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Ⅰ みと・未来・ラウンド IN 茨城大学/大学生によるまちづくり提案事業 

 

１ 目的 

茨城大学においては、水戸市との連携協力協定のもと、本学学生の持つ新たな感

覚に立ったアイディア等をまちづくりに生かしていくための取組を推進しています。 

水戸市においては、新たな水戸のまちづくりビジョンである第６次総合計画の策

定を進めており、様々な市民参加手法を取り入れ、市民と行政との協働による計画

づくりを推進することとしています。 

今回、若い世代からのよりよいまちづくりへの意見・提案等を、総合計画に反映

させるとともに、大学生自らが参加・協力できるまちづくり事業等について、自由

に提案することにより、まちづくりへの興味や参加意欲の高揚を図ることを目的と

し、行政への市民参加の新たな手法の一つである「みと・未来・ラウンド IN 茨城大

学/大学生の考えるまちづくり提案事業」を実施するものです。 

 

 

Ⅱ みと・未来・ラウンド IN 茨城大学 

 

１ 事業内容 

①名称 

みと・未来・ラウンド IN 茨城大学 

 ②実施主体 

水戸市と茨城大学の共同開催 

 ③開催日 

    平成 24 年 10 月 24 日（水） 午後２時～午後５時 

  ④会場 

    茨城大学水戸キャンパス人文学部Ａ棟２階地域連携コラボレーションルーム 

   ⑤懇談者及び懇談テーマ 

    懇談者：高橋市長 

茨城大学人文学部齋藤典生ゼミ、佐川泰弘ゼミ、中田潤ゼミ、 

小原規宏ゼミ、原口弥生ゼミ、斎藤義則ゼミの各ゼミ生  

    懇談テーマ：「観光・交流」、「交通・生活」 

   ⑥進め方 

懇談テーマについて、大学生が自由な発想による意見・提案等を発表したうえ

で、市長と意見交換を実施します。発表した意見・提案等は、大学で取りまとめ、市

長へ報告 
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２ 齋藤典生ゼミ（地域経済論） 

①懇談者 

   塙直樹、池田和樹（資料作成：藤田さつき、綿引彩乃） 

 

②懇談テーマ「観光・交流」 

鹿島のホームグラウンドファーマー、笠間のクラインガルテン、那珂にある木

内酒造でのビール製作体験など新しい観光として県外からでもたくさん人を呼べ

るようなものが茨城にはありますが、水戸には交流人口を増やすような興味を持

てる施設がありません。 

若い人が食いつく観光とは何か、そしてその上で既存の観光資源についての見

直しを行うべきではないかと思います。 

 

【意見・提案等】 

・山根地区の市民農場と廃校になった小学校を宿泊施設として活用して、長期

滞在できるようにしたほうがよいと思う。 

    ・廃校となっている小学校をロケ地として活用するなど、市民農園と小学校の

つながりを高めていく必要があると感じる。 

 

  ③懇談テーマ「交通・生活」 

交通は生活を支えるもの、街づくりにおいても重要なものです。学生として現

在の交通に感じていることは、水戸は車型社会であり、道路整備も進んでいて利

便性はよいと思いますが、まちなかに出ると駐車するのにお金がかかり、一方通

行箇所が多く不便に感じます。また、バス料金も高いと思います。 

    学生の交通手段として自転車もありますが、歩道及び車道のどちらも危険で走

行しにくいと感じます。 

 

【意見・提案等】 

    ・まちなかに無料又は低料金の駐車場を整備してほしい。また、一方通行道路

の改善をしてほしい。 

    ・公共交通（特にバス）料金の見直し（値下げ）を実施してはどうか。 

    ・自転車道を整備してほしい。 

 

 

３ 佐川泰弘ゼミ（行政学） 

①懇談者 

   大木沙紀、小泉裕加、吉田浩紀、渡辺創 
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②懇談テーマ「観光・交流」 

   「観光」について、水戸の発展を考えたときに、経済都市としての発展を目指

すのか、文化都市としての発展を目指すのかがあまり見えてこないように思いま

す。ここでは、観光資源を生かす文化都市としての水戸を考えたいと思います。 

水戸は、水戸徳川家のお膝元として、偕楽園や弘道館など観光資源が多いと感

じます。それを生かすやり方として考えるのは、まず水戸に居る若者への理解を

求め発信し、呼び込むための人材を育成することです。 

    「交流」について、交流人口の増加は市の活性化につながると考えられます。

他の市町村や他県から人々を呼ぶだけでなく、水戸市の住人同士が交流すること

が大切だと思います。 

 

【意見・提案等】 

    ・茨城大学で徳川家と水戸に関する講義を開催する。 

    ・夏休みの小学生向けに開くワークショップの中で、講義を受けた学生の成果

発表や観光資源ツアーを行うことにより、若者を観光資源の発信源として育

成してはどうか。 

    ・他の市町村から人を呼び込むだけでなく、水戸市の住人同士が交流すること

が大切であるため、ＭＩＴＯコンなどのイベントを多く開催したほうがよい

と思う。 

 

  ③懇談テーマ「交通・生活」 

   水戸に住んでいて実感したことで自転車が安全に走れる道が少ないという点が

挙げられます。水戸市には小中学校、高校、大学など多くの学校が集まり、自転

車で通学する学生が多くいます。しかし、車道と歩道の間を走ろうにも間隔が狭

い道路では車とぶつかりそうになり、歩道を走るにも歩道が狭い場所では歩行者

との事故も起きかねないという問題が起こりうると考えられます。 

茨城大学は、ちょうど水戸駅と赤塚駅の間にあり、駅までバスを利用する人が

多くいますが、駅までの料金が学生にとっては少し高いと思います。 

    「生活」について、水戸市の生活は車がなければ成り立たないといった状況で

す。大型ショッピングモールや大型店などは、郊外に位置し、そこへ公共交通で

行く手段がないため、人が動きやすいまちにしたいと考えています。また、一人

ひとりの生活は、その他の人々の関係から成り立っているということができ、コ

ミュニティの場が普段の日常の中に生まれてくるような体制を交通、観光、交流

の３つの点から考えていくことが大切です。 
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【意見・提案等】 

   ・自転車が安全に走れる道が少ないため、自転車道を整備してほしい。 

    ・学生、高齢者対象にバス料金の割引回数券を作ったり、市内循環バスルート

を拡大したりしてほしい。 

    ・夏休みの小学生向けに開くワークショップの中で、講義を受けた学生の成果

発表や観光資源ツアーを行うことにより、若者を観光資源の発信源として育

成してはどうか。 

    ・他の市町村から人を呼び込むだけでなく、水戸市の住人同士が交流すること

が大切であるため、ＭＩＴＯコンなどのイベントを多く開催したほうがよい

と思う。 

 

 

４ 中田潤ゼミ（歴史学） 

①懇談者 

   西城和基、小川大輝、前田有佳里 

 

②懇談テーマ「観光・交流」 

県外の地域の人々を目玉となる観光資源で集客し、その観光地においてショッ

ピングなどで地元にお金を落とさせるという方法では古すぎると思います。バブ

ル経済もとっくに終わり、全国の観光地は軒並み廃れていく中で、いつまでも観

光客が大勢やってきてお金を使ってもらうという発想が未だ多くみられます。 

私たちが思い描いているのは、茨城県とも近い首都圏の人々を対象とした農業

などの体験を通して多くの人が交流するというものです。こうした事例はヨーロ

ッパ諸国において多くみられ、農業の保護と密接に結びついて実施されています。

常陸大宮市との連携プロジェクトを含め、率先して議論してほしいと思います。 

    また、小さくてもおしゃれなお店など、小規模であっても魅力ある資源はあり

ますが、認知度が低いと思います。 

 

【意見・提案等】 

    ・首都圏の人々を対象とした農業などの体験型事業を行ってはどうか。 

    ・既存の観光資源だけをＰＲするだけでなく、小規模でも魅力あるものを拾い

上げてＰＲするとよいと思う。 
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③懇談テーマ「交通・生活」 

水戸市の中心市街地、とりわけ駅周辺のエリアを対象にして議論していきたい。

現在の水戸市は自動車による移動がもっと多いと感じている。市の道路整備の財

源は減少しており、今後高齢化がますます進み、多くの人々が自動車を利用する

のも難しくなる。その際、現在の交通手段では満足に買い物もできなくなり、フ

ードデザート問題がより深刻化する恐れがある。また、環境問題においても自動

車よりも公共交通による移動のほうが望まれる。現在、水戸市においては次世代

型路面電車、ライト・レール・トランジット（LRT）に中心市街地の活性化と合わ

せて注目している。 

 

【意見・提案等】 

    ・公共交通の拡充として、ライト・レール・トランジットを導入してはどうか。 

（先進事例：路面バス専用レーンの整備、中心市街地への自家用車の進入規

制、車の保有台数規制） 

 

 

５ 小原規宏ゼミ（人文地理学） 

①懇談者 

   近藤彩香、大畠絵美、齋藤かおり 

 

②懇談テーマ「観光・交流」 

観光・交流に関して、あるＨＰを拝見した際、中心市街地に散策コースがある

ことを知りました。しかしそれはあまり興味をひかれるものではありませんでし

た。よりインパクトがある宣伝を行うべきです。 

水戸には茨城大学と常盤大学の２つの大学が比較的近い場所にありながらほと

んど交流がありません。現在は大学との連携や学生の新しい発想が求められる社

会だと思います。イベントという形だと単発的な発想になってしまいますが、持

続していけるものを考え実行していくことが必要です。 

 

【意見・提案等】 

    ・宣伝方法を見直し、質の向上を図ることで、より多くの方に「水戸」という

町に興味を持ってもらうことを考えたほうがよい。例えば、ギャラリーが多く

ある道は、それをより強調させて足を止めるような仕掛けがあるとよいと思う。

文化デザイナー学院と連携して散策コースのデザインを強調し、オブジェ等を作

ることも考えられます。 

    ・水戸にある２つの大学間における交流を図ることにより、新しい発想を生み
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だす。南町自由広場のような場所や空き店舗を活用したイベントなどを大学

間で連携して実施してはどうか。 

 

③懇談テーマ「交通・生活」 

交通・生活に関して、水戸市では現在、電車やバス、タクシーなど様々な移動

手段がありますが、それらが高齢の方や障害を持った方にとって使いやすいもの

かどうか考えてみると、様々な面で不十分だと考えています。具体的には市内の

歩道の整備が足りないと感じます。市内には歩道が狭かったり、見通しが悪いの

にミラーが設置されていなかったりなど、通行していて不便だなと感じる道が多

くあります。また整備されている歩道においても車いすの方が充分通れるくらい

の幅があるかどうか、バリアフリーになっているかなど再確認する必要があると

考えられます。また、新しい路面電車（ライトレールトランジット＝LRT）を水戸

の中心軸に据えて、そこからごくスムーズな乗換えで、各地のコミュニティを結

ぶバス路線を設置すればいいのではないかといったことも考慮しつつ、水戸市の

交通網について今一度考え直す必要があると思います。また、交通の便の悪さは

今日各地に広がる食の砂漠化、フードデザート問題の原因にもなるため、早急な

対応をすべきだと考えます。 

 

【意見・提案等】 

    ・歩道の整備、バリアフリー化などを目的とした道路を徹底的に整備したほう

がよいのではないか。 

・ＬＲＴの整備及び各コミュニティを結ぶバス路線の整備を行うなど、交通網

について再検討する必要があると思う。 

 

 

６ 原口弥生ゼミ（環境社会学） 

①懇談者 

   今野力、砂押由美、星野邑弥 

 

②懇談テーマ「観光・交流」 

水戸市には偕楽園や千波湖など、他市に誇る名所があります。しかし、このよ

うな名所や観光施設に頼って水戸に人を呼び込むことには限界があると考えます。

水戸を訪れるリピーターを創りたいと考えるならば、水戸にある「物」に会いに

来てもらうのではなく、水戸に住む「人々」のもとに遊びに来てもらえるような

取り組みが必要なのではないのでしょうか。水戸に住む人々との交流が目的であ

れば、例えば水戸にある観光施設に対して飽きがきている場合でも、そもそもそ
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れらに興味がない場合であっても、人に対する飽きがきてないうちは、人々は何

度も水戸に足を運ぶのではないかと考えます。 

 

【意見・提案等】 

    ・水戸に住む人々との交流を目的として人々を呼び込むまちづくりを行ったほ

うがよいと思う。（先進事例：鹿嶋市「ホームゲーム・ファーマー事業」鹿島

アントラーズのホームゲームを観戦しながら市民との交流を伴う農業体験が

できる。） 

 

③懇談テーマ「交通・生活」 

交通網の充実は、特に高齢者の生活にとって欠かせないものです。水戸市とそ

の周辺だけで、「買い物難民」と呼ばれる状況にある人々が数千人にも及ぶという

内容の新聞記事を目にしたことがあります。水戸という都市で、このような事態

が起こっているのはとても残念なことだと思っています。このような状況下で、

水戸に住む人々の生活の充実を図るためには、交通網を充実させることが急務で

あると考えます。 

 

【意見・提案等】 

・交通網が充実したまちづくりを行ったほうがよいと思う。（先進事例：ひたち

なか市「スマイルあおぞらバス事業」本数は少ないが市内の隅々まで、運賃

一律 100 円でバス運行している。） 

 

 

７ 斎藤義則ゼミ（都市計画論） 

①懇談者 

   浪野光平、中村麻衣、大河由佳 

 

②懇談テーマ「観光・交流」 

今の水戸駅周辺、特に北口の元リヴィンなどあれだけ大きな建物が空き物件と

なっているのは、それだけで荒廃の雰囲気を漂わせるため、活用方法を考える必

要があります。中心市街地の活性化のためには、まず交流人口を増やす方法があ

ると思います。 

水戸市の観光は市外へのアピールが重要です。今ある観光を大切にし、活かし

て、魅力を発信していくためには、何よりもまず市民自身が水戸の観光について

知らなければならないと思います。高校、大学と成長するにつれ、水戸市の歴史

や文化、魅力に触れる機会が少なくなり、興味が薄れています。市民自身が、水
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戸市の観光に対して良くも悪くもきちんと考え、意見を発表し、それを行政や NPO

が受け入れる体制づくりが必要だと思います。 

 

【意見・提案等】 

    ・水戸駅北口リヴィン跡を、地元有志、県外有志、行政とメディアが協力し、

新たなシンボルとなる総合アートビルにしてはどうか。さらに、企業だけで

なく地元や県外のアマチュアの人をメインで参入させ、関連する企業の誘致

や地元の農産物を使ったものの販売などを絡めればよいと思う。 

    ・市民自身が水戸市の観光について考え、意見を発表し、行政運営やＮＰＯ活

動に反映する体制をつくってはどうか。 

・小・中学校の授業で、水戸の魅力について考える時間があるとよいと思う。 

・若者などが気楽に水戸に触れる機会が必要であり、イベントなど人が交流す

る場を増やしてほうがよいと思う。 

 

 

③懇談テーマ「交通・生活」 

バスは、基本的には駅までしか通っていないため、国道沿いの大型家電量販店

やホームセンターへバスを使って行くのはほぼ困難です。本数が少ない上に、料

金も高いと感じます。中学生の下校時のバスは、一般の方や大学生と合わさり大

変混雑し、中学生の乗車マナーにより不快感を与えられることがあります。 

また、学生の交通手段の大半を占める自転車は、常に危険にさらされています。

特に、水戸駅北口から続く商店街のあたりは歩行者と自転車の通行が激しいのに

もかかわらず自転車用道路が明確に整備されていないため、歩行者・自転車どち

らにとってもストレスとなっています。 

 

 

【意見・提案等】 

    ・中学生の下校時のみスクールバス（中学生用）を運行してほしい。 

・700 円程度の１日乗り放題フリーパスや、一律 200 円程度の市内循環バスを

運行してほしい。 

・ノンステップバスをさらに普及させたほうがよいと思う。 

・水戸駅北口について、自転車道を明確にしてほしい。 
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Ⅲ 大学生によるまちづくり提案事業 

 

１ 事業内容 

①名称 

    大学生の考えるまちづくり提案事業 

②実施主体 

   水戸市と茨城大学の共同開催 

   ③事業内容 

    水戸のまちづくりに関するテーマについて、若い世代の意見等の提案調査を実施

するとともに、大学で調査結果を取りまとめ、市長へ報告 

  ③提案調査対象者 

    みと・未来・ラウンド IN 茨城大学の参加者 

  ④調査テーマ 

水戸市が、昨年 12 月に実施した市民１万人アンケートの結果を踏まえ、にぎわ

いのある中心市街地の再生に向けた学生の消費促進とともに、余暇、レジャー、

スポーツの拠点となる偕楽園や千波公園におけるより一層のにぎわい創出を図る

ため、下記の２テーマとします。 

◇中心市街地 

◇偕楽園や千波公園（千波湖を含む。） 

  ⑤調査期間 

       平成 24 年 10 月 24 日から 10 月 31 日 

 

 

２ 提案調査の内容 

   ①基礎調査 

・性別（問１） 

・今までで一番長く住んだ場所（問２） 

・現在住んでいる場所（問３） 

・大学への通学手段（問４） 

  ②買い物や食事（外食）をする主な場所について（２問） 

   ・買い物（食料品や日用品を除く。）をする主な場所（問５） 

   ・外食する主な場所（問６） 

③中心市街地（４問、自由提案３問） 

   ・行く頻度（問１）     

・行く目的（問２－１） 

・買い物等の主なジャンル（問２－２－１） 
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   ・行く手段（問２－２） 

   ・まちづくり提案①（充実すべき点や不足している点、自由提案３問） 

  ④偕楽園、千波公園（４問、自由提案３問） 

   ・印象（問１） 

   ・行く頻度（問２） 

   ・行く目的（問２－１） 

   ・行く手段（問２－２） 

   ・まちづくり提案②（充実すべき点や不足している点、自由提案３問） 

  ⑤その他 

   ・まちづくりのアイディア等（自由筆記） 

 

３ 回収結果 

①全体の回収結果 

・参加者 17 人、回収数７、回収率約 41％ 

②属性別回収結果 

  ・性別：男性４、女性３ 

   ・今までで、一番長く住んだ場所：市内０、県内２、県外４ 

・現在、住んでいる場所：市内６、県内１ 

・大学への通学手段（複数選択可）：電車２、バス１、徒歩３、自転車４、車２ 

 

４ 調査結果① 

①買い物（食料品や日用品を除く。）をする主な場所 

問１ あなたは、主にどこで買い物（食料品や日用品を除く。）をしますか。（３

つまで） 

順位 項 目  得点※ 

１ 水戸郊外の大型店 11.1 

２ 中心市街地の大型店  7.9 

３ ネットショッピング  4.8 

４ 東京近郊  3.2 

５ 中心市街地の小規模店  2.4 

６ その他  2.4 

７ 水戸郊外の小規模店  0.8 

８ 県南（つくば市など）  0.8 

 

 ※得点＝                                                             × 100 

 

「第１位」×３点 ＋ 「第２位」×２点 ＋ 「第３位」×１点 

回 答 数 × ６点 
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②外食する主な場所 

問２ あなたは、主にどこで外食をしますか。（３つまで） 

順位 項 目  得点※ 

１ 中心市街地の小規模飲食店 10.0 

２ 水戸郊外の小規模飲食店  8.3 

３ 水戸郊外の大型店  7.5 

４ 中心市街地の大型店  5.8 

５ その他  2.5 

 

③中心市街地 

（１）行く頻度 

問１ あなたは、水戸の中心市街地にどれくらい行きますか。 

項目 週３回以上 週に１～２回 月に２～３回 月に１回 年に４～５回 ほとんど行かない

回答者 1 3 0 1 2 0 

回答率 14.3% 42.9%  14.3% 28.6%  

 

（２）行く目的 

問２－１ 中心市街地に行く目的は、主にどんなことですか。（○は３つまで） 

項目 
ショッ

ピング
飲食 遊び 

サービ

ス 
通学 

アルバ

イト 

公共サ

ービス
習い事 

散歩・

散策 
その他

回答者 6 2 4 0 1 2 2 0 0 0 

回答率 85.7% 28.6% 57.1% 14.3% 28.6% 28.6%    

 

（３）買い物等の主なジャンル 

問２－１－１ 買ったり、食べたり、遊んだり、サービスを利用したりするのは、

主にどんなジャンルですか。思いつく範囲で記入してください。 

【主なジャンル】 

・服３、雑貨、ラーメン、ゲームセンター、東京や実家への経由地、映画３、 

書籍２、飲み（お酒） 

  

（４）行く手段 

問２－２ 自宅から中心市街地に行く手段として、主に何を利用しますか。（○は

１つだけ） 

項目 電車 バス 自転車 バイク 徒歩 自家用車 その他 

回答者 1 2 2 0 0 2 0 

回答率 14.3% 28.6% 28.6%   28.6%  
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５ まちづくり提案① 

あなたが、もっと行きたくなるような水戸の中心市街地にしていくために、充実す

べき点や不足している点は、何だと思いますか。これがあったらいい、こんなところが

嫌だ、私たちもこれなら協力して盛り上げたいなど、様々な提案をお願いします。 

 

①これがあったらいい、なくて困っている 

【主な提案内容】 

男性 

・バス料金が高い。年間パスや乗換えがスムーズにできるようなシステムをつく

ってほしい。バ 

・電子マネーを導入してはどうか。 

・公共交通が不足しており、料金が高い。 

 

女性 

・歴史・文化などテーマのあるまちなみがあるといい。 

・入りやすいカフェ、公園、駅前のにぎわいあるまちなみ 

・バスの学割制度や自転車が安心して通れる道路があるといい。 

 

②こんなところが嫌だ 

【主な提案内容】 

男性 

・大工町、水戸駅でキャッチセールスが多い。 

・駅周辺等の地安が悪い。車優先の市街地 

・ガラの悪い人が夜多い（特に駅南） 

 

女性 

・駐車場の値段が高い。バスの料金が高い。 

・大学までの道路が狭く、路面も悪い。バス代が高い。 

・メインストリートが汚い。道路沿いに緑が少ない。 

 

③私たちもこれなら協力して盛り上げたい 

【主な提案内容】 

男性 

・学生も参加して中心市街地活性化に向けたコンセプトづくりをしたい。有名企

業・ショップを誘致してはどうか。 

・アクセスが良くなれば、日頃から学生が立ち寄りにぎわうと思う。 
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女性 

・商店街を巻き込むイベントを他大学と合同でやってみたい。 

・クリーン作戦のような清掃活動や壁画アートであれば協力したい。 

 

６ 調査結果② 

①偕楽園や千波公園（千波湖を含む。） 

（１）印象 

問１ あなたは、偕楽園や千波公園にどんな印象を持っていますか。 

項目 デートスポット イベント会場 観光地 
スポーツが 

できる公園 

ほっとできる

空間 
その他 

回答者 0 0 7 0 0 0 

回答率   100%    

 

（２）行く頻度 

問２ あなたは、偕楽園や千波公園にどれくらい行きますか。 

項目 週１回以上 月に１～２回 年に４～５回 年に１回 ほとんど行かない 

回答者 0 0 2 2 3 

回答率   28.6% 28.6% 42.9% 

 

（３）行く目的 

問２－１ 偕楽園や千波公園に行く目的は、主にどんなことですか。（○は２つま

で） 

項目 
デート イベント 観光 散歩・散策

ジョギング、ウ

ォーキング 

テニス その他 

回答者 0 4 0 3 0 0 0 

回答率  100%  75%    

 

 

（４）行く手段 

問２－２ 自宅から偕楽園や千波公園に行く手段として、主に何を利用しますか。 

項目 自転車 バイク 徒歩 自家用車 バス その他 

回答者 2 0 0 2 0 0 

回答率 50%   50%   
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７ まちづくり提案② 

あなたが他の地域の人に自慢できる、デートに行きたいと思える偕楽園や千波公園に

していくために、充実すべき点や不足している点は、何だと思いますか。魅力を高める

ために、こんなイベントや施設がほしい、アクセス手段や施設をこのように改善してほ

しい、こんなことだったら私たちも協力するなど、様々な提案をお願いします。 

 

①こんなイベントや施設がほしい 

【主な提案内容】 

男性 

・大規模なライブイベント、Ｂ級グルメ食べ歩きイベントを実施してほしい。 

・駐車場を増築してほしい。 

・景観を壊さない程度の休憩場所もあるといいと思う。 

・千波湖を周回するバスなど、公共交通を便利にしたほうがよいと思う。 

 

女性 

・スポーツイベントを開催してほしい。 

・好文ｃａｆｅ前で定期的にライブを行い、イルミネーションを施せば、デート

スポットになると思う。 

 

②アクセス手段や施設をこのように改善してほしい 

【主な提案内容】 

男性 

・自転車で安心していくことができるような道路にしてほしい。 

・駐車場の流れが悪い。駐車場が分かりにくい。 

・交通アクセスが悪い。各バス停から直通バスを運行してほしい。 

 

女性 

・大学からのバスがなく、行き方が分かりにくい。 

 

③こんなこと（イベントなど）だったら私たちも協力する 

【主な提案内容】 

男性 

・Ｂ級グルメや県内外の特産品を用いたイベントであれば、協力したい。 

 

女性 

・定期的なライブであれば、大学サークルやバンドも参加できる。 
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・スポーツイベントのボランティアをしたい。 

・クリスマスやバレンタインのイベント、Ｂ級グルメや茨城県の特産品を用いた

イベント、ゴミ拾いであれば協力できる。 

・行楽シーズンの MITO コンとのコラボイベント等だったら協力したい。 

 

８ その他のアイディア、意見 

その他、水戸のまちづくりに関するアイディア、要望、意見などがあれば、自由に書

いてください。他のまちに行ったときなどに、水戸と違ってこんなところが良かった、

これが印象に残っているということがあれば書いてください。 

 

【主な内容】 

・住民と行政とが協力したほうがよい。お金や物に頼るのではなく、「人」を有効に使

っていくことが必要であるため、大学生も協力したい。 

・緑が少ないと感じる。 

 

 


