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○下館中学校 

（議員：古市百花さん 相馬豆乃さん 戸村彩煌さん） 

 

福祉について

 
 

現在、筑西市では国道 50 号線の 4 車線化工事など、交通に関係した工事が

進行中ですが、住みやすい街づくりには、お年寄りや子供などの交通手段であ

る自転車や徒歩のことも考えていく必要があると思います。 

平成 26 年に下館バイパスが開通し、市中心部の道路の混雑が解消されよう

としていますが、旧 50 号には多くの自動車が通行し、朝夕の混雑は今も続い

ています。 

この時間帯は、小中学生の登校時間とも重なり、学区や通学路が大通りに分

断されていて、旧 50 号を横断するときに手間や危険をともなうことになりま

す。 

また、私たち目線では自転車にも交通渋滞が存在しています。 

主に大通りを渡る信号で自転車の渋滞が発生します。 

自動車目線に立った大規模な工事とともに、自転車や徒歩目線に立った取り

組みも行っていくことが、誰にとっても住みやすい町を達成するために必要な

のではないかと考えます。 

 

 

  

 

 

 

提言 筑西市の福祉と交通について 

（質問） 

通勤通学時など交通が集中する時間帯の信号機の時間調整を、警察に要望

するなど、自転車や徒歩の交通の安全を確保する考えはあるか。 

また、徒歩や者自転車の交通量調査などを実施し、実態把握する考えはあ

るか。 
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■回答 市民環境部 

 

筑西警察署交通課に確認したところ、旧国道 50 号の信号機については、茨城

県警察本部が広い範囲を一括管理する地域制御を行っており、極力渋滞を発生

させないよう設定されているため、狭い範囲（一部地域のみ）の信号機の時間調

整は困難とのことです。  

市としては、信号機の時間調整に関する要望があった場合、現状を把握すると

ともに、警察署に報告・相談を行い、市内の交通安全対策を進めてまいりたいと

思います。 

 交通量調査については、信号機の設置要望など交通安全施設の改善要望など

があった際に、警察が実施しており、自動車だけでなく自転車や歩行者の交通量

も調査対象としています。 

市としても、交通安全に関する要望を受けた際には、現地を確認し、その実態

を把握するよう努めており、要望を踏まえた実態把握を行ったうえで、道路管理

者や警察などに要望内容をしっかりと伝える取組を行ってまいります。 

 

 

 

 

市内の公共施設は、バリアフリーのために、手すり、スロープ、エレベーター

などの設置がされていますが、学校は、一般の公共施設と比較すると、そうした

設備が限定的です。 

 特に施設の上下移動のしづらさを感じています。 

もし、ケガなどで車いすや松葉杖を使わなくてはいけない状態になった時、上

下の移動については、自分たちだけではどうすることもできないと思います。 

また、誰かの手を借りること自体は、決して悪いことではありませんが、いつ

も手を借りなくてはいけない状態に、申し訳なさを感じるようになってしまう

かもしれません。 

ハンディキャップを抱えた人が、自力で解決しようという前向きな気持ちを

もち、それを環境面でサポートするのが真のバリアフリー、福祉なのではないか

と考えます。 

 

提言 筑西市の福祉と学校施設について 
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■回答 筑西市教育委員会 

 

 学校施設のバリアフリー対策につきましては、教育環境の充実を図るため、更

には、災害時の避難所としての役割の面からも大変重要なことと認識していま

す。施設の老朽化が著しい校舎については、外壁や屋上防水、床・壁・天井等の

内装改修、トイレ改修などを行う大規模改造工事に合わせて、スロープによる段

差の解消や、車いす対応トイレの設置などの対応を計画的に実施しています。 

 また、乗用エレベーターにつきましては、平成１５年以降、新たに校舎を建設

する際には設置しています。既存の校舎につきましても、バリアフリー法が改正

され、学校施設のバリアフリー化がより一層求められていることから、今後、設

置について検討していきます。 

なお、階段昇降の困難な児童生徒や教職員が在籍している場合は、持ち運びが

できる「可搬型階段昇降機」の購入を検討するなど、柔軟に対応し、学校施設の

充実を図っていていきたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（質問） 

学校は地域の人が利用することもあるため、人が乗れるエレベーターや階

段昇降機の設置、車いす対応トイレの増加など、学校施設全体のバリアフリ

ー化の充実を進めていく考えはあるか。 
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○下館西中学校 

（議員：泉日和さん 小篠久都さん 小林優華さん） 

 

文化・観光について

 
 

新型コロナウイルスの影響で、筑西市の祭礼や伝統芸能の開催ができない状

況になっています。 

例えば、下館祇園まつりやだるま市、小栗判官祭りなど筑西市を代表する文

化を繋いでいくには、大人や子ども、地域の人たちが一丸となっていく必要が

あります。 

しかし、その場が設定できない現状が続くと、地域の活力が低下し、私たち

が大人になる頃に、次世代にその文化のよさや思いをきちんと伝えられるか不

安です。 

 そこで、祭礼や伝統芸能を目で見て、肌で感じ、後世の人たちに伝えていく

ため、幼・小・中・高の繋がりがある場が設定されるとよいと考えました。 

地域の方とオンラインで伝統文化を学び、中高生から小学生、小学生から幼

稚園生など異学年交流を深める機会を増やせば、筑西市の文化継承に大きく貢

献できるのではないかと思います。 

 

 

  

 

 

■回答 筑西市教育委員会 

 

伝統芸能や伝統文化は、学校で実演してもらうのは難しいものもあるため、地

域と連携し、神楽などの伝統芸能をインターネットの映像サイトで配信してい

提言 コロナ禍における筑西市の文化継承について 

（質問） 

地域の方々に、来校を依頼し、実際に伝統芸能を経験し、学んだ内容をポ

スターでまとめたり、動画で伝えたりすることは可能か。 
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ます。 

また、市には「ちくせい市民講師」の派遣制度があり、講師の中には、文学・

郷土史や、伝統文化、伝統芸能の分野に詳しい方もおり、学校の授業やグループ

学習などの場に講師として依頼することができますので、ぜひ、この制度を活用

していただきたいと思います。 

みなさんが体験し、学んだことについて、ポスターや動画を作成し、小学生や

幼稚園生に伝えることで、コロナ禍においても、伝統芸能や伝統文化を次の世代

に繋いでいく、大きな力になるものと期待しています。 

市としても、みなさんのそのような活動を支援していきたいと考えています。 

 

 

 

 

 道の駅「グランテラス筑西」は、イベントや農産物、飲食店など家族連れでも

楽しめる場所としてとても魅力があり、広い敷地を活用して、様々な企画ができ

ることもメリットの一つだと思います。 

 しかし、コロナ禍の新しい生活様式に合わせた観光促進を考えていく必要が

あります。 

道の駅を拠点にした、小学生や中学生、高校生や地域の方が各観光名所を案内

するサイクリングツアー、地産地消を取り入れた学校給食メニューづくり、観光

名所ブースを設置して、敷地内でミニ観光名所巡りを考えました。 

その様子や内容を「ちくせい観光大使」の方とコラボ PR 動画にしたり、オリ

ジナルグッズを作ったりすることで、地域活性化や観光者数増加に繋がります。 

また、売り上げの一部を福祉や教育の支援、さらに様々な分野とのコラボ企画

にも大きく貢献できると思います。 

 

  

 

 

 

提言 筑西市の観光促進に向けた取組について 

（質問） 

小中学生、高校生と「ちくせい観光大使」の方との PR 動画をつくり、グ

ランテラス筑西限定配信やグッズ販売は可能か。 
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■回答 経済部 

 

 ＰＲ動画については、当市の魅力やまちづくりを紹介するもの、グルメや見ど

ころを取り上げたもの、市内の特産品を絡めた道の駅のプロモーションビデオ

など、さまざまな作品を作っています。 

 オリジナルグッズについては、現在道の駅でＴシャツ、前掛け、タオルなどを

はじめとする雑貨で１５種類、そのほか、筑西市の銘柄豚「キングポーク」を使

用した「豚まん」や特産品の「イチゴ」を使用した「ヨーグルト」、「こだまスイ

カ」を使用した「アイス」その他、下館ラーメンなどもあり、開発中のものを含

め９点ほどオリジナル商品を展開しています。 

 また、動画作成やオリジナル商品の作成にあたり、小・中学生や高校生とのコ

ラボ企画が実現できれば、若い世代の感性にマッチした効果的なＰＲアイテム

が出来上がると期待しています。 

なお、完成した動画の配信方法については、道の駅グランテラス筑西だけでな

く、市役所１階憩いの広場、市や観光協会のホームページ、ＳＮＳ、ケーブルテ

レビなど、幅広い場面で公開し、多くの方々にご覧いただければと考えています。 
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○下館南中学校 

（議員：小林玲央さん 添野紗姫菜さん 黒田凪沙さん） 

 

環境問題について

 
 

近年の日本においては、ニュース等でもある通り、地震、洪水などの災害が

おこる可能性が高いと言われており、東日本大震災の影響はもちろん、数年前

には、鬼怒川の氾濫により、筑西市でも洪水被害をうけました。 

そこで、災害時の各避難場所の備蓄や災害対策の設備などが、どのような現

状にあるのか考えようと思ったのですが、これまで無関心だったことに気が付

きました。 

また、新型コロナウイルス感染症が猛威を振るう現代において、避難場所の

衛生環境は、災害以上に命に直結しうる問題でもあります。多くの命をかくま

う避難場所だからこそ、感染症への予防対策は、必要不可欠です。 

小学生、乳幼児、あるいは、お年寄りやペットなど、弱い立場にあるもので

も、守られるべき命には、制限がないと思います。 

ここぞのときに頼りたい避難場所だからこそ、私たちは常に関心の目を向け

なければならないと思います。 

 

  

 

 

■回答 市民環境部 

 

現在、筑西市では小・中学校を中心に２９箇所を指定避難所に指定しており、

災害発生時又は災害のおそれがある場合に、中学校７箇所の体育館及び武道場

を先行して開設し、避難者の対応をすることとしています。 

提言 災害時の各避難場所の備蓄品と感染症対策について 

（質問） 

筑西市の避難場所にはどのような災害時の設備があるか。 

また、コロナ感染症の予防対策はどうか。 



 

8 

避難所の設備については、夏の暑い時期にはスポットクーラーや大型扇風機

を設置し、熱中症対策を行い、冬の寒い時期にはジェットヒーターを設置し、寒

さ対策を行うほか、停電時の対応として発電機、断水時に生活用水として利用す

る井戸の設備、その他、乳幼児のための粉ミルクや液体ミルク、女性のための生

理用品、高齢者や足腰の弱い避難者などが負担を減らして避難生活ができるよ

う段ボールベッドなども備蓄・準備しています。 

また、現状コロナ禍において、避難所の衛生環境整備、コロナ感染症対策が重

要となるため、ワンタッチパーティションを用意し、一定のスペースを空けて配

置することで、３密状態を避け、可能な限り飛沫感染を防ぐようにしています。 

なお、避難所の開設及び運営について、昨年から検温係、発熱者対応係、環境

衛生係の他に、保健師を健康相談係とするなど、職員１０名程度を初期段階で配

置し、体制を整えることで、体調不良の避難者がいた場合に、健康状態の確認を

行い、必要に応じて病院に移動していただくなどの対応をとることができるよ

うになり、感染拡大の防止を図ることができると考えています。 

さらに感染症対策として、マスク、フェイスガード、アルコール消毒液などの

備蓄品も充実させています。  

その他、すべての中学校に災害用備蓄品を備えるための防災備蓄倉庫を設置

しており、災害時の初動対応の迅速化、避難所の機能強化に資するものと考えて

います。 

最後に、避難とは「難を避ける」こと、つまり安全を確保することで、避難に

当たりましては、必ずしも市が用意した避難所へ行くことが最善の避難方法と

は限りません。 

コロナ禍の中、密状態を避けるため、安全な親戚・知人宅など避難所以外の安

全な場所へ避難するなど、分散避難について検討くださるようお願いいたしま

す。 

 

 

 

 

 地球環境を守るため、一人一人の積極的な社会参画が必要だと思います。 

本校では奉仕委員会の活動として、ペットボトルキャップやアルミ缶の回収

の呼びかけを行っています。 

学校の活動だけでなく、私たち人間が、清掃活動への取り組み、リサイクル活

動を活性化させることで、地球環境はよりよくなると思ますが、学校を出ると、

提言 持続可能な社会の実現に向けて 
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あまりそういう活動ができていないような気がしています。 

また、ここ最近、テレビや学校のポスターでも、ＳＤＧｓという言葉をよく目

にします。 

盛んに使われる言葉である一方で、私たちの生活にどのように影響している

のか感じられません。 

 

  

 

■回答 企画部 

 

 ＳＤＧｓは、国連サミットで採択された「持続可能な開発目標」として、環境

だけでなく、貧困、飢餓、健康福祉、教育、労働、産業などの幅広い分野で、１

７のゴール（目標）が掲げられているものであり、市役所が取り組むあらゆる業

務の一つ一つがＳＤＧｓの１７の目標に直結するものと考えています。 

ＳＤＧｓを推進するため、職員がＳＤＧｓの本質を理解し、その視点を今後の

市政に活かすことが求められます。併せて、市民の皆さんの積極的な取組みが大

切となります。 

市の取組としては、例えば、環境については、限られた資源の活用、環境保全

の観点からごみの減量化、リサイクル化などを進めています。 

また、貧困・飢餓については、生活保護などの社会保障、健康福祉については、

医療福祉制度や健康診断等の充実に努めています。 

さらに、教育については、小中一貫教育の導入などにより安心して学べる環境

を提供し、労働については、ハローワークとの連携や企業誘致により、働く機会

や環境の充実に努めています。 

このように、市役所が行う仕事は、ＳＤＧｓに大きく関わっており、今後も継

続的・積極的に取り組んでまいります。 

そして、更に推進していくためには、市民の皆さんがＳＤＧｓを意識し、「自

分事として」捉え、考えていくことが大切となります。 

皆さんも各学校で、ＳＤＧｓについて話し合い、「自分事として」捉え、何が

できるかを考えていただいて、身近なところから実践してみてください。それが

世界を変える大きな力になると思います 

  

（質問） 

持続可能な社会の実現のために、筑西市として実施している、あるいは実

施しようとしていることはあるか。 
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○下館北中学校 

（議員：大嶋恭光さん 紺野遼真さん 仁平奏さん） 

 

教育について

 
 

今年度から、授業中、タブレットＰＣを利用する機会が増えました。 

しかし、時折タブレットＰＣを使うにあたり、インターネット回線の不具合

があったり、操作の仕方が分からなかったりするなど、授業が進められない事

態が起きています。 

私たちの学校では、ＰＣ室のパソコンが撤去されてしまうということでタブ

レットＰＣが主流になる可能性があるそうです。 

４月に配付されたタブレットＰＣは、自宅に持ち帰っての利用が進められ、

自宅に持ち帰り家庭学習などに利用するようになってきました。 

今の社会でも、さらにＩＴ化が進み、パソコンの必要性は高まってくること

が予想されます。 

このような中、操作に慣れるためだけの使用ではなく、その時の状況に合わ

せて、生徒一人一人が、将来パソコンを使いこなすための使い方やマナーを学

習する機会を増やしていかなければならないと考えます。 

 

  

 

■回答 筑西市教育委員会 

 

児童生徒１人１人にタブレットパソコンが行き渡り、今年度から様々な授業

や学校活動の場で、本格的な運用が始まり、様々な授業や学校活動の場で、活用

ができるようになりました。 

これまでとは違う環境となりましたが、学校と教育委員会が協力して、先生方

提言 タブレットＰＣの効率的な運用と学習の進め方について 

（質問） 

ＩＴ社会を迎えるにあたり、今の中学生である私たちはどのようにパソコ

ンと向き合っていったらいいのか、私たちが求められていることは何のか。 



 

11 

に対する研修を行うなど、タブレットパソコンの使い方について皆さんが日頃

から学べる環境を整えていきたいと思います。 

また、高度情報化社会で変化が激しい今、生徒の皆様が将来必要とされる能力

も変わり、学校での学び方も変わっていくことが求められています。 

なかでも、これからの時代は課題解決能力が求められており、「どのように学

習するか」という学び方が重要となります。 

動画や写真を使って自分の考えを相手に分かりやすく説明したり、正解が一

つとは限らない問題に対して、自ら情報を収集し、仲間とコミュニケーションを

深め、協力しながら最適な答えを探す「課題解決能力」が必要となります。 

また、インターネットには莫大な情報があふれていますが、それらの情報を取

捨選択して、必要な情報・正しい情報を見極める力も必要になってきています。 

なお、タブレットパソコンは、インターネットで分からないことをすぐに調べ

たり、いつでもどこでも友達と交流できたりするというメリットもありますが、

ＳＮＳなどを通じて、情報が瞬時に拡散するといった特性もありますので、誤っ

た使い方によっては、相手を傷付けてしまうこともあります。 

そのようなパソコンやインターネットの特性も十分に理解しながら、タブレ

ットパソコンを上手に使いこなしてほしいと思います。 

 

 

 

 

 新型コロナウイルス感染症の終息の見通しが立たない中、「新しい生活様式」

が唱えられるようになって、１年半が経ちましたが、昨年の今頃に比べて「コロ

ナ慣れ」と言われるように、私たちの生活に昨年ほどの緊張感が見られなくなっ

てきました。 

下館北中学校３年生にアンケート調査を行ったところ、９２％の人が感染症

に慣れてしまい、コロナ感染症に対する危機感が薄らいでいる状況です。 

マスク着用についても、なぜ必要なのか、という問いに曖昧に答える人が多い

結果となりました。 

実際、世の中の若い人たちの間でも対策する意識の差が問題になっています。

身近なところに感染者がいないという、安心感からの気の緩みを生み出しては

いけないと思います。 

感染症への対応における意識の差が起こらないように、学校においても専門

家からの指導をいただくことが、今後、必要になると思います。「ゼロコロナ」

提言 学校間の交流を進めるための感染症対策について 
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や「ウイズコロナ」を実現するために、もっと強い感染症に対する正しい知識が

必要なのではないかと考えます。 

 

  

 

■回答 保健福祉部 

 

 筑西市の感染症対策の手引きの作成につきましては、市民の皆さまの不安を

取り除き、感染防止や経済の回復等を目指した、コロナ対策の指針とも言うべき

「新型コロナウイルス感染症対策ビジョン」を令和２年１０月に作成したほか、

感染症に関する情報をホームページや広報紙ピープルへ掲載したり、日常生活

上の注意点をまとめたリーフレットを全戸配布するなど、市民の皆さまへ、集団

生活や家庭内での感染拡大防止策について周知しているところです。 

また、感染症対策のワークショップの実施につきましては、各学校の状況をふ

まえまして、必要に応じて希望するワークショップの実施について、要望・要請

等に応じた担当者の派遣等の対応を検討してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（質問） 

これから学校間の交流を進めるにあたり、感染症を広げないようにするた

め、中学生にもわかりやすい感染症対策のワークショップや手引きの作成の

計画はあるか。 
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○関城中学校 

（議員：松本優実さん 岡崎円香さん 染谷健太さん） 

 

安心・安全について

 
 

私たちはいつ起こるかわからない大規模な地震や台風、豪雨などの自然災害

のリスクにさらされています。 

現在、新型コロナウイルス感染症が流行し、全国で毎日感染経路が特定できな

い多くの新規感染者が報告されています。 

災害時は、命を守るために避難が必要ですが、多くの住民が避難する避難所が

「３密」状態により感染拡大してしまうことが心配され、避難所における感染防

止対策が重要だと考えます。 

筑西市では、避難所での新型コロナウイルス感染症対策として、 

（１）３密状態を防止するため、多くの避難所を開設。 

（２）避難所のレイアウトを工夫し、人と人との距離を最低２メートル離した

避難スペースの確保。 

（３）簡易パーティションにより、衛生環境を整えて世帯ごとの居住スペース

を確保。 

の３点を打ち出し、それらを基に、昨年、避難所として指定されている関城中

学校で、感染防止の訓練が行われました。 

 

  

 

■回答 筑西市教育委員会 

 

自然災害、特に台風や大雨の発生が予測されたときには、早期に市内中学校７

校の体育館・武道場を避難所として開設します。 

提言 コロナ禍における筑西市の避難所のあり方について 

（質問） 

関城中学校以外の避難所でも感染症対策を含めた訓練を行っているのか。 

 また、市民が避難できる十分な数の避難所は確保されているのか。 
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コロナ禍での避難所における感染症対策については、簡易パーティションを

用意し、可能な限り飛沫感染を防ぐようにしている他、避難所担当職員について、

検温係、発熱者対応係、環境衛生係の他に、保健師を健康相談係として配置する

こととしており、体調不良の避難者がいた場合に、健康状態の確認を行い、必要

に応じて病院に移動していただくなどの対応をとることとしており、感染拡大

の防止を図ることができると考えています。 

また、市内中学校７校の避難所については、実際の避難所開設の手順や、各係

の役割分担、避難所内での体育館や武道場誘導の仕方などを確認するための訓

練を実施しています。 

なお、７つの中学校の体育館や武道場で、コロナ対策としての一定のスペース

を確保しながら、合計で約１，０００人の避難者を受け入れることが可能となっ

ています。 

 

 

 

 

道路交通法では、自転車は車道と歩道の区別があるところは、原則、車道の左

側に寄って通行しなければならず、歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐

行しなければなりません。 

登下校中は、法律を守って運転していても、多くの車や小学生、地域の方とす

れ違い、何度か危ないと感じる経験をしました。 

 私は他の市に行った際に、「自転車専用」の文字や自転車のマークが道路に書

かれた、青色や緑色の道を目にしたことがあり、調べてみたところ、その道路は

「自転車専用レーン」と呼ばれ、自動車と歩行者、自動車とが分離されており、

円滑かつ安全に歩行・走行できると知りました。 

 

  

 

 

 

提言 筑西市の交通安全・通学路について 

（質問） 

筑西市では、今後、安全・安心な歩行・走行に向けて、「自転車専用レーン」

などの整備をする予定はあるか。 
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■回答 市民環境部 

 

 自転車専用レーン（普通自転車専用通行帯）については、自転車の安全な利用

の観点から大変効果的と考えていますが、歩行者、自転車及び自動車が適切に分

離された空間を整備するためには、道路の幅員（＝道幅）が十分確保できること

が必要となってきます。 

現時点で市内の多くの道路では十分な道幅を確保することは困難であるほか、

すべての道路に自転車専用レーンを設置することは、費用の観点からも現実的

ではありません。  

路線ごとに道幅が十分確保できるかといったことの確認に加え、自動車の規

制速度の状況、自動車、自転車の交通量などの状況を踏まえ、その路線に自転車

専用レーンが必要なのかどうかを見極めながら、警察署などの関係機関と協力

しつつ、自転車専用レーンの設置について検討していきたいと考えています。  

道路交通の安全は、市役所などの行政だけで実現できるものではなく、学校、

家庭、民間団体、企業等それぞれの協力が不可欠です。 

引き続き道路交通の安全に興味を持っていただき、その実現に協力していた

だきますようお願いします。また、交通事故に遭わないよう自転車の交通ルール

を守っていただき、安全な走行をお願いします。 
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○明野中学校 

（議員：宮坂真生さん 只野楓稀さん 榎戸駿さん） 

 

産業について

 
 

筑西市は平坦で広大な土地であり、土壌・水利が良く、農業に最適な場所

で、全国有数の生産量を誇る小玉スイカや梨などの特産品をはじめとする都市

近郊型農業をしています。 

しかし、少子高齢化により農家の人口が減少し、後継者不足や農業従事者の

高齢化と共に、農家戸数、耕地面積も縮小しており、米や野菜を育てる人がい

なくなってしまうことが懸念されます。 

農業に携わらない原因の一つとして、農業の知識がないことや何から始めれ

ばいいのか分からないことが挙げられます。 

 そこで、筑西市に住んでいる人や農業に関心のある人々に対して農業体験ツ

アーの実施や、小中学生向けに農業体験などのイベントを実施するのはどうか

と考えました。 

また、インターネットが普及しているのを利用し、特産品ＰＲ動画の制作や

配信、インターネットでの特産品販売を行うなど、全国の人に知ってもらうこ

とも有効な方法であると考えます。 

さらに高齢化が進んでいる現状をふまえ、高齢者にとっても取り組みやすい

農業の形も模索していくべきだと思います。 

 

  

 

 

 

提言 筑西市の農業について 

（質問） 

筑西市では、農家の後継者が減少しています。 

この現状をどのようにして解決すべきか。 

また、現時点で特産品などを全国に知ってもらう政策はあるか。 
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■回答 経済部 

 

筑西市では、これから農業の仕事にチャレンジしたいと思っている方に対し

て、行政や農業者団体が連携し、技術面の指導や、経営面、資金面での相談やサ

ポートを行う「就農支援事業」を実施しています。 

また、農業従事者の高齢化が進んでいる中で、「ひと」の労力を補うために、

大型で高性能な農業機械の導入や、自動操舵システム、ドローンなどの新技術を

活用した農作業の省力化が進んでおり、これらの導入に対する支援を行ってい

ます。 

さらに、分散する農地を集積・集約し、農家の方々が生産しやすい環境を整備

することで、効率の良い農業生産を後押ししています。 

次に、特産品のＰＲについて、例年都内のイベントや商業施設、駅の構内など

で試食販売等を行い、筑西市のおいしい農産物を多くの人に知っていただくと

いう取り組みを行ってきましたが、コロナ禍により、人が多く集まる場所でのＰ

Ｒ活動が難しい状況となっています。 

こうした状況の中でも、筑西市の農産物を知っていただきたいと考え、オンラ

インイベントという形で、全国から参加者を集い、パソコンやスマートフォンを

活用し、料理人の指導のもと、筑西市産農作物を使用して同じ料理を作り、作っ

た料理を食べながら、生産者などと意見交換を実施しました。 

今後も情勢を考慮し、効果的な取り組みを行い、農業後継者の確保と市農産物

の積極的なＰＲに努め、農業者が取り組みやすい環境作りに努めていきます。 

 

 

 

 

筑西市では高齢化や商店街を使わない人が増え、閉店するお店が増えている

ことを知りました。 

近年では郊外にある大型商業施設やインターネットショッピングを利用する

人が増えており、市の商業を活性化することが課題だと思います。 

 そこで二つのことを提言します。 

一つ目は、筑西市内のお店を集め、商店街近辺でマーケットを開催すること。 

また、車の免許がない人に向けて、各地区に出張して品物を届けるサービスも

これからの社会には必要となってくるのではないでしょうか。 

 二つ目は動画配信によるＰＲ。 

提言 筑西市の商業について 
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現在、いくつかの筑西市ＰＲ動画がありますが、商業に特化した動画を発信す

ることで何が売っているのかも分かりやすくなり、若い世代にも気軽に伝える

ことができると考えました。 

筑西市に住んでいてもどのようなお店があるのかをよく知らない人もいます。 

それぞれのお店に売っている商品や個性などを少しでも多く知ってもらい、

大型店舗にはない魅力を発信できると思います。 

 

  

 

■回答 経済部 

 

 大型商業施設やインターネットショッピング利用者の増加は、地元商店街に

大きな影響を与えており、経営者の高齢化や後継者不足による閉店も増えてい

る状況です。 

そのため、市内の商業活性化対策は、すぐに取り組まなければならない課題と

なっています。 

筑西市では、商店街で開催されるイベントや、地元商店で利用できるプレミア

ム商品券の発行に対しての助成や、空き店舗の活用により新たに店舗を出店し

たい人に対して、改装費や賃借料の一部を助成しています。 

また、地元特産品の販路を拡大するため、道の駅グランテラス筑西においての

販売や、名品名産推奨品のチラシを作成してＰＲしています。 

なお、道の駅グランテラス筑西は、令和元年７月１１日にオープンし、今年５

月３０日には来場者数２００万人を達成しました。 

さらに、高齢者など日常の買い物に不便を感じている方がお住いの地域にお

いて、食料品や生活必需品などの買い物を支援する「移動販売事業」を、新たに

実施しています。 

店舗や商品のＰＲ動画につきましても、店舗ごとには実施しているところも

ありますが、商業に特化した動画は現在ありません。 

これまでも、ＳＮＳなどさまざまな媒体を活用して筑西市をＰＲしています

が、筑西市の色々なお店をＰＲし、多くの人に市内のお店を知っていただけるよ

うに、検討いたします。  

（質問） 

商業の活性化を図るため、筑西市にも大型商業施設をつくるなどの解決方

法が考えられるが、他の地域の大型店舗に人が行ってしまい、市内のお店に

来る人が減少してきている現状をどのようにして解決するのか。 
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○協和中学校 

（議員：伊藤慧人さん 西山瑞騎さん 野口陽菜さん） 

 

まちづくりについて

 
 

筑西市の人口は、1995 年の 118,078 人をピークに、2021 年６月１日

現在では、99,375 人となっており人口減少の傾向が見られます。 

その中でも、筑西市では高齢者の人口が非常に増えています。2000 年から

は老年人口が年少人口を上回り、現在では市民の約 30％近くの人が老年人口

という現実があります。 

「第２期筑西市まち・ひと・しごと創世人口ビジョン・総合戦略」では、筑

西市の人口の将来展望が 2040 年には 87,000 人、2060 年には 75,000

人となっており、人口減少を食い止めるためには何かしらの策を講じなければ

ならないと考えています。 

北海道の東川町では、子育て世代の移住誘致による町おこしを行い、約 20

年間で約 20％の人口を増やすことに成功したとの例もあります。 

筑西市では、 

①若い世代の結婚・出産・子育ての希望を叶える 

②安定した雇用を創出し、地域創生を担う人材の育成をする 

③新しい人の流れを作り、筑西市ファンを増やす 

④安心・安全な暮らしを実現し、地域協働などで時代に合わせたまちをつくる 

この４点に絞り、対策を行っていると思います。 

減少する筑西市の人口を増やしていくために、今後筑西市でも何かしらの対

策が必要であると考えます。 

 

 

  

提言 筑西市の人口ついて 

（質問） 

筑西市の人口減少が進んでいるが、人口を増やしていくために、今後どの

ような対策を行っていくのか 
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■回答 人口対策部 

 

筑西市では市の総合計画に基づき、「あらゆる世代が安心して暮らせる元気都

市 筑西 ～若者よ 筑西に～」という「将来都市像」の実現に向け、総合的・

計画的にまちづくりを進めています。 

その中で近年、人口減少や高齢化に伴う人口対策は重要な施策となっており、

結婚から出産・子育て支援をはじめ、働く場の確保、移住定住を後押しする住宅

取得支援事業など、若者への切れ目ない支援に努めています。 

 主な事業として、こども部が所管する事業では、若い世代の皆様が筑西市に住

んでいただけるよう経済的な支援を行っています。結婚する際、賃貸住宅を借り

る場合に家賃や引っ越し費用として３０万円まで助成しています。 

また、出産をした時に、誕生祝金として２０万円を支給しています。加えて、

３歳未満の二人目以降のお子さんの保育料についても、国や県の制度を市独自

に充実させ、実質無料としています。 

 企画部が所管する「若者・子育て世代住宅取得奨励金制度」ですが、筑西市内

に新築住宅や中古住宅を取得して定住した若者世帯、子育て世帯に対し、奨励金

として１世帯当たり５０万円を交付しています。 

 市長公室が所管する企業誘致につきましては、平成２５年度から専門部署が

創設され、企業誘致に取り組んでいます。これまでに１５社が操業を開始し、雇

用の安定化が図られています。 

 人口対策部が所管する「地域創生学生交流事業」ですが、昨年度より、筑西市

から通学している、又は筑西市のまちづくりに興味のある若者を近隣の大学等

から募集し、「ちくせい若者まちづくり会議」を実施しています。 

 この会議では、筑西市内を巡るフィールドワークやワークショップ、市内の飲

食店を活用しての昼食グルメツアー、市内の起業家の皆様との交流会などによ

り、地域の実情に触れながら、学生の目線で筑西市の魅力を発見し、ＳＮＳ等で

発信していくとともに、年度最終の会議では、市の賑わいづくりのために学生が

自ら実践できる「マイプロジェクト」を、市長はじめ、多くの関係者に提言とし

て発表会を行い、今年度は、その実施に向けて準備を進めています。 

 この事業の目的は、学生同士の交流をとおし、自己研鑽の場と郷土愛の醸成を

図り、中長期的な若者の定着と将来的なＵＩターンを目指すものであり、今年度

は、近隣大学など１６校から２８名の大学生等が参加し、第２期がスタートして

います。 

 なお、「第２期筑西市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略」では、

４つの基本目標を掲げ、それらの実現に向け、市役所内９部２１課による６２事

業を実施または実施に向けて準備を進めており、これまでの取組によって、厚生
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労働省の機関であります国立社会保障人口問題研究所の推計値より、人口減少

が緩和されています。 

 今後、人口を増やしていくための対策については、これまでの施策の見直しや

拡充を行いながら、当市の風土や世代人口など、当市に合った施策を考え、可能

性のあるものは実施してみることが重要と考えています。 

 

 

 

 

現在、筑西市をはじめとする地方では、人口が減少しているという現状が見ら

れます。 

先日の社会科の授業の中で、筑西市に住みたいか都心部で住みたいかという

質問の中で、クラスの多くの生徒が筑西市ではなく、都心部に住みたいという意

見が多数見られました。その中の解答では、都心部の方が楽しいことなどの魅力

があると答えている生徒が多く見られました。 

しかし、このところ見直されている地域コミュニティとは、そのようなもので

はないと思います。 

インターネットなどのネット環境が発達し、多様なコミュニティが増えてい

る時代の中で、人と人のつながりを大切にしようというものです。 

超高齢化社会の到来、コロナ渦での先行き不安な時代の中で、私たちの生活も

変わりつつあります。 

ひとりひとりが豊かに過ごしている地域の情報を見てみると地域全体に力が

あります。その活気に引き寄せられるようにして、新たに移住してくる人も増え

るなど、人と人との強い結びつきは、新たに移住者を呼ぶ力があると思います。 

「地方に力を」といわれ、新たな施設を建設するなどしても、結局はあまり使

われない建物だけが残る例は少なくありません。そのようなものよりも大切な

のは、目には見えない人のつながりだと考えます。 

地域コミュニティを補強することで、徐々に地方の再生も期待できると思い

ます。従来の地域コミュニティを復活させるというだけでは、魅力を感じる人も

少ないでしょう。時代に合った新たな地域コミュニティは地方再生のカギを握

っているといっても過言ではないと思います。 

より豊かな暮らしのための施策に地域住民一人一人が魅力を感じることで、

そのよさを他の地域に発信してくれることにつながり、その結果、住んでみたい

と思う人が増えていくことにつながると考えます。 

提言 時代に合った地域コミュニティづくりと地方創生について 
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■回答 市長公室 

 

従来の地域コミュニティは、地縁、つまり土地に基づいた人間関係をよりどこ

ろとするものが中心であり、例えば、自治会や子ども会、地域の消防団などがあ

ります。中でも、自治会については、ここ数年の傾向として、加入率の低下や担

い手不足、他のコミュニティとの連携の必要性などの課題が指摘されており、時

代に合った変革が求められています。 

 一方で、超高齢化社会の到来、コロナ禍による先行き不安な時代、また、激甚

災害がいつどこで起こるか想定ができない中、地域コミュニティの力は重要な

カギとなっており、改めてその役割を見直さなければならないものと考えてい

ます。 

 市としても、従来からある自治会などの地域コミュニティの振興・発展を図る

とともに、新たなコミュニティとの共存や連携に努めて行きます。 

 

■回答 企画部 

 

地域コミュニティの活性化のためには、そこに住む人たちが地域に魅力を感

じ、「自分たちで更に良い地域にしていこう」とする意識の高まりがとても重要

となります。 

筑西市は、この地域の「つながり」はまだ強いものがあり、その更なる強化と、

人口減少、高齢化、コロナ禍などにより地域の活力が失われつつある中での地域

コミュニティの再生も重要なテーマになり、「若い方々が地域に関心をもって、

多くの人を巻き込み、地域の賑わいづくりに取り組んでいただくこと」が大切だ

と考えています。 

筑西市では、それらを支援すべく、市の重点プロジェクトとして『「みんなの

夢」を「カタチ」に！ より豊かな筑西市の実現に向けた取組を！！』をテーマ

に、５つの「プロジェクト」を設定し、市の魅力向上に努めています。 

 １つに、「交流人口増加を目指す 魅力アッププロジェクト」 

 ２つめに「心のゆとりを目指す 安全・安心プロジェクト」 

 ３つめに「人口規模の維持を目指す 若者移住定住プロジェクト」 

（質問） 

筑西市に住んでみたいと思うような今の時代に合った地域コミュニティ

づくりと魅力ある施策などについて、今後どのようなに行っていくのか 
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 ４つめに「未来をたくす 人づくりプロジェクト」 

 ５つめに「更なる発展を目指す 未来への先駆けプロジェクト」 

の５つとなります。 

 今後も、「筑西市に住んでみたい」と思えるような施策として、地域コミュニ

ティづくりの支援をはじめ、プロジェクト事業を展開することにより、筑西市の

魅力向上・賑わいの創出に努めてまいります。 

 


