
市民懇談会における意見まとめ

【①市民参画・協働】

内容

市民参加について、例えば今日のような場合でも参加人数、年齢、区分等々、幅広く参加されていることを明確に、特に若い人、女性（子
どもの意見）も取り入れて欲しい。最初に説明すべき。

市民参画、協働、大いに期待してますが、地域まちづくり活動への地区民参加が大問題。少子高齢化、次世代の地区の担い手不足をどう解
決するか。行政の地区住民の自治会加入の支援が不足している。自治会加入パンフレット等あったらいいが。

・まちづくりは住民の総意による構想図の実現に向けて活動しています。生活基盤のインフラが主体となっています。緑の一体化を今後進
めるなら、現構想図の見直しを図り、盛り込む必要があると思います。
・市街地は一般的に住宅用地として理解しています。新築される宅地には緑～が義務づけられていると思いますが、これを地区計画に盛り
込む必要もあり、すなわち新築後も保全が必要。
・以上を推進（方向性）には、まちづくり推進し取締る権限があってはいかが？

小山市に住んで十数年たちます。（以前は宮城県仙台市）小山市は比較的若い方（青年部や白鴎大生）のまちづくりやイベントの参加が多
いと思います。
とても活気があっていいと思うのですが、やはり市民全体でみると、ごく一部であり、イベントや市政についての会のようなものがあって
も、「知らなかった」という方も多くいらっしゃいます。
広報やチラシ、ラジオ、SNSなどで情報があふれていますが、市民全体が興味をもつことがむずかしいのかな？と思います。
私が「こういうのがあれば」と思うのは、「市民コンペ」のようなものがあればと思います。（ざっくりですが）おもしろいことやイベン
ト、市政のこと、地域ごとや会社などで参加し、採用された案をみんなで作っていくというのがあったら、面白いと思います。

市民参画・協働は特に重要であり、各地区の問題点等を多くすい上げられる様な方向性を望みます。市街地、調整地域では抱える問題が違
うと思われる。

ＳＤＧｓについて記載があり、市長コメントにもあったが、「誰一人取り残さない」社会の実現に意識があるなら、栃木県が周辺県（群
馬・茨城・埼玉）より遅れているマイノリティ問題（パートナーシップや同性婚）についても考えるべきと思います。（栃木市や鹿沼市で
はパートナーシップはみとめています）小山はこのままでいいのか？

情報発信のチャネルを広く持ってもらいたい。「こういう方向性で市政が動いている」「こういう一般市民も街づくりに参画している」
等々を、例えば駅内で懇談会の様子を放映したり、今回のマスタープランに関する内容が自然と目に入るような広告宣伝等。「小山には何
もない」とか「東京に行っちゃう」みたいな人にまず市内に目を向けてもらいたい。

市民フォーラムなど、市民の意見を聞いて頂ける機会が多いはずですが、知らない人、参加しない人が多いと思います。（街を作るのは、
市民だと思います。）
※本日も参加者で、若者が少ない事に違和感を感じます。
⇒発信が難しいとありましたが、本当にそう思います。伝えてもアンテナが張っていない人には、なかなか伝わらないです。ＳＮＳ、
YouTubeで伝えているのは存じ上げていますが、見ている人はどの位いるのでしょうか…。

地区まちづくり活動に市民が積極的に参画されているとのご説明がありましたが、私たちの「旭野町地区まちづくり推進協議会」は、「ま
ちづくり研究会」から「推進協議会」へステップアップするまでは、会員が一丸となってがんばったのですが、「推進協議会」になってか
らは、活動が停滞しているように感じます。
特に２０２０年からのコロナ禍による影響もあるとは思いますが、まちづくり推進協議会が目指している最終ゴールというものが、今一つ
理解できていないのが現状です。
他の団体の状況はいかがでしょうか？

私の地区の「まちづくり活動は」生活の安全安心安定を次世代に継続できるような地区にすることを目標としてきました。
今日のプラン案をきいていて感じたのは、今までの活動との接点をどう調整すべきか悩ましい。
グリーンインフラの推進が私どもの地区へもたらすプラスはなんだろう。
第一回目の疑問が解消できるような回数を短期で続けてください。

地区まちづくり活動等に伴い、市民が市政に参画しやすい環境づくり（市政懇談会等）を取り入れ、積極的な意見交換を図る。

市民アンケートの回答数が少ない為、調査結果数ではまとをえていない内容となってしまうので、多くの市民の方から意見が吸い上げられ
るような参画企画を積極的にできるといいですね。
市民アンケートを取った地域も詳しく分かると明確になり、市民参画の問題点が見えてくると思います。若者層・中年層・転入者層・多く
の方が市民参画に興味を持って下さる方へアプローチをかけてください。
方向性①で力を入れていければ、方向性②③④につながっていくと思います。
三世代で協働・協調できるような環境作り、今度は全てのことに対して一人一人の意識の変化（今までのあたりまえの考えではなく、自
分、個人として何ができるのか？！）とパートナーシップを築き上げていく心得（＝調和をしていく）が必要になると思います。
協力できることは、微力ながらお手伝いしていきます。

アンケート回答率が低いことから、小山市について興味がない人が多い気がする。他所から来た人が多いことが原因？

まちづくりはひとづくりであると言うことが分かった。今回の計画とは関連性は薄いと思われるが、教育のあり方が大変重要であると感じ
た。
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【②グリーンインフラの推進】

内容

低炭素化社会に対して、あまり注目されにくい炭素の固定、自然を守るという田園環境都市という視点はとても良いと思いました。一方
で、再生可能エネルギーの活用や、省エネルギーの取り組みも平行して行うと効果が高いと感じます。

災害に対して強いまちづくり、自分たちの住んでいる所は東は鬼怒川、西は田川と非常に水害等に危険なところでありますので、それらに
対して安全、安心に生活できるまちづくりを進めたいです。
又、堤防（土手）をかさあげ強くし遊歩道等サイクリング道として活用していきたい。

最近、頻繁に地震が発生しています。東日本地震のような災害が発生したとき、どこに避難すれば良いのかわからない人が多いと思いま
す。一目で解る避難経路をまちづくりを通して周知していく必要を痛感しました。
いざその時になった場合、まず公民館に集合するとの考えが浮かぶが、その公民館も老朽化している状態です。

河川に沿って生活している地域では水害が非常に大きな問題であるため、早急な対策を望んでいる。

街の中心部であっても緑を感じながら歩けるような環境を整備してほしい。樹木を植えるだけでなく、多少の遊び心があると、街歩きがよ
り楽しくなり出歩く人が増え、人々の交流が増えると思う。
（手すりにすずめのモニュメントが設置されていたり、道路のコンクリートに色柄がついていたり、子供たちがちょっと遊べるようなデコ
ボコ道にしたり、小山市に関するクイズがあったり　など）

農村地帯は休耕地が多く困っています。市は今後の考えはどうする方針ですか。

グリーンインフラの推進は地域によっても考え方が異なると思う。小山全体を
１つにまとめる案ではなく、地域ごとに異なっても良いのでは？

大いに賛成です。

・国道4号線の準高速化の計画を早く決めて実行してほしい。
・市街地の交通渋滞の改善はもちろん、市外地域の改善も検討すること。（特に高専街道から絹地区中島大橋までの渋滞緩和は至急検討す
べき）
・スクールバスでの通学は登校時は一便で良いが、下校時に二便にして、上級生（中学生）の使用を検討してほしい。

田園環境都市をめざす小山市として、粟宮の安房神社周辺に広がる農地、平地林の自然豊かな田園環境の整備を望みます。小山市の土地が
あるかと思いますが、並行して県住宅供給公社と考えたらと思います。
考えていただけるなら市民文化センターの設置を、開発をと思います。粟宮の不動下田園地帯も整備が進んでいますのでよろしくお願いい
たします。

地域の自然環境に合せ、地区自治会、地区防災会等を通じ、地区公園（緑地公園）等設置し、地区別勉強会を開催し、ハザードマップの見
直しを図り防災・減災を図る。

道路と歩道の間の街路樹が少ないように思います。阪神淡路大震災時に家屋の倒壊を防ぐのに役立った事は知りませんでした。（近くに住
んでいましたが…）
グリーンインフラ、緑が防災・防疫につながるのは面白いと思いました。
昔、雨水の吸水がいいアスファルトの開発についてのニュースを見た記憶があります。自然と最新技術との融合で、持続可能なまちづくり
に繋がるのではないでしょうか？

運転免許証返納後の交通問題。車椅子で利用できる小型バスの運行。

雨水等の中水道の整備。水素ターミナルの整備。水素自動車、水素発電への取り組み。
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【③まちのコンパクト・プラス・ネットワーク化】

内容

ウォーカブルシティについて小山駅周辺、間々田駅については実現できそうですが、そこから外れた地域をどうするか見当が必要と思いま
した。

・コンパクトシティ×ネットワーク（交通インフラ）の整備、同時に行われる必要性はあると思います。
「ウォーカブル（子どもや高齢者でも安全に）」「アクセシブル（車椅子ユーザーや視覚・聴覚障がいがあっても外に出やすい）」「カイ
ンドネス（あらゆる属性に温かみのあるまちになるように）」
⇒ダイバーシティの構想が見えて欲しい。
・年齢、性別、障がいの程度、国籍によらない「拠点整備」のみならず、グラデーションのようにじんわりと交わり合う地域をつくってい
けたら、そんな仕かけがつくれたらいいなと思います。

おーバスのサービスの平等化を。小山中央観光のバス車体のみ古い車両が多いです。（先日、事故故障で遅れたりしたので）友井タクシー
や大山タクシーの車体との統一化を考えて欲しいです。

・まちのコンパクト・プラス・ネットワーク化は推進すべき。課題の一つとして、郊外の過疎化対策に力を入れて欲しい！特に担い手の確
保に行政としても取り組んでほしい。また、郊外部と都心部とのアクセスの充実化も必須。
・公園の有効活用でも工夫をお願いしたい。

「コンパクトシティ」について、都市の拡大は、下野市（インター設置）や壬生町（大規模商業地域）が行っているので、これらも含めて
活用したらいい。遊水地の活用・保全やコミュニティバスについては、栃木市、野木町、古河市、加須市等と協力して進めるべきと考えま
す。遊水地は小山市だけでなく、「この地域の財産」です。

今後、ＪＲ東日本は、合理化を進めます。（間々田駅の無人化は遠い話ではないと思ってます）
今の利便性が高い小山市の維持のため、ＪＲの各支社（大宮、高崎、水戸）や周辺都市（宇都宮、下野等）との連携を少しずつ進めるべき
と思います。観光列車の運行等。

現在の農業の担い手は少なくなっていると思う。担い手がいなくなって来ているので、田畑は荒れ放題である。荒れた田畑は耕作しなけれ
ば、市が借り、新たな耕作者に貸してやった方が良いと思う。

農業の担い手確保や事業継続を支える住環境の整備、農業人口の減少の中、上記のことを具体的に進めることは難しい。小山市だけの問題
ではない。国や地方行政などが本気で取り組まなければならないと思う。

地区まちづくりの方向性は理解できますが、まず私の住んでいる絹地区はハザードマップで３～４ｍの水害が発生する予定？
次は、若者は皆高台であります町に家を建てます。これについては集落排水の加入が出来ない事で、私が自治会長の時はＨ１８総人口２９
０人、今は２３０人。２９０人の処理能力があるのに、何故新しい家には加入できないのか解りません？
緑は良いですが、空き家の庭木は誰が手入れするのか、確かに理想は良いですが、絹地区には目が向けられてないかな？
それと無形文化財になっている紬ですが、現在、食べられません。何故かと言うと、消費が無いからです。このような状況は、県、市、国
で考えてもらうしかありません。

街のコンパクトシティ化に強く賛成しております。また歩行者の利便性を充実させる方針についても強く賛成しております。
その上で、コンパクトシティの対象区域となっている小山駅南の三峯エリア(市街化区域)の開発方針について意見させてください。
※以下は今回の懇談会及び、まちづくり推進課が公開している「三峯地区まちづくり構想」を基にした意見になります。

かねてよりこのエリアの市道(市道2022～2231号、235号)は交通量が多く、自動車の速度制限30kmはまったく守られていません。また、歩道は一切
存在せず、実際にベビーカーを押してこの市道を歩いていると、ベビーカーの横50cmほどを速度制限を無視した車が通り過ぎているのが現状です。

この三峯エリアの道路は市として、
「遊歩道計画」や「グリーンベルト計画」を計画している等、歩行者利便の重要性を十分に認識していると存じておりますが、どちらの計画もあま
り進んでいないようです。
一方で、ここ一帯の道路を「補助幹線道路」と位置付ける計画をしている記載を拝見し(三峯地区まちづくり構想の29頁)、国道と市の中心部を繋ぐ
役割を強化する旨の意図があると知りました。

半年前、都心から引っ越してきて小山の市街地で可能な限り徒歩で生活しようと考えていた身として(電車で都内に通勤)、この道路の「補助幹線道
路化」は、歩行者の安全対策を施せない時点で、絶対に成り立たないと認識していただきたいです。

小山市は元々地元ではありますが、他県を見てからの栃木県の運転マナーの悪さは目を見張るものがあり、基本的な道路交通法も守られていない現
状にこのまま小山市の三峯で子育てを継続するのに不安を感じております。

本音を言いますと三峯エリアの「補助幹線道路化」は取りやめて欲しいです。
あくまであそこは住宅地なのです。
少なくとも、私は市の都市計画を参照し、三峯エリアを未来のある子育てのし易い住宅地と捉え、新居に選びました。
せめて、「補助幹線道路化」は「歩行者の安全対策」とセットで考えていただきたいです。

個人的に今後、「遊歩道計画」や「グリーンベルト計画」が市の計画からしれっと無くなり、市道の「補助幹線道路化」計画のみが残る最悪の形に
ならないか危惧しております。

どうか、市の中心部の安全なウォーカブル環境整備のため、よろしくお願いいたします。
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内容

ウォーカブルシティの実現と回遊性ネットワークの形成について詳しく知りたいです。
市街化調整区域は生活サービス機能へのアクセス充実を図るというのは、具体的にどんな事でしょうか。
いままでは「車が無いと生きていけない」と言われていた地域で、アクセス充実に向けてどのような策があるのか、期待もあります。
持続可能な将来に向けて大切な事と思います。

ウォーカブルシティの実現として、車道と歩道の距離をとることを期待。アーケード街のような歩行者用の広い道路も良いが、現実的には
車道と交通量を抑制し、街路樹を増やし、グリーンカーテンの下で散歩できるような街がよい。

「③まちのコンパクト・プラス・ネットワーク化」について、
現在小山市が立案されている計画の一つに基づき、三峯地域内の市道2231号線?市道2022号線(第一種住居地域)の環境について意見させていただき
ます。

【要望:三峯の補助幹線道路計画の停止】
今後の都市計画(「小山市総合都市交通計画の策定について」最下部第3章、「三峯地区まちづくり構想」参照)で、三峯の道路を補助幹線道路とす
る計画を拝見しました。
補助幹線道路の計画の停止を希望します。
コンパクトシティ化に向け、駅近の住宅街には車を持たない住人が増える事が見込まれます。
郊外と市街地を結ぶ道路が必要な事も承知しておりますが、
その為にコンパクトシティ化に習って生活している住人の住環境を犠牲にすべきではないと考えます。
現状、三峯地域は歩道が未整備にも関わらず、大量な車の流入により近隣住民(歩行者)は常に事故の危険に晒されています。
また市道沿線には家が張り付くように建てられていることから、車の走行音が直に住環境へ影響します。
走りやすい道路ゆえか、改造車が1日120台以上、トラック1日100台以上、さらに深夜はドライブで循環する車や大型トラックの抜け道として使わ
れ、基準値を超える(平均80デジベル、最大110デジベル)騒音が24時間響いています。

【提案】
車で来た人は、中心市街地から10分?20分離れた所に駐車場を設置し誘導し、小山の中心拠点を楽しみながら駅まで歩く整備を提案します。(ハー
ヴェストウォークの規模と小山駅西口の規模を重ねて例に上げられていた観点から見ても、歩道整備さえされていれば歩けると確信しています。)

【!重要!】
何より、市街地・郊外の住人双方が安心・安全に暮らせる環境整備を強く希望します!!

これは直近の利益ではなく、2、30年後の小山市のあり方、将来性を考えての意見になります。
小山市はまだまだ車優先の思想が抜けていないように感じます。
閑散とした駅前を豊かにする観点でも、過度に車にプライオリティのある環境では結局何も変わりません。街の印象は変わらず、駅前のテナントが
コロコロ変わるだけ。市は豊かになりません。
手を打つとしたら今後の長期計画を模索している今しかないと思います。
栃木県内でも小山市は先進的で格が違うと思われるような街づくり方針を望みます。
ご検討をお願いいたします。

この度、小山市の今後の方向性を左右する市民懇談会に参加出来て大変嬉しく思います。

私が今後小山市で生活していく上で非常に重要視していのが、「まちのコンパクト・プラス・ネットワーク化」についてです。
私は小山市のウォーカブルシティ化に強く賛成します。最優先で必ず実現してほしいと思います。

ウォーカブルシティ実現に向け、私が考える小山市がすべき事として
「住宅街の歩道整備」「街灯の整備」の2点について意見を述べたいと思います。

【住宅街の歩道整備】
住宅街の歩道整備を重点的にするべきだと考えます。
確かに駅周りの商業エリアは歩道が整備されており、ポスターやインターネットの画像を見ても住みやすそうな街に見えます。
しかし実際住んでみると、住宅街は歩道のない道ばかりで、どこを歩くにも車の危険が付きまといます。
ベビーカーを押したり、子供と手を繋いで帰り道を歩く事が出来ず、徒歩での生活が考慮されていない街だと感じます。
近年話題になった高齢ドライバーの免許返納等から見ても、誰もが暮らせる街(住宅街)には、車道よりも歩道こそが重要だと言えるのではないで
しょうか。

【街灯の整備】
住宅街には街灯が非常に少ないです。ウォーカブルシティ実現に向け街灯設置数を増やすなど、再整備が必要と考えます。
夜は駅近の住宅街すら街灯が少なく、数メートル先を歩く人の姿を認識する事すら困難です。夜道の暗さは治安悪化にも繋がります。
理想としては電柱全てに、又はせめて1本間隔での設置が望ましいと考えます。

もうひとつ。。。
【歩行者と車の住み分け】
これは理想ですが、「多摩センター駅」を今後の駅周りのまちづくりの参考の一つにしていただきたいです。
多摩センター駅は駅から商業エリアまで歩道のみが続き、車は一切侵入出来ないようになっています。
商業エリアは多くの人が行き交い、至る所でベンチや花壇に腰掛け休憩したり食べ歩きをしている人で賑わっています。
子供が親から少し離れ先を走っても、危険は一つもありません。
歩道を抜けると、大きな公園もあります。
小山市も、車と歩行者の住み分けを視野に入れていただきたいです。

厳しい意見となりますが、本当に住みやすい街づくりには、“住宅街こそ整備が必要”だと考えます。

私は他県の車がなくても生活できる環境で生まれ育ち、結婚を機に夫の地元である小山市へ来ました。
車社会と聞き不安を抱えていましたが、小山市役所のホームページを拝見し、「都市計画」の「歩いて暮らせるゆとりあるまちづくりを目指す」と
の記載に、
駅近くなら車がなくても生活できる、子育てしやすい未来ある街だと思い、移住を決意しました。

小山市にとっては市民の一人に過ぎませんが、私は今後の人生を左右する大きな決断をし、永住するつもりで家を買いここに住んでいます。
この決断が「私の選択は正しかった。小山市に住めて良かった」と言える結末になるよう、意見させていただきました。

小山市がより良い街になるよう、このように市民にも発言の場を設けて下さっている事は重々承知しております。
発言の場をいただきありがとうございました。



市民懇談会における意見まとめ

内容

市民アンケートの結果で鉄道の利便性が満足度の高い意見としてありましたが、少し疑問に思います。小山の人たちは、電車に乗らない・
公共機関を利用しないイメージがあります。東京にも通勤でき、東西南北の交点に小山駅があるため、便利なはずですが、実際その便利な
ものを利用していないのではないでしょうか？また、駅に行くまでに不便を感じます。（バスは本数少なめ、車は渋滞等）
ウォーカブルシティのために、地下道や立体交差が整備されるといいと思います。雨天時や猛暑時にも快適に歩けて、ショッピング、公園
等で遊ぶなどできるといいなと思います。

調整区域内の道路の拡幅の件。間々田駅の周辺で車の通りも多いので広げてほしい。（現在は少しずつ進めてもらっていますのでありがた
いのですが、よろしくお願い致します。出来ることは何でも協力致します。）

この先の街づくりで何を優先するかを考えた場合、街の中心部を強化し、コンパクトシティー化を進める方針に強く賛成します。
少子高齢化から郊外のインフラが昔ほど維持できなくなっている今、今の若者が高齢者になった際に、市の最低限のインフラを維持する為
にはコンパクトシティー化は絶対条件だと思う。
将来、市民は居住地、商業地、農地を効率良く位置付け、手を取り合い一体となって生活していく。市の政策のみでなく、市民の生活もそ
の時代にあった変化をしていかなければならないと思います。
今後、郊外への投資を行う際には、その土地の居住的、商業的、産業的価値を十分に分析してから行うべきものと考えます。

市民アンケート結果にあるように、長年放置されてきた道路の整備、駅前（荒廃した）の整備がまず手を付けるべき事案と思う。とにかく
駅西⇒東の連絡が悪く、しょぼい駅前では人は集まらない。



市民懇談会における意見まとめ

【④公園緑地機能の保全・強化および農村環境の維持・保全】

内容

・既存公園の再整備として御殿広場も含めて考えて欲しい。
・有機農法を進め、生きものが増える方向で進めて欲しい。
・グリーンインフラが面白そう！

田園環境都市を身近に感じてもらうために、もっとフランクに市民や企業が就農できる仕組みがほしいです。市民農園、家庭菜園の経験
も、就農スキルのひとつになると考えます。数名で協力して始められるようなルールがあると、活躍したい方は多そうな気がします。

農業の後継者問題⇒耕作地放置⇒農業法人化

・地域の「里山」が多くの場所で伐採され、太陽光発電の開発がされている。このままだと「里山」がどんどん少なくなる。自然環境保全
の観点から何らかの規制が必要ではないか。
・コウノトリに加え、最近佐渡のトキを渡良瀬遊水地へとの話題がありますが、是非実現して欲しい。
・浅野市長の「田園環境都市構想」については、大賛成であり、一日でも早く具現化して欲しい。

自然環境、農地の維持、今後も残したいが維持管理に課題がある。農地の維持に新しい考えを入れないと大変。

・渡良瀬遊水地だけが自然環境ではない。雑木林の保全にどう取り組むかも自然環境の確保には重要である。
・環境都市には清潔感のある街並みの形成も必要である。そのためには街路樹の整備や歩車道の雑草の除去にも力を入れるべき。
・公園の面積の低さは、区画整理事業地内にのみ街区公園があることが要因の一つと思われる。雑木林や未利用の農地を確保してでも造成
していくべきであり、また、民間の宅地開発により造成された小規模公園を廃止して、これらを集約した形での中規模公園を点在させるこ
とも考えて良いのでは。

市街化調整区域の平地林の保全が必要です。山林の減少の法的規制はできないのでしょうか。中古重機の置場が増えています。（市道３４
号線）

平地林、里山の減少に都市計画はどう考えているか。たとえば伐採によるソーラー設備設置、大型車両、大型重機、農業機械等のヤード。

国有地（財産現物提供）の活用をしっかり検討して欲しい。雑草、藪ばかりの国有地をどう管理、保全していくのか。

公は、生井地区だけに関しては現在の生井小学校を自然観察する拠点として、小学中学～含まれる施設に変えて、小山全体の自然環境保全
の場として活用しても良いのではないか？

公園緑地と市街地、住民の行動とが不一致な印象。歩道～公園まで一体となった「公園のような街」で過ごしたい。（例：駅～御殿広場～
城山公園まで個々の整備＋一帯での目線）

公園緑地については整備した後のメンテナンスが重要で、うっそうとなりすぎて暗くなってしまったり、雑草等がおいしげり、蚊など発生
が懸念される。
特に市街地内の公園は地域のいこいの場所になるようにすれば良いのでは。

わが地区には公共の緑地公園は一つもありませんが、国指定の中久喜城跡があります。しかし、残念なことに行政による開発は全くなされ
てません。現在は自治会、まちづくりの少数のメンバーにより荒廃を防止しておりますが、小山市の郊外型の公園としては最適な立地にあ
ると考えております。先日の下野新聞の記事で、大谷北部が対象に挙げられていると知り、大変嬉しく思いました。是非、早急な城址公園
の整備をお願いしたいと思います。
また田畑に関しましても放棄地が散見されます。先日都内に住む私の友人から農業をしてみたいと問い合わせがありましたが、素人であり
ますので、なんらかの指導、許可が必要と思います。是非その様な人に道が開けますよう、画策して頂けたらとお願い申し上げます。



市民懇談会における意見まとめ

内容

鷲城跡と周辺の農村地帯から思川に沿って豊かな地域と思います。
① 鷲城跡地の公園化
② 農村地帯の自然環境の保全
③ 思川沿いの歩行者、自転車の回遊性ネットワーク
として、１つのまとまりのある地域の有効活用ができるのではないかと考えます。

緑の向上化を挙げているが、実際の公園を見ると、公園の木を切り倒している。又道路等についても切り倒しているのが問題と考える。切
り倒すのではなく、合理的な管理で維持管理ができないか？

昨日、小山総合公園に行きましたが、暑くて、いつもより遊びに行っている人が少なかったです。木陰が少ないので、もっと木が増えると
いいのかなと思います。風も強いので、防風にもなるといいかなと思います。（小さな公園も）

全世界的食糧不足の中、小山市の農業は全力で米、小麦等の大増産を目指す（お願いする）。円安の時代、輸入品に勝てるし、輸出が期待
できる。農業を推進する町。

・農村環境の維持などが、だんだんむずかしくなってきているので、農業をやっていく人達をふやしていかなければならないと思います。
・農地の活用が求められると思います。

・農業、農村の食料生産の補助
・市街化調整区域の確保（第3次産業）
・農業の担い手の確保
・市街化区域と市街化調整区域と隣接している問題について（騒音）
・工業用水（排水）の問題
・ため池などの再活用方法

空き農地活用。貸農園や直売など。土手などは除草剤よりも草刈りで。

市街化調整区域であるが、①樹木の伐採⇒太陽光パネルに
   　　　　　　　　　　 ②休耕地が増えている
   　　　　　　　　　　　　　　 ↓
  　　　　　　　　　　 農業後継者の減少
   　　　　　　　　　　　　　　 ↓
農家が農業を継ぐのではなく、農業に興味のある人が農業を継続していく。
田園環境を守る事は大変な労力と継続が必要。若者の力と知恵がほしい。

まちづくりや自主防災活動を通して意見や要望を出したが、具体的に実現できるようお願いしたい。その事が維持保全になる。
年齢的にも一度に多くの事を聞いても理解しきれない。後日資料はみさせてもらいます。

自然を維持するにはマンパワーが必要であるが、人口減少と高齢化社会と逆行する考え方ではないか。IoT、AIの活用により脱俗人の方向
で自然を維持できればいいが、メンテフリーを基本とした緑地保全であれば持続可能ではないか。



市民懇談会における意見まとめ

【マスタープラン全般に対する意見・感想】

内容

大変申し訳ないのですが、動画を１時間近く視聴し、その中で今後の方向性についてと聞かれても、印象に残るものがあまりないです。双
方性の話があった上で感想をきいていただいた方がよかったと思いました。会場に集まらなくても、ネットで見てもらい、感想を書いても
らうことでも充分可能と思います。せっかく集まったのにもったいないと感じました。

・具体的な形、姿が見えてこないので、よく分からない。ただしアンケートや調査データは結果や傾向を示すだけでなく、十分に分析（な
ぜ？どうして？）
※農村地域は高齢化し、後継者不足、田畑荒れてきている。これから解決することも必要。地域は空家も目立つ。

初めて参加した小山の都市づくり、グリーン環境を１つにまとめていく、今まで地域内のまちづくりを進めてきたのからすると、全体を考
えての構想は１日話を聞いただけでは良く理解できない。あわせて文字が小さすぎて読みにくい。

マスタープラン、全体的によくできている。しかし難しい。市民一人ひとりにこの計画をわかりやすく説明し理解して協力してもらうこと
がたいせつ。絵に描いた餅にならないように！！以前の計画は十分には知られていなかった。

・強み＋機会＝可能性
　弱み＋脅威＝問題点
・課題とは！問題点を克服し、可能性を最大限に活かすこと。方向性はＯＫだが、目的、目標を明確に確立すべき。
成功の鍵はベクトルあわせ！・・・そのためには参加者の共通認識は必須。
実施計画書「マスタープラン」にてＯＫ。今後はワークショップがあれば参加したい。

小山市羽川の所に駅をつくるマスタープランがありましたが、全然進んでいない。人の数も多くなり、推進すれば発展大きく、特に取り上
げてほしいと考えています。

・造成地拡大≒ミニ開発中止（条例改正）
 ⇒農業者等の高齢化⇒生活収入の安定
・公共地（空間の確保）：専用道路（バス等）、ドローン空間
 ⇒ネットワーク（物理的）
・周辺市町と一体的に計画
 小山市⇒広地域


