
主 催
問い合わせ先

常総市市民生活部市民と共に考える課
℡０２９７－２３－２１１１（代表）

2023年2月26日（日） 13時～15時

坂手公民館（坂手町6219番地1）

アドバイザー 話し合いの内容

子どもからお年寄りまでが

住みやすい地域 にするために

第2回坂手地区意見交換会

渡辺 裕一 氏
（武蔵野大学人間科学部

社会福祉学科教授）

対 象 坂手地区にお住まいの方か関係のある方ならどなたでもOK！
（小中学生，高校生，大学生の参加もお待ちしています）

申込み 問い合わせ先にご連絡ください。（当日参加もOK！）

第１回意見交換会の参加者
からの意見はこちら！

電子申請は
こちらから↓

初参加
の方

大歓迎♡

①第1回意見交換会の意見の確認
（意見は内側に記載してあります）

②意見の追加・整理

③整理した意見の注目度や取り
組みしやすさの順位付け

お子様もOK！
おもちゃもあるわよ

無料よ！

友達と一緒に
参加しましょう！



第１回意見交換会の意見については，見開きの中で
す！めくってみんなの意見を見てみましょう！！

坂手地区の現状

第１回講演会・意見交換会の様子・感想

第１回意見
交換会の詳
細な内容・
資料は，こ
ちらから

・良いイベントでした。
・各グループが２，３項目にまとめて発表して，最後に講師が講評したほうが良かったのでは。
・継続することが大事です。
・講演会，意見交換会をできる限り実行すること。
・大学の先生に来ていただけて良かったです。

平成２５年から令和４年
までの１０年間の人口と
世帯数の推移です。人口
が約１割減少しましたが，
一方で世帯数は増加して
おり，１人暮らし，核家
族化が進んでいると思わ
れます。

令和４年と令和１３年の
年齢別人口の比較（推
定）です。７５歳以上の
割合が増加し，一方で０
歳～６４歳，６５歳～７
４歳の割合が減少し，さ
らに若い年齢層になるに
つれて，人口数が減少し，
少子高齢化・人口減少が
進むと推測されます。

表のとおり少子高齢化・人口減少が進んでいきますが，このことは悪いことで
はなく，社会状況がそのように変わっていくということです。それに伴って，地域
で今まで出来ていたことが出来なくなったりと，地域活動も変わっていくので，
皆さんで地域の今後を考えていきましょう。

23名（40代～80代）が参加！



１．「この地域で暮らすあなたにとって地域で起きているどのようなことに関心がありますか？」

２．「あなたが暮らしたいまちはどんなまちですか？」

・病院のこと

・公共交通

・高齢者の「足」でカスミの週１では
買い物不十分

・買い物が遠い
・坂手は【島】インフラ,コンビニ

GS 坂手が一つになる必要

・産業廃棄物の捨て方
（どこにでも捨てる）
・ゴミ（集積所）が多い
・ゴミ問題

・防災無線が聞きづらい
・内守谷に見習えないか
・坂手町の防災組織がない
・防災
・災害時，工場勤めの人とどう連携
インフラパンク，食料，GS

・大雨時の冠水
・道路脇の草の除草
・西幹線の交差点の信号機設置
・学童の通学上の安全確保
・道がよくなった
・西幹線で分断は

・雑草が多い
・野菜をたくさんもらえる
・田んぼに人がいない
・遊べる場所
・楽しく暮らすには？

・コロナ禍での地域団体の活動が
できない

・祭りがなくなった
・お祭りのこと
・集落の集まりが少ない
・組織にまとまりがない

・老後のこと
・80歳未満まで活躍の方法
・独居老人（中高年）
プライバシー注意
しながらつなげるか

・子どもの減少，行事等
・子どもの声が聞こえない
（外で遊ばない）

・空き家のこと

・若者の参加できるイベントがない
・地域の人たちとスポーツがしたい
・体を鍛えたい（歩く会）

・空き家問題
・空き家のこと
・空き家防犯
・空き地火災
・空き家が多い

・将来のソーラーパネルの扱い
・一定のルール必要
・地域の土地開発

・地域の人たちと話し合いたい
・人とおしゃべりがしたい

・近所の付き合いが少ない

・ゴミのポイ捨て
・道路上のゴミ
・雑草など,ゴミも

・道路幅の狭いこと，除草

・交通手段の不備
・トラックの増加
・畑の耕作放棄地
・小学校の移転？合併
・犯罪が少ない
・交流（都市）を目指して知識を得る
・高台地区なので環境がよい
・店がない
・芸術・文化へのサポートがほしい！
・日帰り旅行をしたい
・簡単な手作業をしたい，草取り
・手入れされない空き地

・人と集まる機会がない
・他の地区内のコミュニケーション
とれてる？

・となり近所わからない

・世間話ができる場所
・集会への参加
・となり近所手伝いできる
・地域の盆踊り開催

・一人暮らしの人
・子どもが親と一緒に住まない
・子どもは少ないのでわからない
（つながり）

・工業団地の誘致状況はどうなの？
・工業団地造成

・住宅団地造成
・地域が開発されていく状況の
見通しと不安

・空き家の管理は？

・下水道設備があったらいい
・下水道設備

・戸数の減少

・身体が徐々に弱っていくため，行動範囲が
狭くなる

・買い物できない
・高齢化による将来の不安
・地域での老後の暮らし方の不安

・車の貸し借りが気軽にできる
・カーシェアリング
・スマホ予約地域バス

・除草，不法投棄
・道路の危険な場所
・道路幅を広げる進捗状況
・遠久保の新しい道路交差点信号いつ？
・バイパス（県道）はいつつながる？

・コロナで家族がバラバラ
・コロナで自由がない
・コロナで近所の友とも話が
切れています

・移動問題多い
・介護バスの件（予約の件）
・市民の足は赤字でも行政の仕事
なのでは

・買い物が不便
・買い物の場所遠い

・行事を計画しても参加者が少ない
・人と人とのふれあいが少なく
なっている

・木の枝が道路に出ていて困って
いる場所ある

・管理されていない場所があり、困る
・犬のふんで困るのを聞くことがある
・側道の草の処理

・防災無線が聞き取りにくい
・防災ラジオ全戸配布は

・ゴミ捨ての問題
・ゴミ出しで曜日を間違えていて困っ
ている

・ダミーの防犯カメラ設置はどうか

・役員になりたがらない
・地域での担当が多い

・小中学生の登下校時の交通ルール

・空き家が増えてきた

・きぬ公園をきれいに
・米が安い，小麦を高く
・新しい道路（十字路）信号を
・年寄りだけの家が多くなってきた
・健康大変
・家の手入れ大変
・家の草取り大変

・買い物施設
・高齢者弱者にならないまち
（買い物，医療etc）

・食事が楽しめる

・公民館を常駐にして集まり
買い物喫茶も

・公共交通があるまち
・コミュニティバスの運転
・何か知恵を出して気軽に使える
交通手段を

・家庭料理の試食会
・自慢料理の大会
・プロフェッショナル講座
（農業，大工さん）

・どこの道路を通ってもゴミの
捨ててあるところがない

・地域の名物（名産品）があるまち

・安全な広場（公園）がある
・開かれた集会所

・池でカヤックができる
・きぬ公園 普段から人
が集まる

・公園整備（地元での）

・老後の収入，稼げるところ
・子どもが多いまち
・楽しく暮らせるまち
・安心安全のまち
・誰とでも笑顔であいさつできる

・お祭りなど楽しめるまち
・祭り

・新しくできる物流センター
大型トレーラーの交通規制

・工業団地と定例的交流

・近所同士でコミュニケーションが
取れる

・インターネット（ライン等）で
町の人とつながっているまち

・情報が町民に届く連絡網作り

・地区ごとのよいところを知る
・町探検
・地域資源のマップ作成

・老人が買い物できるまち
・歩いて行ける店があるまち
・歩いて買い物に行きたい
・買い物便利

・交通の便利
・公共交通があるまち

・病院便利

・緑の多い整備された地域
・空気と水がきれいなまち
・街並みが美しいまち
・文化のにおいのするまち
・散歩するのがわくわくするまち
・きぬ公園の池でカヌー出来る

・レジャー施設（大型）ほしい

・インフラの整備

・発展を考えれば住宅地がほしい

・住み慣れた土地で安心して老後を過ごせるまち

・地区ごとに集まって催しをしたら（歌や踊り等）

・いろんな世代の人たちが気軽に
お茶のみできる場所

・公民館を何かのサロンの場所に

・あいさつ一声運動を広める
・みんなが挨拶運動参加

・みんなで協力できる

・みんなで子どもを守る
・災害のとき安全の目印を

・垣根が道路へはみ出していても声
かけてくれる人がいない

・不管理の土地整備

・スマホ安い
・無料Wi-Fi

・免許返納者に待遇
・公的サービス容易に受けられる
・通院の公共交通手段

・きれいなまちに
・ゴミのないまち

・買い物便利に

・一人でも安心して暮らせる（老人）
・安心して暮らせるため治安のよいまち

・カーシェアリング

・定期的なお祭りがある

・子どもが過ごしやすい環境
・子どもたちが安心できるまち
・安全通学

・どろんこパーク（何でもできる公園）

・挨拶ができるまち
・挨拶できる
・地域内でよいコミュニケーションがとれる
・コミュニケーションカフェがある
（空き家か公民館）

・道路が広い
・道路が安全
・道路の整備がされ，バリアフリーの地域
・自転車，歩行者が安心して歩ける

・災害時助け合える

・地域の共同ショッピングセンターがほしい

・近くに働く場所がある

坂手地区
第１回の意見


