
みんなで始めるまち育て 
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｢みんなで始めるまち育て」第２回勉強会（地域資源マップづくりワークショップ）

○日時：平成２４年７月１７日（火）　　１４：００〜１５：５０

○場所：つくば市役所会議室２階　２０３

○参加者数：１５名（他スタッフ９名）

【ワークショップ内容】
　
　　１．開会

つくば都市交通センター福田より開会の挨拶。

　　２．ワークショップの進め方の説明
　今回の勉強会では、事前にモニターの皆さんから提案のあった地域資源の情報をもとに、
この地区にある地域資源の再確認を行うとともに、今後のまちづくりにどのように活かしていくかを
グループに分かれて話し合っていくことにした。

　　３．モニターの皆さんから事前に提案された地域資源の概要説明

　・事前に寄せられた地域資源の情報をもとに準備した、地域資源マップ（勉強会資料１）、
地域資源リスト（勉強会資料２）及び作業用の地域資源大型マップについて概要説明。

　　４．ワークショップスタッフの紹介
　 　・ワークショップをグループごとに進めていくにあたり、グループ内進行、意見の聴衆などを

サポートする専門家（各班２名）の紹介。

A班：　神谷氏・宮奈氏
B班：　袖山氏・伊藤氏

　　５．ワークショップ（グループごと話し合い）
・A班・B班の２つのグループに分かれて話し合った。
・作業用の地域資源大型マップ（現状を赤いシール、提案を青いシールで表示）
を見ながら、現状の確認、まちづくりへの提案等意見を出し合った。
・テーマごとに付箋を色分けし、関連する場所へ貼り付けていった。

・どちらの班も活発に意見交換がなされ、まちづくりへ向けたたくさんの提案が出された。

【地域資源マップ配布用】 



　　６．グループごと発表
・グループの代表者による発表

　　７．まとめ
＜A班＞
　A班は、研究学園駅周辺にある、新しい区域のまちづくりについて多くの意見があった。
A班では、次の４つのポイントが重要というまとめになった。
　①市民参加で、まちを一緒に作る
　②気軽に集まれるグループを作る
　③商業者を巻き込んで活動を展開する
　④新旧住民の情報交換の必要性

＜B班＞
　B班は、新しく開発された地区の周辺にある、昔からの地域についての意見が多く出た。
B班では、次の5つのポイントが重要というまとめになった。
　①自分たちの住んでいるまちを知る
　②地域の履歴を残す方策を考える
　③新旧住民の交流の場をつくる
　④これからのまちづくりには、若い人たちの意見が重要
　⑤地域のみんなが集まれる場（特に若い人たち）、イベント、情報ネットワークづくりの必要性

　さらに、別紙に挙げられた地域資源の他に、当日モニターのみなさんから以下の様な
地域資源に関する情報や提案があった。
　・かつては筑波山まで続いていたという旧道。
　・それぞれの資源を自転車で巡れるようにネットワークさせた｢自転車のまちづくり」の推進
　・蓮沼川の土手の草を整備して、さんぽ道をつくる。
　・ポンパドール（パン屋）には、パンの職人世界大会のメダリストがいる。
　・蜂の巣公園から東南伸びる道路途中には、火の神様と水の神様が奉られている。
　・記念公園には、キレイな花菖蒲がある、など。　　

その他にも、たくさんの地域資源や、提案が挙げられた。

　　8．今後の予定
・第３回勉強会｢葛城地区地域資源マップ、まちあるき」を１０月実施予定。

〈A班作成マップ〉 〈B班作成マップ〉 



地域資源 （モニター提供地域資源）

凡例

筑波ハム工房陣屋

（手作りハム直売所）

JARI

テーダ松

並木

スポーツ施設

古民家

豊里ゆかりの森

桜並木

失われた学園の森

屋根つき公園

調整池＋桜

+あじさい

調整池+桜

調整池+桜

調整池＋桜+

あじさい

街路樹

散歩道

本證寺

愛宕神社

権現神社

阿弥陀様

不動尊

古民家（高谷邸）

ﾎﾃﾙﾍﾞｽﾄﾗﾝﾄﾞ

森

ﾌｧﾐﾘｰ農園

葛城小

八坂神社

陶芸教室

イーアス

鹿島神社

緑

歴史・文化

センター

少子高齢

新たなテーマ

その他

駅周辺飲食店

公園 陸橋から見る景色

緑地

【活動など】

△△△△ 街全体清掃

○○○○ 路上清掃

○○○○ 朝のラジオ体操

△△△△ 街路樹を増やす

小野崎城

橋

苅間神田屋敷

苅間城

おおわし神社

おすすめのウォーキング

（ランニング）コース

おすすめのウォーキング

（ランニング）コース

○○○○・・・既存

△△△△・・・提案

（例）○・・・○・・・○・・・○・・・緑系既存資源

△・・・△・・・△・・・△・・・センター系提案

運動場

調整池+桜

駅前駐車場
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1 緑 公園 １２号街区公園

屋根つきの休憩所があり、憩いの場になり

そう

既存

2 緑 桜並木 １号近隣公園 春になるときれい 既存

3 緑 松並木 テーダ松並木 松の巨木が素晴らしい 既存

4 緑 松の木 テーダ松並木

緑を残したい。市民に心のゆとりをもっても

らうためにも沢山のグリーン地を作っていた

だきたい。

既存 ○

5 緑

研究学園駅前公園

内調整池

地区公園内池

休遊地の活性化・・花菖蒲園への変身

とんぼ、ホタルの棲息地などに

提案

6 緑 調整池 下水道調整池（下流）

桜、あじさいの植樹。今後は花の池として整

備していきたい。

既存

7 緑

D59街区公園内調整

池

下水道調整池（下流）

休遊地の活性化・・花菖蒲園への変身

とんぼ、ホタルの棲息地などに

提案

8 緑 調整池 下水道調整池（上流）

桜、あじさいの植樹。今後は花の池として整

備していきたい。

既存

9 緑

C８街区公園内調整

池

下水道調整池（上流）

休遊地の活性化・・花菖蒲園への変身

とんぼ、ホタルの棲息地などに

提案

10 緑 調整池 葛城川調整池

たくさんんの鳥がいる。桜の若い木の成長

が楽しみ

既存

11 緑 調整池 葛城川調整池 現在桜が植樹されている 既存

12 緑 調整池 葛城川調整池

調整池の周りを遊歩道として整備すれば駅

からも近く多くの人が集まる市民憩いの場と

なりそう。

提案

13 緑 D23街区調整池 葛城川調整池

休遊地の活性化・・花菖蒲園への変身

とんぼ、ホタルの棲息地などに

提案

14 緑

E103街区蓮沼川遊

水池

葛城川調整池

休遊地の活性化・・花菖蒲園への変身

とんぼ、ホタルの棲息地などに

提案

15 緑

E112・１１３街区蓮沼

川遊水池

蓮沼川第一調整池

休遊地の活性化・・花菖蒲園への変身

とんぼ、ホタルの棲息地などに

提案

16 緑 調整池 蓮沼川第一調整池 現在桜が植樹されている 既存

17 緑

E45街区（TX路線下）

蓮沼川遊水池

蓮沼川第二調整池

休遊地の活性化・・花菖蒲園への変身

とんぼ、ホタルの棲息地などに

提案

18 緑 調整池 蓮沼川第二調整池 現在桜が植樹されている 既存

19 緑 古民家 古民家 活動に利用されていますか？ 既存

20 緑 古民家 古民家 既存

21 緑 古民家｢高谷家」 高谷邸

先祖伝来の古民家をリストアップし、新住民

や興味を持つ人に周知する。古くからの伝

統的、住宅美を鑑賞する。

提案

22 緑 桜 地区公園

たくさんんの鳥がいる。桜の若い木の成長

が楽しみ

既存

23 緑 駅前公園 地区公園 緑が多く広々としている。 既存

勉強会資料２



葛城地区　地域資源リスト
モニターより提示（テーマ別）

Ｎｏ テーマ 名称・活動 正式名または所在地 説明 既存・提案 写真

勉強会資料２ 

24 緑 駅前公園 地区公園

駅前公園内の池を環境資源として育成保護
する。
鯉や鮒を放ち、野鳥の餌場としてバード
ウォッチング可能とする。

提案

25 緑 駅前公園 地区公園 もう少し木が多いほうがいいと思う。 提案

26 緑 森 大規模緑地（県換地）
カブトムシの幼虫を取りに毎年友人が行って
いる

既存

27 緑 ゆかりの森 豊里ゆかりの森
緑を残したい。市民に心のゆとりをもってもら
うためにも沢山のグリーン地を作っていただ
きたい。

既存 ○

28 緑 公園 民有緑地 緑を残しておきたいから 既存

29 緑
ハウジングパーク東
側雑木林

民有緑地

駅近くにあり、駅北東川には数少ない緑地。
今は下草も多く、ただ茂っているだけなの
で、ゴミの投機や不審者の心配がある。近隣
住民、市、民間、大学などの協働によって整
備してミニアスレチックコースやプチ野外活
動場として利用できないだろうか？（駅南側
にある駅前公園とは方向性の違う公園にす
る）
基本は住民が中心に活動する。市からは補
助金やノウハウを提供してもらう。民間はハウ
ジングパークさんなど。ハウジングパークさん
は家族連れがターゲットなので、資金面、駐
車場で協力もらえるかも。大学からは、野外
活動サークルの学生などに協力してもらい、
週末にオリエンテーリングなどのミニプログラ
ムを実施してもらう。

提案

30 緑 失われた学園の森 イーアス北
これ以上つくばの森を破壊しないために記
憶する

提案

31 緑 農的環境 市民農園
市民農園の拡大、食育の場の提供・・親子
で野菜づくり教室などに

提案

32 緑 貸し農園 市民農園
新規住民と既存住民と他地区との交流の場
として。

提案

33 緑 ファミリー農園 市民農園 既存

34 緑 散歩道 面野井
木立の中にあり、落ち葉を踏んで散歩でき
る。

既存

35 緑 街路樹
街路樹をもっと増やして、遊歩道みたいに
作ってほしい。

提案

36 緑 風景
陸橋（歩道）から見える筑波山の風景。道路
の中央分離帯の植裁のコントラストがきれい
です。

既存

37 緑 公園 イーアス前
料理・体操、会議、いろんなことができる場
所。若者からお年寄りまで使用できるように。
小鳥が済むような木の多い公園

提案

38 歴史文化本證寺 本證寺 毎週第２日曜日に勉強会をしている。 既存
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38 歴史文化本證寺 本證寺 毎週第２日曜日に勉強会をしている。 既存

39 歴史文化阿弥陀様 阿弥陀様 既存

40 歴史文化愛宕様 愛宕様 既存

41 歴史文化権現様 権現様 既存

42 歴史文化不動尊 不動尊 既存

43 歴史文化八坂神社 八坂神社 葛城、研究学園地区の氏神様として 既存

44 歴史文化八坂神社 八坂神社 歴史があり、風情あり 既存

45 歴史文化八坂神社 八坂神社 ５００年からの伝統がある。 既存

46 歴史文化八坂神社（苅間） 八坂神社 地域の祭りがある 既存

47 歴史文化八坂神社 八坂神社

新しく開発された地域の周辺を知ることも新

しいまちづくりに必要かと思います。

八坂神社の裏に史跡があるのをみつけまし

た。他にもあるかと思いますが、集めて回っ

て見ても良いかと思います。

既存 ○

48 歴史文化八坂神社（小野崎） 八坂神社

地域の祭りがある

境内が小野川の水源（もう一つは洞峰公園

内と言われる）

既存

49 歴史文化鹿島神社 鹿島神社 既存

50 歴史文化

辻橋・神橋・八千代

橋

辻橋・神橋・八千代橋

蓮沼川にかかる橋（近くに神田遺跡があっ

た）

既存

51 歴史文化苅間神田屋敷 苅間神田屋敷 中世の歴史ある場所 既存

52 歴史文化苅間城 苅間城 中世の歴史ある場所 既存

53 歴史文化

おおわし神社（手代

木）

おおわし神社（手代

木）

地域の祭りがある。 既存

54 歴史文化小野崎城 小野崎城 中世の歴史ある場所 既存

55 歴史文化鹿島神社（西平塚） 鹿島神社（西平塚）

平将門を滅ぼした藤原秀郷と関係のある歴

史ある場所

既存
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56 センター 街全体清掃

定期的に街全体の清掃日を決めた清掃活

動を実施したい。

提案

57 センター 運動場 イーアス前

駅から徒歩圏内にグラウンド、テニスコート

等運動施設を誘致すれば文化的で健康的

な明るいイメージの街になりそう。

提案

58 センター スポーツ施設 イーアス北

つくば市の中核となるスポーツ施設（総合）

を建設し、健康的な生活をサポート

提案

59 センター イーアス イーアスつくば

大型ショッピングセンターとして、スーパー、

衣料品、雑貨、飲食店、映画館、キッズプレ

イスペースなど。

既存

60 センター 公園 地区公園 いろいろなイベントに使えそう 提案

61 センター 駅前公園 地区公園

この間、食のお祭りをやっていたが、（4/29）

ああいったイベントに活用できればと思いま

す。

提案

62 センター 駅前公園 地区公園 イベントに利用できる広場 既存

63 センター 街路樹 駅前

つくば駅でやっている光の森と同じイルミ

ネーションを駅前〜イーアスまですると上品

な街並みになりそう。

提案

64 センター ラポルタ 駅前

料理が美味しい。オープンカフェが駅前に

良い雰囲気をだしている。

既存

65 センター 駅前駐車場 駅前

多くの人が利用。駅周辺に高層マンション

が建つ中、広く開けていて貴重な土地。

隣の調整池の緑が綺麗。

駐車場としての利用をしばらく継続して欲し

い。もし駐車場でなくなるなら、図書館、公

民館、児童館など、駅近の利便性を考え、

公の施設を作って欲しい。

提案

66 センター 路上清掃 駅前

つくば市役所と書かれたぜっけんを付けた

方々が、朝の路上清掃をしている。

既存

67 センター ホテルベストランド 駅前

「ホテルベストランド」エステなどのリラクゼー

ションを受けられたり、会議室を利用しての

市民の憩いの場としての活用。

提案

68 センター お店情報 駅前 お寿司、イタリアン、和田屋のおいしいお店 既存

69 センター 北京老飯店 駅前

ロケーションのためかあまり知られていない

が、なかなか侮れない中華料理店。特にお

すすめは｢北京ダック」。ダックが丸ごと出て

くるお店はなかなかないと思う。誕生日や祝

い事にはもってこいかも。最後はそのダック

を使ったスープを出してくれる。４９８０円だ

が、大人数だと高くはないと思う。食べログ

などのクーポンをりようすれば１０００円引き

になる。

提案
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勉強会資料２

70 センター

つくば市役所（敷地

を含む）駅前公園、

研究学園駅

駅前

今後、つくばの顔として一体的に発展・活用

させていく必要があると思います。

市主催のイベント等は、できるだけこのエリ

アに持ってくるといいと思います。まずは、

つくば駅周辺は”つくばの商業の顔”とし

て。そして、あくまでつくば市の顔は本庁舎

のある研究学園駅周辺という認識のもと、行

政活動やイベントの中心軸を移していくとい

いかもしれません。

提案

71 センター 駅前道路 駅前

駅前の道路の歩道は、広く長さもあるので、

飲食関係の出店イベントなどは、駅前公園

を使わなくてもこの辺で手軽にできないかと

思います。

提案

72 センター 公民館 地区公園南

料理・体操、会議、いろんなことができる場

所。若者からお年寄りまで使用できるよう

に。

提案

73 新 JARI JARI

施設を自由には使えないけれど、車と人と

の関わりで、何か特色が出せればと思う。

提案

74 新 陣屋

（有）筑波ハム直売所

　つくば陣屋

ハム、野菜など種類が多い 既存

75 その他 朝のラジオ体操 地区公園

朝ラジオ体操しているグループがいたり、地

域の人に多く利用されている。

既存

76 その他 朝のラジオ体操 地区公園

毎朝、６時３０分　研究学園駅前公園でNHK

ラジオに合わせラジオ体操を実施中

健康増進活動の提供と、リタイア組に対する

交流の場作り

既存

77 その他 葛城小 葛城小学校 リサイクル活動（年２回）、葛城まつり 既存

78 その他 八坂神社祭り 八坂神社 ７月２２日夏祭り 既存

79 その他

おすすめのウォーキ

ング（ランニング）コー

ス

駅周辺・テーダ松周辺等

松が続いており、また整地されていてとても

いい感じです。

私のウォーキング（ランニング）コースです。

歩きやすくオススメです。のんびりできます。

既存

80 その他

５つの旧庁舎を研究者OBテーマ別梁山泊

に→つくば型産業のインキュベーション

提案

81 その他 ギャラリー彩花 小野崎 陶芸教室がある。 既存



【参考資料】・・・モニターから提供された地域資源写真

[No.4]　テーダ松並木写真

[No.27]　豊里ゆかりの森写真

[No.47]　八坂神社裏写真



H24.7.17

☆ 参加者属性

性別 男性 女性 合計

人数 7 8 15

【１】 勉強会について

今回の地域資源マップ作りはいかがでしたか？

合計 １）興味深かった ２）まあまあだった ３）つまらなかった

14

【２】 ワークショップについて

・今回は、ワークショップ形式で勉強会を進めましたが、

１）このようなワークショップにこれまで参加したことがありますか？

２）今回のワークショップで良かったところ、またもう少し工夫した方がいいところ

　などありましたらお書きください。

【３】 地域資源マップについて

今回のワークショップであげられた地域資源の中で、特に印象に残った場所、

提案や活動などがありましたら、お書きください。また、その理由もあれば

お書きください。

４）無記

２）参加したことがない

11

3

１）参加したことがある

10 3 0 1

｢みんなで始めるまち育て」 第2回 勉強会

・発表者のポイントがつかみづらかった。

・時間が適切で進行もよかった。

・とても有意義な意見が出たと思います。特に｢作る前に住民が参加して作り上げる」ということ

・コーディネーターさんがうまくリードしていただいた。とてもよかった。

・多くの人が気軽に話せてよかった。

・多くの意見を取り入れて、１つずつ実現していく計画をしていけば良いと思う。

（一気に多くのことができないので）

・いろいろな意見が聞けてよかった。

・これからの意見集約が課題。

・面白かった。

・せっかくこれだけの内容での話し合いなので、いかに多くの人に参加してもらえるか、募集の工夫を

して欲しい。

・新旧住民が一緒に話し合う場が出来たことは大変良かった。このままで終わらせず、今後もっと前進

していけたらと思った。

・話しながら、つくばを知るチャンスになったと思います。

・古い資源と、公園を結んだルートマップが明らかになってよかった。

・蓮沼川の緑地

・これから開発が進むこと自体が大きな資源

・駅前公園の利用、ラジオ体操の会から広がっているのが素晴らしいと思った。

この公園と古民家をこれから上手に活用していけたら。

・他からいらっしゃった人たちにとっては、地域のコミュニケーションとかいろいろとあるので、

そういうものができるとさらに関連して他のことも出来てくると思う。

・調整池の活用。水辺+土地活用

・道路の名前がない

・今回のような話し合いのあとは、どう公表、活動されていくのか興味があります。

・調整池の利用方法、家庭菜園にできる場所の利用法など新情報がありよかった。

・千本桜

アンケート 集計表



【４】 その他、勉強会へのご意見などございましたら、ご自由にお書きください。

・若い人たちの意見を反映させるために、若者を対象とした勉強会が必要と思う。いろいろな発想が

出て参考になると思う。

・駅前公園の古民家を集会所にして少しずつ行動を起こしていくのはどうか？若い人たちも誘ってみる。

・これからも積極的に参加していきたい。

・地元の方、元先生等が古い話しを聞かせてくださり、参考になった。これからも色々お聞きしたい

と思う。

・今後が楽しみ

・意見を集約して実現させて欲しい。

・次回が楽しみ

・なるべく多くの人に参加して欲しい。多方面（学生・学校・会社などからも）からの参加

・１０月、是非出席したいです。

・平日の昼間だと子育て世代、学生など若い世代の参加が難しいのでは？夜や休日も開催した方がいい。

・皆さん熱くて刺激されました。


