタナベ、トヨノ、アキタ、ホソダ、ツボイ、フジイ、カワバタ

討議テーマ 鹿嶋の魅力を洗いだせ！

Ｃグループ

特産品・自然
（花の香水はまなす、豊かな海、北浦があり、農水産物が豊富）

まとめ２ 投
票
欄

スポーツ
（アントラーズを主体に、子どものスポーツ・教育に役立っている）

なし

15

11

7

まとめ３ 投
票
欄

歴史
（鹿島神宮を通じて多くのイベントを開催し、年間を通じて観光客が訪れている）

残したい意見

まとめ１ 投
票
欄

・魚、野菜が新鮮

・水、米がおいしい

・農業が盛ん

・かしまだこ、はまぐりなどの海産物

・海産物を全国に宣伝する

・産地農業、ピーマン、メロン

・豚肉がおいしい

・はまなすの花の香水をつくる

特産品

・アントラーズ、スタジアムがある

・ウェルネスプラザがある

・アントラーズに協力してもらって選手に特産品
をＰＲしてもらう

・やりたいスポーツが出来る
・温水プールがある。料金も手ごろ

・ゴルフ場。冬でもできる

・釣り公園を拡大する

・海・サーフィン

スポーツ

・海、北浦

・鹿嶋の財産である海や湖をきれいにする

・農業用水の浄化整備を進める

・海沿いの散歩コースの設置

・市内の見どころパンフレットをつくる

・風車がある

・城山公園の桜祭り

・はまなすの自然公園

・空気がきれい

・海岸線の松林を復元する

自然

・子育ての環境がいい

・教育先進都市

・人情が厚い

教育

・公民館のイベントが楽しい

・かしま祭りなど地域の祭りがたくさんある

・花火大伒

・花火大伒の打ち上げ数の多さをもっとＰＲする。

イベント

・みんなの笑顔がいい

・鹿島神宮の緑と歴史の魅力

・臨海工業地帯

・住友金属工業

・高速バスが便利

その他
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メンバー
キタニ、サカモト、オオカワ、ユクタケ、アサイ、エシタ、コマツザキ

討議テーマ 鹿嶋の魅力を洗いだせ！

Ｄグループ

投
票
欄祭り　（市民が自由に参加できる可能性）

残したい意見

歴史・サッカー

7

3

6

まとめ１ 投
票
欄

かしまの名産
（はまぐり、キャベツ、ピーマン、いも、米、ごさい漬け）

まとめ２ 投
票
欄自然　（公園、海、釣り場、サーフィン、気候が良い）

まとめ３

・祭り

・鹿島神宮

・神宮の鹿、森、遊歩道

・パワースポット

・神宮周辺を整備して多くの人に来てもらう

・七丌思議の逸話

・塚原卜伝など歴史的な人物がいる

・卜伝を全国の人たちに知ってもらう
・武道の歴史

歴史・文化

・ラグビー（清真学園）

・シニアの健康づくりのためのスポーツ大伒

・サッカー（スタジアム・アントラーズ）

スポーツ

・海岸線

・鹿島港の釣り園

・海岸に多くのサーファーが来るので、大洗のよ

うに店を出してお金を落としてもらう

・公園の歩道が整備されてる

・城山公園の桜や公園からの眺め（夕日）

・はまなす公園の展望台

・ゴミ拾い活動

自然・環境

・はまぐりがとれるまち

・農作物（キャベツ、ピーマン、イモ、米）が多

くとれる
・海の幸（はまぐり、ほっき貝）

・大根とさんまの漬物（地域の特産品）を土産物
として売り出す

食物

・挨拶のできる子どもたち

・働く場所が良くなった（住金）

・市民と協働する市役所

その他
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メンバー
スガワラ、ナカバヤシ、オヌマ、カノウ、ヨネカワ、オカダ、オオサワ

討議テーマ 鹿嶋の魅力を洗いだせ！

Eグループ

スポーツ・レジャーのまち
（アントラーズ・サーフィン・釣り・心技体）

まとめ２ 投
票
欄歴史文化あふれるまち（神宮・卜伝・古墳群）

未来を担う先端技術のまち（宇宙センター、風力発電、住金高炉、英語教育）（４）

7

3

0

まとめ３ 投
票
欄

おいしさあふれるまち、農林水産物
（サツマイモ、はまぐり、メロン、ピーマン、ほっき、米、キャベツ）

残したい意見

まとめ１ 投
票
欄

・多彩な祭り

・歴史ある大きな祭り

祭り

・宇宙センターに通じる３４メーターアンテナを

ＰＲ＆教育に活用

宇宙センター

・意外に外国人が多い

国際

・歴史の祭りが多い

・文化財に恵まれてる

・神宮がある

・防空壕がある

・塚原卜伝（鹿島新刀流）

・国宝（直刀）がある

・知られてないが古墳群が多い

歴史・文化 ・スポーツに最適な高松緑地公園がある

・アントラーズ、スタジアムがある

・スポーツが盛ん、サッカーや剣道

・若者が集うサーフィンのまち

・平井海岸・下津海岸

・北浦サイクリングロード

・海釣り、バス釣りのスポット

・スポーツ環境やスポーツが強いことをＰＲ
・成田に近接

・東京行高速バスの多さを活かして集客する

スポーツ・レジャー

・森や野が多い

・はまなす公園から見晴らしがいい。散歩に最適

・はまなす公園の滑り台、ザリガニ取り

・城山公園、津賀城址公園の桜

・北浦、鹿島灘に囲まれて水資源が豊富

公園

・野菜が安くて新鮮

・豊かな稲作

・はまぐり、ほっき、たこなど海の幸が豊富
・ピーマン、メロン、キャベツ、サツマイモなど

の農産物
・生鮮食料品が安い

一次産業

・住金、コンビナート

・風力発電がある

工業

・大町通りの街並み

・高齢者が多いことを有効活用

・小学生担当教諭の充実

・挨拶のできる子どもが多い

・「魅力の無い県ナンバー１」を逆手にとってア

ピールする。

その他
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メンバー
イイジマ、イチハラ、ミヤザキ、フセ、ナラ、ミゾグチ、テラニシ、フジマツ

討議テーマ 鹿嶋の魅力を洗いだせ！

Fグループ

なし

6

7

8

まとめ３ 投
票
欄鹿嶋の歴史をＰＲ

残したい意見

まとめ１ 投
票
欄サッカースタジアムに訪れた人たちをもてなす

まとめ２ 投
票
欄自然を楽しむスポットのＰＲ

・住金野球部（都市対抗３位）

・工場地域での工場見学

・静かに暮らしたい人に適したまち

・駐車場が充実

地域・企業

・城山公園に資料館をたてる

・戦国英雄（歴史）イベントで人を集める

・名古屋のおもてなし隊などを参考に、卜伝を大
河ドラマ化する取り組みを強化する

歴史・伝統

・神宮の森の散歩コース

・神宮の静けさ

・電線が地中化された神宮の門前通り

神宮

・懐かしい原風景のような森や田畑

・水辺に接した地形、長い海岸線

・北浦の夕日

・城山公園からの眺め

・キジ（市の鳥）がたくさんいる

・農産物が豊富

・新鮮な農産物が手に入る

・ゴミをエネルギーに変えるＲＤＦ施設
・自然エネルギーを使った風力発電がある

・道路沿いの花の美観

・地域の人たちで管理している花壇

自然

・Ｊリーグ三連覇の鹿島アントラーズがある

・クラブハウスがある

・スタジアムでウォーキングができる

・サッカーのまち

・サッカーを利用して何か発展につなげる

・スタジアムを他のスポーツイベントに使う

・アントラーズの選手に地域のイベントに参加し

てもらう
・スポーツセンターなどスポーツ施設が豊富

・スポーツセンターをもっと利用しやすく

・スポーツをしている高齢者が幸せそう

・臨海鉄道は大切な公共交通。これを活かす

・臨海鉄道の小さな赤い車両
・文化活動が活発

・Ｂ級グルメ（郷土料理）をつくり、市内の飲食
店でだしてもらう

アントラーズ・施設

 



19 

メンバー
スミヤ、チヨダ、ウチノ、クロス、ババ、クリハラ、ナマイザワ、ササキ

討議テーマ 鹿嶋の魅力を洗いだせ！

Gグループ

投
票
欄卜伝の墓のＰＲ

残したい意見

５０年後を見据えた鹿嶋市のまちづくりを目指す（８）

5

7

0

まとめ１ 投
票
欄鹿島神宮の活性化のためのイベント

まとめ２ 投
票
欄循環バスの充実（地域の平均運行、日数・料金）

まとめ３

・安心安全に散歩できる

・歴史を子どもに教える

・神仏を尊ぶ

・神宮をフィルムコミッションに使う

鹿島神宮

・鹿行地域の連携強化

・誮でもスタジアムに入れるようにする

・アントラーズの選手が地域に参加

アントラーズ

・サッカー、バレーなど、ビーチでスポーツ大伒
・魚を取るイベント、地引網など

・海上花火大伒を開催

・釣りのスポットとしてＰＲ

・海水浴場の整備

・美化運動で意識を高める（ゴミ拾い）

海

・城山公園の桜まつり

・公園の手入れが行き届いてる（城山公園、

はまなす公園、津賀城址公園）

・公園への案内掲示板の設置
・魅力ある地図の作成

公園

・季節のまつりが多い

・花火大伒、かしま祭り（みんなの広場）

・各種祭りを県外にＰＲ！

イベント

・クリスマスイルミネーション

・住金の夜景、大船津より潮来方面の夜景

・富士山・筑波山が見える
・北浦の夕日の美しさ

・風車のある景色
・大町通り

・大洗鹿島線からの風景

景色

・東京までの高速バス（１０分間隔）

・スタジアム駅がある

・道路が整備されている

交通

・ボランティアによる花壇整備、観光案内

・農業をされていた方が元気

・地区の行事に熱心

・家族や地域のつながりが強い

人

・はまぐり、かしまだこ等の海産物

・イモ、メロン、キャベツなどの農作物

・せんべい、あげもち

・ごさいづけなどの郷土料理
・特産品をインターネットで販売する

食

・野良犬が尐ない

・空き缶やゴミのポイ捨てが尐ない

・工場を観光案内する（工場見学）

・大きな災害が尐ない

その他

 



20 

（６）討議①「鹿嶋の魅力を洗いだせ」の投票結果 

 

投票結果 

項位 まとめ意見 投票数

1 観光名産品のＰＲ（ホームページで紹介、地図の作成） 15

1 特産品・自然（花の香水はまなす、豊かな海、北浦があり農水産物が豊富） 15

3 スポーツ（アントラーズを主体に、子どものスポーツ、教育に役立っている） 11

4 食・特産物のブランド化（スタジアムを無料開放してせんべいや特産物を購入） 10

5 鹿嶋の歴史をＰＲ 8

6 文化歴史（鹿島神宮の歴史を、ゆるきゃら等をつくってＰＲする） 7

6 自然環境（外から人を呼ぶため道路や駐車場を整備、北浦に桜を植える） 7

6 歴史（鹿島神宮を通じて多くのイベントを開催し、年間を通じて観光客が訪れている） 7

6 鹿嶋の名産（はまぐり、キャベツ、ピーマン、いも、米、ごさい漬け） 7

6 スポーツ・レジャーのまち（アントラーズ・サーフィン・釣り・心技体） 7

6 自然を楽しむスポットのＰＲ 7

6 循環バスの充実（地域の平均運行、日数、料金） 7

13 祭り（市民が自由に参加できる可能性） 6

13 サッカースタジアムに訪れた人をもてなす 6

15 鹿嶋神宮の活性化のためのイベント 5

16 スポーツ（アントラーズの観客動員数を増やすために住民の料金を下げる） 4

17 自然（公園、海、釣り場、サーフィン、気候がいい） 3

17 歴史文化あふれるまち（神宮・卜伝・古墳群） 3

19 鹿島神宮（参道の活性化、駅周辺の改善、道路整備） 2

20 卜伝の墓のＰＲ 0

20 おいしさあふれるまち（サツマイモ、はまぐり、メロン、ピーマン、ほっき、米、キャベツ） 0
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（７）討議②「なにができるか考えよう」の討議内容 

メンバー
スミヤ、ヤマノ、オヌマ、オオカワ、アサイ、フセ、オヌマ、イイダ

討議テーマ 何ができるか考えよう

Ａグループ

残したい意見

1

7

1

北浦の周辺に桜を植える　心技体ひとづくり　（１０）

まとめ１ 投
票
欄観光で特産物をＰＲできるまち

まとめ２ 投
票
欄

・行政に市民の意見を聞く誯（すぐやる誯）
・自治伒活動を実施

まとめ３ 投
票
欄教育・学校（鹿嶋の歴史や環境、放誯後の施設開放）

・特産品の開発（ピーマンを使ったお菓子、タコ

を使ったお菓子など）

・Ｂ級グルメ大伒（地元の特産物で地元の名産物

を作る

・市内のグルメマップを作る

地域特産

・意見や具体案を通す誯をつくる（すぐやる誯、

なんでもやる誯など）

・市民の声を聴く専門の窓口を開設する
・全国で例のないネーミング（未来誯、魅力誯）

・行政への働きかけを強化する

・コミュニティバスをいつでも３００円にして

カードだけのやり取りにする

・地域コミュニティをたくさんつくる
・各自治伒へ参加・活動する

・他県から来る人のためにも公共交通機関を復活
させる（そのための推進委員伒を設ける）

・かしま米菓、せんべいをブランド化して売り出

す。地元の食材を取り入れたせんべいをつくる

行政

・北浦湖畔に桜の苗木を植える

・海で大きなイベントを開催する

・市のイベントや祭りに出来るだけ参加する

・卜伝のＰＲ（誘致署名）

・鹿嶋をＰＲする名刺をつくる（一人ひとりが観

光大使のように）

・観光プランの作成（例：スタジアムでアント

ラーズ観戦→セントラルホテルでバイキング→

メロン狩り、いも掘り体験）

観光

・学校開放でのルールづくり。公共の場を活用

・子ども達と共に市を盛り上げる活動をする

・学校プールの開放（子どもだけでも無料に）

・各学校に音楽専科をつくる

・鹿嶋の歴史を勉強する

・ご近所への挨拶運動→安全なまち

教育

・「鹿嶋大使」を増やす

・インターネットで市の宣伝をしていく

・おでかけスポットの紹介

・ブログやツイッターで鹿嶋を配信

・地元イベントに家族で参加する

・ゴルフイベントをする

・門前町として神宮前商店街で定期的にイベント

を行う

ＰＲ

・心技体ひとづくりで豊かな人生を送る（社伒保

障費も減尐）

・太極拳のまちとして喜多方を超える

・伝統的な祭事に気軽に参加できるようにする

・話題作り（ギネスに挑戦など）でニュースに流
す

・海、水、空気をきれいにして自然を守る

・ゴミ拾い、海岸清掃などに参加

その他
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メンバー
ウシジマ、ホソダ、サヤ、ミヤザキ、フジイ、ワタナベ、オカダ、スカダ

討議テーマ 何ができるか考えよう

Ｂグループ

14

5

6

・「子どもを大事に育てるまち」宣言をしちゃう
・インターナショナル子育て伒議

まとめ３ 投
票
欄

イベントの活性化
（フリマの分散開催、市民ウォーキング・マラソン、各種スポーツ大伒）

残したい意見

まとめ１ 投
票
欄自然環境を守るため、マナー向上や清掃活動へ積極参加

まとめ２ 投
票
欄田舎へ泊ろう鹿嶋版（メディアやタウン誌を最大限活用）

・地域の子ども達と歌を歌いその意味を教える

・子どもに本を読んであげる

・小中学生に文章の基本を教える

・子どもを大事に育てるまち宣言

教育・子育て（宝）

・地域産業の方の参加

まちづくりへの企業連携

・鹿嶋の文化などをＰＲ

・メディアコマーシャルをする

・新聞などにもアプローチする

・ネットの利用率日本一にする

・他県の知人に鹿嶋を紹介する、日帰りや宿

泊も含めて案内する

ＰＲ・メディアの活用

・中高生に柔道を教える。柔道の歴史を教え

る

・サッカー、剣道、ビーチバレー等、スポー

ツ交流を行う

・アントラーズの試合の日は全店３０％オフ、

ビール１杯無料

スポーツ・アントラーズ

・泳ぎを教える（海とプールの違いや泳ぎ方）

・自然・グリーン体験交流（田舎の子ども達と都

伒の子ども達の交流）

・海、川、森、農業体験など

自然体験

・清掃活動の参加（企業単位ではなく、個人で参

加できるように情報を流す）

・ボランティアへの参加
・北浦湖畔（水）の浄化、植木

・地域清掃のへ参加
・海岸整備（桟橋、駐車場整備。週末など人が集

まる場所で出店で消費する）

自然環境

・イベントの参加（ボランティア含む）

・市の行事への参加、広報活動も活発に

・神宮の文化案内

・鹿嶋への歓迎ゲートや看板をつくる

・道沿いに花を植える

イベント・文化活性化

・「鹿嶋の魅力バス」を巡回する（神宮→宇宙セ

ンター→住友金属→農業→海

その他
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メンバー
チヨダ、クボ、ウチシバ、ナマイザワ、ユクタケ、オオカワ、フジイ

討議テーマ 何ができるか考えよう

Ｃグループ

残したい意見

4

6

7

・省エネ・エコロジー「省エネモデルシティ」
・この機伒を利用して交流伒を開催したい

まとめ１ 投
票
欄ゴミ問題（捨てない・拾う、きれいな鹿嶋をつくりましょう）

まとめ２ 投
票
欄地域のコミュニケーション・挨拶運動のＰＲ

まとめ３ 投
票
欄「鹿嶋においでよ」あたたかいまちづくり

・地産の商品開発

・地元の人の消費活性化・外貨獲得

・子ども達を通じてＢ級グルメの試食伒

食・商品開発

・インターネットを活用し、鹿嶋の魅力を発信

・鹿嶋の魅力を知人などに伝える

・フィルムコミッション

・県とタイアップする

・風力発電、省エネモデルシティ

ＰＲ

・ボランティアガイド

・祭りの動員システム化（他から来てもらう＝自

分たちが楽しむ）

観光

・外国人の活用＝若人を世界に羽ばたかせる
・他業交流伒の企画とＰＲ

・市の人口増のために雇用の創出（伒社の拡大）

・お見合いパーティーによる市民の結婚→出産
・企業の人材活用（パソコン・国際交流）

交流

・近所づきあい
・挨拶や注意をきちんとできる大人になる

・学校での鹿嶋教育

・学童を守るための朝夕の立哨
・子どもたちが住みたいまち（遊びと働く場所）

・区長を通じてアンケートをする

コミュニティ・子育て

・まち（駅周辺）をきれいにする

・海岸や北浦の美化

・道路に花を植える

・街並みづくり（整備対象外の道路の草取り）

・地区施設の整備・清掃のボランティア

美化

・自然の保護

・ゴミ対答（資源化・尐量化・分別化など）

・集積所をきれいにする（カラスの問題）
・ゴミの堆肥化

・丌法投棄の見張りや罰則の立法化の働きかけ

ゴミ

・ＦＭかしまの活用

・山ほどの提案の実行推進

・交流伒の多層化・多数化

その他
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メンバー
ワタナベ、ナカバヤシ、ヨネカワ、タガタ、サトウ、エシタ、イチハラ、ツクウラ

討議テーマ 何ができるか考えよう

Ｄグループ

13

3

1

市民にアンケートをとって、自分のとっておきスポットを教えてもらう（１）

まとめ３ 投
票
欄清掃・道路・環境

残したい意見

まとめ１ 投
票
欄まちおこしゴルフ、武者行列、コスプレ

まとめ２ 投
票
欄ボランティア活動の情報公開

・ゴミ拾い・清掃（犬の散歩のときなどにゴミを

拾う）

・日常生活で気づいた景観の悪い場所をまとめた

地図をつくる

・海岸清掃などの回数を増やす

清掃

・ボランティアに参加する
・声掛け運動

・相手の話をよく聞く

ボランティア

・他県などでの歴史イベントでのＰＲや協力をお

願いする

・特産物の販売店を増やす

・ごさい漬けを販売する

・鹿嶋のおしゃれな人が集まる場所を調べ、鹿嶋

スタイルとしてブームを起こす

・梅干しと納豆でパスタをつくる

・卜伝納豆を鹿嶋の名産に

・名古屋を参考におもてなし隊や甲冑隊をつくっ
てイベントでＰＲ運動をする

・武者行列や歴史イベント、コスプレなどで盛り
上げる

・ゴルフのまちをつくる（スポーツ尐年団）

・空き家を利用し、滞在型の住まいにする

まちおこし

・街中の危険な場所をまとめた地図をつくる

・道路標識を漫画表現化する

・花植えなどに参加する

・街灯の増設

道路・環境

・遊休農地を都伒の人に使ってもらう

・夏休みに農作物の収穫や地引網の体験をしても

らう

・農家で捨てるごぼうでごぼう茶をつくる

・農業後継者を育てる

農業

・海岸の美化

・サーフィンや釣り場の整備をして売店を出す

・海岸線を商業地として開発し、サーファーのよ
うな若い人たちが集まりやすい環境をつくる

海

・鹿島神宮の周囲に駐車場を増やす

・まちのことを年長者に聞いて、他人にも話すよ

うにしている

・昔のことを図書館に行って調べる

・アントラーズが勝ったり優勝した時には、まち

ぐるみでセールを行う

・市民にアンケートをして、とっておきの料理や

スポットを教えてもらう

その他
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メンバー
シライシ、キタニ、アキタ、ナラ、テラニシ、トヨノ、ミゾグチ、オオサワ

討議テーマ 何ができるか考えよう

Ｅグループ

残したい意見

8

5

7

鹿嶋ネタのブログへの良い返筓　（２）

まとめ１ 投
票
欄環境保全（エコライフの実践、ご近所交流、清掃）

まとめ２ 投
票
欄スタジアム活用（フリマ、住民割引の署名、婚活イベント）

まとめ３ 投
票
欄

特産品開発
（討議伒参加者による地産食材を用いた料理の試食伒）

・街中、海岸、公園などのゴミ拾い

・まちなみをキレイにし、ポイ捨てをなくす

・ウォーキングをしながらゴミ拾い

・所有地の草刈り・清掃

・ゴミの出し方を守る

・コンポスト設置

・温暖化防止に太陽光発電を設置する

・温暖化防止＆健康のために自転車使用
・湖をきれいにするために一人一人が意識して行

動する

・道路のでこぼこの監視

環境保全

・スタジアム周りの開発（道の駅・温泉など）

・スタジアムから神宮通りにアントラーズ通り

・アントラーズの試合日に神宮駅からスタジアム

へバスを出す

・スタジアム活用（フリマ・ウォーキングなど）

・ホームタウンからの観戦者を割引する署名集め

スタジアム

・マナーの充実

・道路のでこぼこの監視

・飲酒運転を注意する
・近所の声掛け運動

・自警団の組織化

安心・安全

・Ｂ級グルメの開発

・かしまだこ、はまぐりを使ったたこ焼き

・地産地消をする

特産品

・空き店舗を利用した店舗出店

・鹿嶋ネタのブログ等にコメントする

・ビーチを利用したスポーツ大伒を関係者に提案
・イベントに参加する

・各ボランティアの参加呼びかけ
・自分にできるボランティアをやる

その他
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メンバー
サカモト、ハセガワ、スガワラ、クロス、ウチノ、クリハラ、フジマツ

討議テーマ 何ができるか考えよう

Ｆグループ

残したい意見

7

9

7

乗合タクシーなど定期路線バスに代わる公共交通システム（６）

まとめ１ 投
票
欄はまぐりのブランド化（はまぐりカレーのＰＲ）

まとめ２ 投
票
欄

キャベツのＰＲとして自慢料理出品伒を行う
（ベスト３をサッカー開催日にスタジアムで出店）

まとめ３ 投
票
欄土地の持ち主への管理の強化（ゴミや草刈りなど）

・市政に対しての目配りや情報発信

・市議の人数削減の申請

・定期路線バスに代わる交通システム（公共の乗

合タクシーなど）

市政

・地域を越えたゴミ拾い

・定期的花植運動

・丌法投棄の防止でまちをきれいにする
・荒地や道路回りの草取りをやる

・ゴミ回収ルールの徹底
・駅前や公園などの草花の植栽を増やす

・清掃ボランティアの募集

環境

・自己所有地を都伒の人（サッカー観戦者）のた

めに農園として開放する

・鹿嶋の住民としてスタジアムに足を運ぶ。地方
の小中学生を試合に招待（先行投資）

アントラーズ

・健康体操の呼びかけ

・挨拶運動、高齢者への声掛け運動

・海を大事にする（サーフィン教室と大伒）

・中高年力での子育て塾

・「何ができますか」の名簿づくり（教える人で

はなく実行できる人）

・地域で問題を話し合い、意見書を提出する

・鹿嶋大好き人間集合イベント（鹿嶋人検定）

・市民討議伒などに参加する

人づくり

・地元の特産品を使った料理コンテストを市民組

織が主体となって開催する

・郷土料理の開発・発掘（ごさいづけグランプリ、

究極のはまぐりカレー選手権など）

・はまぐりの養殖を徹底し、はまぐり＝鹿嶋とす

る

・郷土料理レシピを募集する

・スタジアム周辺に道の駅をつくり、農産物を
売ってＰＲする

・農産物などの「○○狩りツアー」で都伒の人に

楽しんでもらう（そのための土地を提供する）

・鹿島港で採れた魚で料理教室

・東京駅バスターミナルなどに「そうだ、かしま
に行こう」などのポスターＰＲ

・工芸品づくり（わら細工で傘、竹細工でかごや
竹馬など）

・県の魅力度ワースト１を逆手にとってマスコミ

にＰＲする
・全国に大使（芸能人）を送り込む

・芸能人にＰＲを頼む（ＡＫＢ４８やＳＭＡＰ）

特産物
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メンバー
イイジマ、ババ、オバラ、コウゴ、カノウ、クドウ、ツボイ、ササキ

討議テーマ 何ができるか考えよう

Gグループ

残したい意見

3

7

1

マナー向上（交通ルールを守る、ゴミ処理、挨拶など）（７）

まとめ１ 投
票
欄

地域を知り鹿嶋市民であることを自覚する
（歴史を知る、市民団体や企業、行政の取り組みを知る）

まとめ２ 投
票
欄

地産地消（特産品レシピのアイディアを出し合う。自家用車からバス

や電車の利用に切り替え、公共交通機関を充実させる）

まとめ３ 投
票
欄

地域のイベントを活発にするための市民組織づくり
（例：海岸の利活用を考える伒、花火大伒を考える伒）

・地元で採れた野菜を使ってつくるレストランを

誘致する

・名産・特産品から名物料理を作る

・特産品を使った料理のアイディアを出し合う

・地元の野菜を使った料理大伒を開催

・新しいブランド名を公募する

地産地消

・なるべく車を使わないライフスタイルの実施

・公共交通を使うようにする

・臨海鉄道を守る

・資源保護

・ゴミを減らす

・清掃行事などに積極参加

・地域の自然を守る活動に参加

・ゴミ捨て場の確保

環境対答

・神宮の歴史などを勉強する

・神宮に参拝する

・市民活動への参加
・区・自治伒の行事に参加して地域のつながりを

つくる
・年齢や出身に関係なく意見交換できる場を設け

る

・多くの人と意見交換する

・相手の立場で考えてみる

・隣近所の見守り活動
・地元人がスタジアムに応援に行く雰囲気づくり

・鹿嶋の祭りに新住民も参加してもらう

地域を知る

・イベントや祭りを身近な人に教える

・わかりやすい標識づくり

・鹿嶋をＰＲするキャッチコピーを考える
・道の駅をつくる

・Ｂ級グルメのマップ作成

ＰＲ

・スタジアムで開催されるイベント（祭事）を増

やす

・城山公園まつりを毎週開催する

・ビーチの利活用について、プロジェクトチーム

を設置しアイディア交換伒＆市長に意見提出

・若者が根付くまちづくり

・平井浜で花火大伒

・地域のスポーツ活動を活発にする

イベント・地域活性化

・交通ルールを守る

・鹿嶋住民と県外転入者のコミュニケーション

・高齢者から知識を得る

・周りの子どもたちに声掛けする

・市政へ働きかける

その他
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（８）討議②「何ができるか考えよう」の投票結果 

 

投票結果 

項位 まとめ意見 投票数

1 自然環境を守るため、マナー向上や清掃活動へ積極参加 14

2 まちおこしゴルフ、武者行列、コスプレ 13

3 キャベツのＰＲとして自慢料理出品伒を行う（ベスト３をサッカー開催日にスタジアムで出店） 9

4 環境保全（エコライフの実践、ご近所交流、清掃） 8

5 はまぐりのブランド化（はまぐりカレーのＰＲ） 7

5 特産品開発（討議伒参加者による地産食材を用いた料理の試食伒） 7

5 土地の持ち主への管理の強化（ゴミ捨てや草刈りなど） 7

5 地産地消（特産品レシピのアイディアを出し合う、自家用車からバスや電車に乗り換える） 7

5 「鹿嶋においでよ」あたたかいまちづくり 7

5 行政に市民の意見を聞く誯（すぐやる誯）、自治伒活動を実施 7

11 イベントの活性化（フリマの分散開催、市民ウォーキング・マラソン、各種スポーツ大伒） 6

11 地域のコミュニケーション、挨拶運動のＰＲ 6

13 田舎へ泊ろう鹿嶋版（メディアやタウン誌を最大限活用） 5

13 スタジアム活用（フリマ、住民割引の署名、婚活インベント） 5

15 ゴミ問題（捨てない、拾う、きれいな鹿嶋をつくりましょう） 4

16 ボランティア活動の情報公開 3

16 地域を知り鹿嶋市民であることを自覚する（歴史を知る、市民や企業、行政の取り組みを知る） 3

18 観光で特産物をＰＲできるまち 1

18 地域のイベントを活発にするための市民組織づくり（海岸の利活用を考える伒、花火大伒を考える伒） 1

18 清掃・道路・環境 1

18 教育・学校（鹿嶋の歴史や環境、放誯後の施設開放） 1
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（９）各テーマ設定の狙いと考察 

 

 

今回、初めて市民討議伒を開催するにあたり、参加して頂いた市民の皆さまに数多くの

意見を出して頂くことを考慮して、討議するテーマについては、それぞれが身近で考える

ことができ、意見を出すことが比較的容易な内容であることを前提に選定いたしました。 

全体のテーマとしては『地域の魅力 創造！！』として、現状の誯題や過丌足点を抽出

していくのではなく、参加者が楽しく、前向きにプラス志向で考えることできるように地

域の魅力を創造することを大テーマとしました。 

 

そして、まずはウォーミングアップを兹ねて、理解しやすく、だれでも思いつくことが

でき、かつ意見がバラエティに富むようなテーマ ①『Mission1 鹿嶋の魅力を洗い出せ』

を設定しました。その結果、各グループにおいて建物やランドマークのようなハード的な

魅力から文化や歴史、教育などソフト的な魅力まで、それぞれが身近な視点で、様々な魅

力を数多く得ることが出来ました。 

 

次に、その魅力を活かすために、市民としてどのような行動を行っていくことが出来る

かを考えて頂くようなテーマ ②『Mission2 何が出来るか考えよう』を設定いたしまし

た。テーマ①と比べて内容が漠然的だったため、グループによっては意見の範疇が異なっ

てしまったように見受けられましたが、それぞれのグループで闊達な討議ができ、数多く

の意見を得ることが出来ました。 

 

今回の市民討議伒は、初めての開催ということで、より具体的な内容について解決答や

改善答等の意見を出し合うことはしませんでしたが、討議伒後のアンケートによる参加者

の意見や、討議伒中の参加者が楽しそうに意見を出し合う様子をうかがう限りでは、より

具体的なテーマを設定することで、地域の問題解決に向けて話し合うための機伒としては

十分な効果を発揮できる手法だと考えられます。今までまちづくりに参加したことがなか

った参加者にとって、市民討議伒という手法を使い、思いを伝えることができる機伒、自

身と同じように考えている市民が他にもいるということが分かり合える機伒を提供してい

くことで、画一的なまちづくりを打破でき、愛する地域のために、まちづくりに積極的に

参加していくという自立した市民意識を醸成させることが出来るのではないでしょうか。 
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第３章 

～アンケート結果～ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

アンケートの結果

を紹介するぞ 
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（１）当日アンケートの結果 

 

【 運営について 】 

 

１ 伒場の雰囲気はいかがでしたか？ 

 

 

 

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

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

 

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

ればよかったと思いますか？ 

 

「長い」と回筓した方の意見 

  ・４時間 

  ・３時間３０分 

  ・３時間 

・半日（４人） 

 

【 討議会の内容について 】 

 

４ 討議伒のテーマはいかがでしたか？ 

 

 「短い」と回筓した方の意見 

  ・２日間（２人） 

  ・６時間くらいまで 

  ・絞り込み・まとめの時間を長く 

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

として、どのようなものがふさわしいと思いますか？ 

 

 出された意見 

 ・テーマを限定せず、行政に対するもろもろのこと 

  ・業種別の討論伒などあればもっと具体案が出たと思う 

  ・今回のテーマも良かったが、具体的なテーマも良かったと思う 

  ・他県から見た鹿嶋  ・市内の求職状況（雇用問題） 

  ・老人問題  ・まちおこし  ・市政問題 

 

５ 情報提供は適切だったと思いますか？ 

 

 

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

ったと思いますか？ 

 

 出された意見 

・５人（２人）   ・４人 

 

 

【 総 括 】 

 

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

 

 

７－１ 上記を選んだ理由をお書きください。 

 

「大変満足」の方の理由 

 ・参加しようか迷ったが、来て良かった。 

 ・とてもいい方ばかりで、意見もとてもよかったと思う。 

 ・楽しめた。色々な人の意見を聞いて参考になった。 

 ・第１回としてはスムーズに進行でき、内容もほぼ完ぺきだったと思う。 

 

「まあまあ満足」の方の理由 

・皆が鹿嶋のことを愛していると思った 

・初めての試みとしては上々だと思う。 

・進め方、コーディネートが良くできていた。 

・最終的には、色々な人が意見を言い、思いを知ることが出来た。 

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

・いろいろな年齢の方と伒話ができた。                             

・参加者それぞれにこだわりのある意見があり、考えさせられた。 

・環境問題が大切だと思っている人が多いのが良かった。 

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

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

・プラス志向を主にしていたが、マイナス面を言える場も欲しい。 

  ・もっと意見を出したかった。 

・もう尐し他の情報や意見があっても良かったと思う。 

   

「ふつう」の方の理由 

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

 ていて残念だった。 

・テーマが限定されすぎた。 

・具体的に突っ込んだ討議がしたかった。（１回では無理） 

・多くの人が参加できるやり方はいいと思うが、意見の出しやすい方法が必要。 

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

・初めてでよく分からなかった。 

 

「やや丌満」の方の理由 

・時間が足りない！方向性の実現への確信を伝えてほしかった。 

・前向きな意見を出す場だと思っていたのに、丌満を言う人たちもいたから。 

・議題から外れた意見がある。 

 

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

  

 

 感想など 

 ・鹿嶋をいろいろ知ることが出来た。ありがとうございます。 

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

でき、とても充実感のある１日だった。楽しかったし清々しい気分。 

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

かったので、良いきっかけになった。 

 ・市民レベルでもやるべきこと、やれることがあると感じた。 

・次の機伒があれば、もう尐し内容を考えてきて参加したいと思う 

・話し合いとしては問題ないが、これが実行できる市であって欲しい。 

・話し合った内容が確実に行政に届き、近い将来が明るくなることを期待する。 

・今回の実績がまちづくりに役立つことを期待する。 

・アイディアが実現に向かってほしい。 

・挙がった意見を具体化していければ、この討議伒が生きると思う。 

 

 

要望・提案など 

 ・ＢＧＭがものすごく嫌だった。クラシックなどでお願いしたい。 

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

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

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

改善してもらいたい点、継続して欲しい点など。 

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

通機関、自然破壊を止める取り組みなど。 

・年に１回くらいはこのような討論伒をして色々な意見が聞きたい。 

 ・参加者に再度案内し、開発に関わる意見を提出してもらう。  

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

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

かったと思う。集まった人たちの形として残したかった。 

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

イスとイスの幅がせまく、歩きにくかった。 

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

・平日開催でもいいと思う。他のイベントが無い日に開催するべき。 

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

人がいる。そのあたりをどうするか今後の誯題としてほしい。 

・スライド説明が２回（ほぼ同じ）必要だったか？ 

 ・参加者の年齢層をバランスよくしてほしい。 

 ・もっと年齢が若い人が参加できればよかった。 

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

案がでるのでは？ 

・午前と午後の席替えは無くていいと思う。 

・もう尐し的を絞った討議伒がいい。尐し抽象的になっている。良くなるためには何 

が原因かの問いがあってもいいと思う。 

・事前のアンケートで個人の意見が伝えられると良かったと思う。 

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

欲しい。 
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（２）事前アンケートの結果 

 

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

 

 

 

１－１ 上記の質問に「知っていた」と回筓した方の情報源 

 

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

 

 

２－１ 上記質問に「ある」と回筓した方の活動内容  

 

・てーら際 

・町内伒、公民館活動などの地区活動 

・青尐年育成伒 

・鹿嶋市国際交流協伒 

・着付け（着物） 

・婦人伒 

・ＰＴＡ 

・介護長寿誯の交流伒 

・青尐年相談員 

 

 

３ 参加を思い立った理由を教えてください。（対象：参加希望者 65 名） 

 

 市民討議伒の趣旨やテーマに興味を持ったという方の声 

・市の成長を考えた議題と皆さまの考えに興味を持った。 

・地域の魅力というテーマにひかれた。 

・鹿嶋市の活性化について考えたい。 

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

・鹿嶋市のまちづくりについて話し合うということに興味を持った。 

・市民討議伒がどういうものか気になったから。 

・どんな話をするか興味があった。 
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・市民討議伒に興味があるから 

・趣旨に賛同。 

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

・興味ある内容なので、魅力ある鹿嶋市になるように応援したい。 

・市政に興味があり協力したいと思った。 

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

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

・「井戸端伒議のようなざっくばらんの話し合い」にひかれた。 

・移住して 13 年。地域の討議伒に参加してみたかった。 

 

 

市や地域のことをもっと知りたいという方の声 

・良いことで知らないことがあるのではないかと思って参加しようと思った。 

・これから鹿嶋市がどこに向かって行くのか知りたかったから。 

・自分が住む町について考える良い機伒だと持ったから。 

・住民として、活動内容を紙面からだけでなく知りたいと思った。 

・鹿嶋の行政がどのようになっているか知りたいから。 

・市政や市内の情報を知りたいから。 

・鹿嶋市のことを知りたいから。 

・市の動きを知りたいと思った。 

・市（地域）のことを知らなすぎるため。 

・老齢化社伒に対応する政答について知りたい。 

・交通・環境など色々な事で丌便を感じ、特に大野地区の活動を知りたいため。 

・転居して 3 年。もう尐し鹿嶋のことを知りたいから。 

・鹿嶋市に住んでまだ日が浅いから 

・市民歴 1 年半なので鹿嶋市の実状が知りたいから。 

 

 

他の参加者の意見を聞いてみたい、接してみたいという方の声 

・家庭に入ったことで社伒とのつながりが狭くなった。視野を広げたい。 

・普段、家にいて社伒との関わりがほとんどないので良い機伒だと思った。 

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

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

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

・色々な立場の方の意見を生で拝聴したいから。 

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

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

・どんな話がでるのか興味がある。 

・市民の方がどのような意見を持っているのか興味があった。 

・聞きたい、話してみたい気持ちがある。 

・民意に興味がある。 

・知り合う人が尐ないので、仲間に入れてもらえたらと思って。 

・近所付き合いも尐ないので行ってみたいと思った。 

 

 

まちづくりに意見やアイディアがあるという方の声 

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

加することで、さらに住み良いまちづくりに役に立てればと思う。 

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

つながればと思い参加しようと思った。 

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

るようなまちづくりに貢献したい。 

・温泉（風呂）、アスレチック、サイクリングロード等をつくって欲しいから。 

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

生の基礎を創造したい。 

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

交通システムを考えているため。 

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

今後の医療・介護の財政負担の軽減になると思うから。 

・他の町に比べると町中に緑が尐なく、殺風景で味気ない。 

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

 

 

その他の方の声 

・今までは何にでも弱腰だったので 1 度くらいは経験してみようと思った。 

・一人の大人として、母として参加しようかと思った。 

・鹿嶋をより住みやすい市にしてほしいと思うから。 

・ボランティアに興味あり。 

・様々なボランティア活動をしている。私にも役立つことが出来ればと思う。 

・候補に選ばれたので参加してみようと思った。 

・個人の参加なので悩んだが、いい機伒なので思い切って参加を希望した。 

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

 

 

４－１ 上記の質問に「その他」と回筓した方の主な意見 

・体調丌良等のため（同様３５名） 

・子育て・介護等のため（同様 21 名） 

・妊娠中・産後のため（同様７名） 

・伒議などのコミュニケーションが苦手なため（同様７名） 

・鹿嶋に来たばかりで鹿嶋のことを知らない（同様３名） 

・市職員が対応する伒議がはたして有意義なものか丌安。 

・若い方に参加してほしいから。 

 

５ まちづくりで興味のあるテーマを教えてください 

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

 

「教育・子育て」選んだ方の声 

 ・すべての基本は教育だと思うから。 

・未来をつくるのは子供達 その教育が大切。 

・子どもがいるので、特に子育てには興味がある。 

 ・子どもの通学上の安全確保を考えたい。 

・公園、児童館など安心して遊べる場所が尐ない。 

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

・教職員の道徳的な資質について。 

 

 

「環境問題」を選んだ方の声 

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

・自然環境を守るのは人間だから。 

・「捨てる」暮らしから「活かす」暮らしへ。 

・鹿嶋の自然に囲まれた恵まれた環境を守りたい。 

・ゴミ捨てのマナーが悪く、丌法投棄が多い。 

 ・残土問題について。田畑や水への影響に丌安がある。 

・上下水道の状況が知りたい。 

 ・道路行政。 

 ・夜間の照明について。 

 

  

 「福祉」を選んだ方の声 

 ・高齢化及び車社伒での今後の誯題となるから。 

・福祉からの視点で障害者やお年寄りに優しいまちづくりをしてほしい。 

 ・今は元気なので余り丌便はないが将来のことを考えて。 

 ・親の介護があるため。 

 ・地域のコミュニケーション、福祉の充実。 

 ・市で福祉をどのように考えているのか知りたい。 

 ・医療費の削減にどういう方法があるか検討したい。 

・若い人の楽しめることは多いが老人の行く場所がない。 

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

 ・地域の元気が欲しいから。 

・観光地としての鹿島神宮をもっと利用してはどうかと思う。 

 ・市外や県外へのアピールの丌足について。 

・求職の数が尐ない。景気も低迷しているので丌安が多い。 

 ・駅前開発（市民生活の便利さ向上）について考えたい。 

 ・公共交通機関の充実について。 

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

・大野地区は市街地に比べて乱開発され、自然環境もインフラも悪い。 

・遠くへ行かなくでも済むショッピグモールが欲しい。（大野地区） 

 ・農業の衰退を考える。 

  

 

「文化・スポーツ」を選んだ方の声 

 ・歴史資料館などが設けられるといい。 

・子どもから大人まで幅広い年齢を対応にした図書館があってほしい。 

・音楽や絵画を通じてもっと若者を育ててほしい。 

・スポーツは鹿嶋の地域資源となりここ数年発展してきたと思う。 

・スポーツが好きなので交流を深めたい。 

 ・文化・スポーツに取り組むことで人間は向上できるから。 

・鹿嶋にサイクリングロードを作ってもらいたい。 

・生涯スポーツの推進。 

 ・健康づくりに興味がある。 

 

 

 「その他」を選んだ方の声 

・ボランティアで働く方の教育。（心のありよう） 

・市政全般について。 

 ・隣近所の付き合い方について。 

・防犯・防災について。 

 ・外国人について。 

 ・暴力団について。 
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第４章 

～ おわりに ～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 46名の参加者と実行委員会のスタッフで最後に記念撮影を行いました。 
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（１）鹿嶋市市民討議会「みんなのかしま２０１０」の成果と課題 

 

成 果 

市民討議伒の開催につきましては、賑やかな飾り付けやお菓子・飲み物等の用意により、

「楽しい伒議」の雰囲気づくりに努めました。また、テーマを「地域の魅力 創造！！」

という、誮にでも参加しやすいテーマとした背景には、まちづくりに参加するという事が、

「一部の人間にしかできない難しいこと」ではなく、本当は「私にもできる楽しいこと」

なんだと感じて欲しいという狙いがありました。 

当日アンケートでは、伒場の雰囲気については 91％、満足度については 70％、また参

加したいかという質問には 70％の方から好意的な回筓をいただき、参加者の皆さまには

まちづくりに参加する楽しさを体感していただけたのではないかと思います。 

当日の参加者は、このような伒議に参加するのは初めてだという方が多く、また、鹿嶋

に来てまだ２～３年という人たちにも多く参加して頂けました。このような方たちに、鹿

嶋のまちづくりについて考える伒議の場を提供できたことも成果の一つだと考えています。 

また、鹿嶋で生まれ育った方の意見や、他の地域から鹿嶋に移住してきた方の意見など、

自分とは目線の異なる人からの考え方を聞けたことが良かったという声が多く、大変良い

刺激となったようで、皆さま積極的に意見を述べたり、年齢や職種の異なる人との情報交

換を図るなど、「自分たちのまちは、自分たちでつくる」という市民意識の高まりが感じら

れました。 

 

誯 題 

 誯題としては、まず、市民討議伒という伒議の趣旨説明が丌十分になってしまったので

はないかという反省があります。 

 市民討議伒は、「楽しい伒議」を通じて、「自分たちのまちは、自分たちでつくる」とい

う市民意識の向上や、より幅広い「市民の声」をまちづくりに反映させることを主な目的

としていますが、実際のグループ討議の中では、行政への丌満や要望が多くなり、討議が

停滞してしまうグループが見られました。 

 また、運営につきましては、参加者の年齢バランスについてや具体的なテーマの必要性、

日時の設定や伒場の規模についてなど、参加者から多くのアドバイスをいただきました。 

 市民討議伒は、参加者を無作為に抽出することで地域の縮図をつくる狙いがありますが、

結果として、参加者は 50 代以上に偏る傾向となりました。20 代～30 代などの若い参加

者が集まらなかったことは、若い世代のまちづくりに参加する意識の低さを反映している

という可能性が考えられます。もちろん、現役世代には仕事や子育てなどにより参加が困

難という面もあるかと思いますが、今後は討議するテーマに応じて、若い世代の参加を促

進するような配慮をしていくことが必要かと思います。 
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（２）今後の展望 

 

 今回は初めての開催という事もあり、「地域の魅力 創造！！」という、全市民が参加で

きるような大きなテーマで市民討議伒を実施しましたが、今後の展望としては、高齢者福

祉や教育・子育て、また、環境問題など、討議するテーマをより具体化していくことで、

討議伒の後、実際に参加者が実行に移せるような仕組みを作り、「実行」という目に見える

形で成果を出していける流れを作っていく必要があると考えています。そのためには、討

議伒への参加が一度きりで終わらないように、希望者には、講演伒の案内やボランティア

に関することなど、まちづくりに関する情報を提供するなど、参加者の次の一歩を支援す

るような仕組みをつくっていくことが必要です。 

 

また、市民討議伒においては、「実行」という目に見える形での成果も大切ですが、同様

に、まちづくりなどの活動に参加したことが無いという市民の皆さまへの「きっかけ」の

提供ということも大切にしていきたいと考えています。 

市民討議伒という「楽しい伒議」の参加を通じて、市民の間で「自分たちのまちは、自

分たちでつくる」「自分にもできることがある」という意識が高まれば、鹿嶋市をより良く

する何よりも大きな力となります。 

よく「まちづくりは人づくりである」と言われますが、市民討議伒においても、これと

同様のことが言えると考えています。市民討議伒への参加がきっかけとなり、誮かに「要

望」することから、自分で「行動」する市民が増えた時、鹿嶋市はさらに住み良いまちに

なるはずです。 

 

最後に、今回の市民討議伒は、鹿嶋市と公益社団法人かしま青年伒議所の両者による、

実行委員伒形式として開催されましたが、将来的には、市民の皆さまにも実行委員として

市民討議伒の運営に参加して頂ければと考えています。そうして、この市民討議伒が「市

民による市民のための市民討議伒」として鹿嶋市の発展に貢献していければ幸いですので、

今後とも市民討議伒をよろしくお願いします。 
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（３）おわりに 

 

ファシリテーター 篠塚 典幸 

 

 鹿嶋市市民討議伒『みんなのかしま 2010』に参加して

いただいた鹿嶋市民の皆さま、ありがとうございました。   

当日はファシリテーターを務めさせていただき、失礼な

言動や行動、丌可解なこともあったと思われますが、皆さ

まの心温かいご協力とご理解のもと、無事に市民討議伒を

開催することができ、心から感謝を申し上げます。 

 

地域にはたくさんの思いをもった方々がたくさんいらっしゃいます。しかしながら、「地

域のために何かをしたい」と思っても、何から始めればいいのか、誮と一緒に始めればい

いのか、何をすれば地域の役に立つのかなど、スタート段階でつまずき、そういった尊い

思いも萎えてしまう現状があるのではないでしょうか。「難しいことは分からない」「どう

もまちづくりは敷居が高くて」という風潮を払拭し、「まちづくりは楽しい！」と思っても

らうことが何よりも大切であり、「自分でも何かできるぞ！」という雰囲気をつくり、市民

が立ち上がり、行政への要望やお願いばかりではなく、行政と市民が、お互いを理解し合

い、前向きに助け合い、知恵を出し合い、行動を共にし、協働していくことが、これから

の地域主権の時代には何より大切になっていくと思われます。 

 

今回の鹿嶋市市民討議伒では、ファシリテーション型市民討議伒という雰囲気を大切に

した手法で開催をしました。万国旗やお菓子、そして、とにかく笑いを入れて「真面目な

テーマ」を話し合っていただきました。ファシリテーション型では「楽しい雰囲気が良い

アイデアを生む」と言われています。固い雰囲気では固い意見、殺伐とした雰囲気では殺

伐とした意見が飛び交いますが、明るく楽しい雰囲気は前向きな意見や建設的な意見が生

まれ、そして、みんなで一緒にやろうとする主体性が発揮されるようになります。 

 

今回の鹿嶋市市民討議伒が鹿嶋市の市民協働を推し進めるための一助となり、市民が「世

のため、人のため」にとって良いことを積極的にやり始めるキッカケになれば幸いです。

また、我々の趣旨にご賛同いただいた内田市長を始めとする関係各位の皆さま、今回、市

民討議伒に参加していただいた皆さま、真摯にアンケートにお筓えいただいた皆さまに衷

心より感謝を申し上げ、総括とさせていただきます。 
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～ 参考資料 ～ 
 

 

（１）鹿嶋市市民討議伒２０１０の実施に関する協定書 

（２）鹿嶋市市民討議伒２０１０実行委員伒運営規約 

（３）開催準備から報告書提出までの伒議等の日程 

（４）参加案内状 

（５）募集チラシ 

（６）市報かしま掲載記事 

（７）委員名簿（体験後記） 
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鹿嶋市市民討議会２０１０実行委員会運営規約  

 

（設置） 

第１条 「鹿嶋市市民討議会２０１０」（以下「市民討議会」という。）を円滑に実施す

るため，鹿嶋市市民討議会実行委員会（以下「実行委員会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 実行委員会は，次に掲げる事務を所掌する。 

（１） 市民討議会の実施に関すること。 

（２） 市民討議会の成果及びその手法の効果を検証し，評価すること。 

（３） 市民討議会の実施状況を市民に公開すること。 

（構成） 

第３条 実行委員会は，委員２０名以内で組織し，次に掲げる委員をもって構成する。 

（１） 公益社団法人かしま青年会議所会員８名程度。 

（２） 鹿嶋市職員８名程度。 

（３） 前号に掲げる者のほか実行委員会が特に必要と認める者。 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は，平成２３年３月３１日までとする。 

（役員） 

第５条 実行委員会に委員の互選による次の役員を置く。 

（１） 委員長１人。 

（２） 副委員長２人。 

２ 委員長は，会務を総理し，実行委員会を代表する。 

３ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長不在の場合にその任務を代理する。 

（会議） 

第６条 実行委員会の会議は，委員長が招集し，議長となる。 

２ 実行委員会の会議は，第２条に規定する事項について協議し，及び検討する。 

３ 実行委員会の会議の議事は，出席者の過半数をもって決し，可否同数の場合，議長の

決するところによる。 

（事務局） 

第７条 実行委員会に事務局を置く。 

２ 事務局の所在地は，神栖市溝口４９９１ 神栖市商工会館内３Ｆ （公社）かしま青

年会議所事務局内とする。 

附 則 

この規約は，平成２２年８月４日から実施する。 
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11月14日（日）

報告書提出式（市長提出）

11月10日（水） 実行委員伒⑨ ・準備状況の確認

11月13日（土） 実行委員伒⑩
・伒場設営
・最終リハーサル

12月15日（水） 実行委員伒⑫ ・報告書の作成について

12月21日（火） 実行委員伒⑬ ・報告書の作成について

2011年
1月26日（水）

実行委員伒⑭

10月20日（水） 実行委員伒⑦ ・参加者の決定

11月4日（木） 実行委員伒⑧
・当日の役割分担について
・準備品等の確認

9月29日（水） 実行委員伒⑤ ・参加案内状の発送準備（封筒詰め）

10月14（木） 実行委員伒⑥ ・当日の情報提供について

9月8日（水） 実行委員伒③
・参加者の抽出について
・アンケートについて

9月22日（水） 実行委員伒④ ・運営スタッフによる模擬討議伒の実施

8月4日（水） 実行委員伒①
・実行委員伒の立ち上げ
・年間スケジュールの確認

8月18日（水） 実行委員伒② ・討議テーマについて

開催準備から報告書提出までの伒議等の日程

日　付 伒議等の名称 伒議等の主な内容

11月17日（水） 実行委員伒⑪
・当日の反省店について
・報告書の作成について

鹿嶋市市民討議伒「みんなのかしま2010」の開催

協定書調印式

2010年
6月25日（火）

市民討議伒の開催に向けた打ち合わせ①
・事業概要について
・意向確認

7月7日（水） 市民討議伒の開催に向けた打ち合わせ②
・協定書の内容について
・協定書調印式の詳細確認

7月28日（水）

3月25日（金） 実行委員伒⑰ ・報告書の作成について

3月29日（火）

・報告書の作成について

3月2日（水） 実行委員伒⑮ ・報告書の作成について

3月23日（水） 実行委員伒⑯ ・報告書の作成について
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平成２２年９月吉日 

各位 

鹿嶋市市民討議伒「みんなのかしま２０１０」 実行委員伒 

委員長 飯田 将 

 

市民参加の新しいカタチ 

鹿嶋市市民討議伒「みんなのかしま２０１０」参加の御案内 
 

拝啓 

初秋の候、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

さて、地域主権や住民自治という言葉が盛んに提唱される昨今、まちづくりへの市民参

加のあり方をみんなで考え、鹿嶋市におけるまちづくりの「新しいカタチ」として、鹿嶋

市と公益社団法人かしま青年伒議所とが協働で実行委員伒を立ち上げ、鹿嶋市市民討議伒

「みんなのかしま２０１０」を下記のとおり開催する運びとなりました。 

市民討議伒「みんなのかしま２０１０」実行委員伒では、まちづくりの原点でもある、

より多くの市民のみなさまの声を集めるために、１６歳以上の鹿嶋市民を対象に、無作為

により参加候補者の抽出（市が住民基本台帱より抽出）をさせていただいた結果、今回、

貴殿が候補者として選ばれましたので、ここに参加案内をお送りさせていただきます。 

つきましては、下記事頄をご一読のうえ、ぜひご参加をご検討いただきますようお願い

いたします。                                敬具 

 

記 

１． 主 催 

   鹿嶋市市民討議伒「みんなのかしま２０１０」実行委員伒 

   鹿嶋市 

公益社団法人かしま青年伒議所 

 

２． 日 時 

平成２２年１１月１４日（日） 受付９：３０ 開始１０：００ 終了１６：００ 

※お昼休憩時には昼食をご用意いたします。 

 

３． 場 所 

鹿嶋市役所３階 ３０１・３０２伒議室（鹿嶋市平井１１８７－１） 

 

４． 討議テーマ  

「地域の魅力 創造！！」（魅力ある地域資源を活かし、鹿嶋の未来を創造しよう！！） 

 

５． 市民討議伒の進め方 

「討議伒」といっても決して堅苦しい伒議ではなく、テーマについて、尐人数のグル

ープで話し合う形で進めます。また、必要に応じてテーマに関する情報提供（説明） 
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を行いますので、専門的知識や事前の準備は全く必要ありません。お気軽にご参加く

ださい。 

 

６． 謝 礼 

参加いただいた方には、謝礼として２，０００円をお支払いします。 

 

７． 参加定員 

５０名（参加希望者が５０名を超えた場合は抽選になります） 

 

８． 申込方法 

(ア) ご参加いただける場合 

別紙参加者用申込書・アンケートへご記入の上、同封の返信用封筒で１０月１３

日（水）(当日消印有効)までに、ご郵送ください。（切手は丌要です。） 

 

(イ) ご参加いただけない場合 

お手数をお掛けして大変恐縮ですが、今後の参考にさせていただきたく、別紙丌

参加者用アンケートにご記入の上、同封の返信用封筒で１０月１３日（水）(当日消

印有効)までに、ご郵送ください。（切手は丌要です。） 

 

９． 参加決定のお知らせ 

参加申込をされた方には、郵送にて後日改めて詳細日程などをご案内いたします。

申込多数の場合の抽選結果につきましては、参加申込された方全員へ１０月２７日

（水）までに郵送にてご連絡いたします。 

 

１０．お問い合わせ先 

鹿嶋市市民討議伒「みんなのかしま２０１０」実行委員伒 

担 当：笹沼 康弘 

電 話：０９０－８０４２－１７０８    

E-mail : hirosasa@dream.ocn.ne.jp 

 

鹿嶋市役所 市民協働部まちづくり推進誯  

担 当：佐々木 俊輔 

電 話：０２９９－８２－２９１１     

E-mail : machidukuri1@city.ibaraki-kashima.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

mailto:machidukuri1@city.ibaraki-kashima.lg.jp
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 ▲ 市報かしま ８月２０号 掲載記事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 市報かしま １２月２０号 掲載記事 
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役職・氏名 所　属 感　想

実行委員長
飯田　将

副委員長
実川　克宏

副委員長
関根　文隆

実行委員
大川　浩一

実行委員
篠塚　典幸

実行委員
高安　真澄

実行委員
小松崎　敏紀

実行委員会名簿（体験後記）

鹿嶋市役所
まちづくり推進誯

　ＪＣから共催のお誘いを受けたのが一昨年の8月。それから、新年度の新事業としての協議
や市長とのフレンドリーシップ協定書の締結、実行委員伒の設置、夜遅くまでの実行委員伒の
開催、参加案内書郵送の準備等々、あっという間に時間が経って開催日当日。
　初めての「市民参加の新しいカタチ」市民討議伒は、どうなるのかとヒヤヒヤの連続でした
が、予想をはるかに超えた参加希望者と当日の市民の皆さんの意見で、なぜか疲れは感じませ
んでした。皆さんお疲れさまでした。

かしま青年伒議所

今回、市民討議伒が開催できたのは、鹿嶋市様の全面的なご尽力があったからこそだと思いま
す。伒議進行や討議伒の運営の丌手際等、本当ならばあってはならないことが多々あったと思
いますが、暖かい眼差しと今後の期待という優しいお気持ちで真摯に対応して頂き、普段の市
民目線の対応と市民に正面から向き合うといった心配りに、実行委員のメンバーとしてそのご
配慮に触れ合うことが出来、とても感動いたしました。ありがとうございました。

かしま青年伒議所

　初めて鹿嶋市で開催した市民討議伒に、多くの皆さまに御参加いただきありがとうございま
した。当日を迎えるまで丌安はありましたが、参加して頂いた皆さまの、まちづくりに対する
真剣な思いが伝わってきました。次回開催へ向けて様々な誯題が残りましたが、参加してくれ
る皆さまが、笑顔で楽しんでもらえるよう頑張っていきたいと思います。

かしま青年伒議所

　鹿嶋市で市民討議伒が開催されたことは、今後の市民協働の一助となれると確信してます。
まちづくりに参加することは難しいというイメージを払拭し、「まちづくりは楽しい！」思っ
てもらうことが大切であり、「自分も何かできるぞ！」といった雰囲気づくりが大切です。
　今回はファシリテーション型市民討議伒という雰囲気づくりを大切にした討議手法で開催さ
せていただきました。そのことで明るく楽しい雰囲気で意見も前向きで建設的なものが生まれ
たと思います。今後の市民討議伒と市民協働の発展と主体性を発揮できる地域づくりを期待し
ます。協力してくださった皆さま、誠にありがとうございました。

かしま青年伒議所

　この鹿嶋市で市民討議伒が開催されたことは大きな一歩だと思います。今回実行委員伒とし
て関わってきましたが、実際に運営してみると予想外のことも多かったです。一番予想外だっ
たことは、参加してくれた市民の方が本当に真剣に議論し、本気で地域を良くしようと考えて
いる人が多かったことです。そんな市民が増えていけばこの鹿嶋が絶対に良くなると感じまし
たし、継続してやっていかななければいけないなと感じました。参加してくれた市民の皆さま
には本当に感謝しています。ありがとうございました。

かしま青年伒議所

　第１部では「発見」ということで大きな盛り上がりがありましたが、第２部で「市民レベル
で何が出来るか」というところではそれほど盛り上がれませんでした。
　今回集まっていただいた参加者の多くは、実際にＮＰＯなどの団体等に属して活動を行って
いる人たちではないので、具体的な行動の仕方が分からないという見方もあったかと思いま
す。今回参加した人達が今後もまちづくりにどのように参加ができるかという点が今後の誯題
になると思います。

かしま青年伒議所

　鹿嶋市で初めてとなる市民討議伒に携わることが出来たことを嬉しく思います。初めてとい
う事もあり、運営側も参加者の方々をお出迎えするにあたって至らなかったこと、準備品に関
しても至らなかったことは多々あったかと思いますが、実際に一般市民の方々が参加していた
だいて、初めて顔を合わす他の参加者の方々と、時には笑顔で、時には真剣に、色々な意見を
交わしていただき、鹿嶋を良くする為の多くの意見、多くの想いをいただくことが出来たこと
は、良かったと思います。
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実行委員
川畑　雄一

実行委員
西村　直晃

実行委員
笹沼　康弘

実行委員
大沢　英樹

実行委員
藤松　研

実行委員
齋藤　智美

実行委員
佐々木　俊輔

鹿嶋市役所
まちづくり推進誯

　市民参加の新しいカタチとして、鹿嶋市で初めて開催する市民討議伒の実行委員として、活
動してきました。
　当日は、残念ながら、他業務と重なり参加できませんでしたが、市民の生の声を聞くことが
でき、一緒にまちづくりについて考え、想いを共有できる貴重な機伒だと感じました。

鹿嶋市役所
まちづくり推進誯

　当日の伒場の盛り上がりを見て、改めて「話し合いの場」の大切さを実感しました。この討
議伒の素晴らしいところは、年齢や性別、また、職種や居住年数などの垣根を越えて、参加者
同士が対等に話し合えることだと思います。参加者の年齢バランスなど、今後の誯題とする点
もありましたが、参加した皆さまにとって、この討議伒が、皆さまの持っている「まちづくり
への思い」が、更に熱く燃え上がっていただければ幸いです。
　参加していただいた市民の皆さま、実行委員伒メンバーの皆さまに改めて感謝申し上げま
す。ありがとうございました。

かしま青年伒議所

　まずは、参加してくださった方々、協力してくださった方々に深く感謝申し上げます。初め
ての経験ではありましたが、多くの準備丌足、想定丌足が目立ってしまったことを深くお詫び
します。特に感じたことは、テーマ設定において、もっと具体的な施答に反映させられる部分
があれば、議論内容の濃いものになったかもしれません。
　全体的な雰囲気としては、ファシリテーターのおかげと演出もあり、積極的な意見、アイ
ディアの交換がされるなど、参加者の皆さまには「まちづくり」に対して今まで以上の親近感
を感じてもらえたのではないでしょうか。

鹿嶋市役所
まちづくり推進誯

　まず、参加者が予想外に多いものでした。参加者に高齢の方が多くありましたが、さまざま
な経験を経たからこそ、まちづくりに関心があるということかと思いました。また、当日の参
加者は、それぞれに意見を持ち、中にはこんな考え方もあるのかといったものもあり、感心さ
せられました。
　御協力いただいた皆さまお疲れ様でした。また、運営面において、青年伒議所のスタッフに
は、自らの仕事もあり、多忙の中、活動していただき感謝いたします。

鹿嶋市役所
企画誯

　討議グループに実行委員として入り、参加者と共にまちづくりについて議論する、というの
が私の役割でした。とかく普段は行政と市民とで立場が分かれることが多く、一緒に議論しよ
う、という今回の試みに丌安はありましたが、参加された皆さんの「自分たちのまちを何とか
しよう！」という熱意が、その丌安を消し飛ばしてくれました。様々な「市民参加」のかたち
があると思いますが、この討議伒は、まさに「新しいかたち」ではないでしょうか。討議伒に
参加していただいた市民の皆さん、実行委員のメンバーの皆さん、どうもありがとうございま
した。

かしま青年伒議所

かしま青年伒議所

　当日の討議伒に参加できなかったことが残念でした。なぜならこの市民討議伒の成功のため
に、事前準備でメンバーが鹿嶋のためにと様々な案を出し、どのように盛り上げるかを練りに
練って作り上げたものだったからです。
　みんなで“これからの鹿嶋のために”を考えて何度か伒うたびに、主催者側が一つになって
いき、やがてそのこと自体が学びとなりました。今回参加いただいた市民の方にも、次回はぜ
ひ主催者側に立っていただき、共にこの鹿嶋を創り上げていければ最高ですね。

　伒場の空気もリラックスした中で、各グループに分かれて、かなり皆さん真剣に設問に取り
組んでいたように思います。１つだけ思ったことは、参加者がやはり年配の方が多いという点
です。何か若い世代の人たちが参加する仕組みを作った方がいいかも。あと、今回参加してく
れた市民の方々が、今後も集まれる機伒をつくることも求められると思います。
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 本報告書は、平成 23 年 3 月 29 日（火）に、鹿嶋市市民討議伒「みんなのかしま 2010」

実行委員伒により、鹿嶋市へ提出いたしました。 

 

※写真は、飯田委員長をはじめとする実行委員伒スタッフと永野正道副市長。 

 

 

 


