
かさま

ともべ

いわま

TEL.0296-72-5046

TEL.0296-78-1200

TEL.0299-45-2082

@kasama_klib

@tomobe_klib

@iwama_klib

書籍・CD
DVD

と しょ かん

順位 資源 順位 資源
11 桜（公園、並木道、学校等） 12 茨城県陶芸美術館
13 笠間日動美術館 14 愛宕神社
15 筑波海軍航空隊記念館 16 稲田みかげ石（石切山脈）
17 佐白山 18 流鏑馬
19 西念寺 20 八重の藤・大藤
21 春風萬里荘 22 佐白山ろく公園
23 あたご天狗の森公園 23 笠間城跡
25 ホタル（駒場･南指原地区等） 26 あたご天狗の森スカイロッジ
27 吾国山 27 常陸国出雲大社
27 愛宕山の天狗伝説 30 合気道

まちづくりナビ
笠間のいな吉®
笠間特別観光大使

【問い合わせ】都市計画課（内線 586）

　今回は、「景観計画」策定に向けて昨年度実施した「笠間市の景観に関するアンケート」の
結果の一部をご報告します。アンケートにご協力いただいた皆様、ありがとうございました。

「感じる」「やや感じる」
という意見が回答者の
6 割近くを占めていま
す。
一方で、「あまり感じな
い」「感じない」という
意見も多くなっていま
す。

調査結果（設問の中から一部抜粋してご紹介します。）

調査結果は、笠間市の景観まちづくりの方向性や重点地区候補地の
選定などに活用し、笠間市景観計画の策定を進めてまいります。

調査に関する基本事項
■調査対象者：18歳以上の笠間市居住者のうち、住民基本台帳から無作為に抽出した1,200名
■調 査 期 間：2018年11月17日(土)～2018年12月31日(月)
■回　答　数：306人　　■回　収　率：25.5％

第５回 景観アンケート
の結果だよ

結果の詳細は市のホームページで
お知らせするね

次号は、立地適正化計画におけるまちづくりの方針等についてお知らせします。

本市の景観は魅力的だと感じますか？

感じる
49人

あまり
感じない
85人

感じない
22人
感じない
22人

無回答
20人
無回答
20人

やや感じる
130人
やや感じる
130人

季節の花々や神社仏
閣など、本市の自然
や歴史に関する景観
を重視する声が多く
なっています。
一方で、観光地や都
市の活気や賑わいの
ある景観を重視する
声も多くなっていま
す。

今後、どのような景観を特に重要な景観として
守り育てていくべきだと思いますか？（複数回答）

0人0人 100人100人 200人200人

自然や歴史的資源だけでなく、知名度の高いものや、イ
ベントが上位に選ばれています。

本市の地域性や良さを感じるもの、
大切にしたいものは何ですか？（複数回答）

回答者数上位10位までの地域資源

回答者数11位～30位までの地域資源

0人0人 100人100人 200人200人 300人300人

景観面に加えて、賑
わいや安全性の低下
などの要因となる項
目が上位になってい
ます。

景観まちづくりを推進する上で、本市の景観を損ねている
と感じるのはどのようなものですか？（複数回答）

0人0人 40人40人 80人80人 120人120人
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各館の行事予定

おはなし会（０～３歳向け／午前１１時～１１時２０分）
8 月 2 日（金）『ちいさなふね』ほか
8 月16 日（金）『カレーライスのうた』ほか

おはなし会（４歳～小学生向け／午後２時～）
8 月 4 日（日）『おじさんのかさ』ほか〈たんぽぽ〉
8 月11日（日）『いちにちおもちゃ』ほか〈語り部の会〉
8 月18 日（日）『おばけのてんぷら』ほか〈アイ アイ〉
8 月 25 日（日）『ひまわりさん』ほか
 〈箱田エプロン・ママーズ〉

上映会（午後２時～）
8 月17 日（土）『猫侍　玉之丞ときどき春馬』（53 分）

ギャラリー
7 月 26 日（金）～ 8 月 28 日（水）
　「ちぎり絵展」和紙ちぎり絵

おはなし会（０～３歳向け／午前１１時～）
8 月1日（木）『ぐらぐらたん』ほか
8 月15 日（木）『おばきゃー！』ほか

ギャラリー
7 月 23 日（火）～ 8 月 4 日（日）
　「写真展示」春秋写心クラブ
8 月 6 日（火）～ 8 月18 日（日）
　「写真・資料展示」友部平和の会
8 月 20 日（火）～ 9 月1日（日）
　「写真展示」茨城自然写真の会

おはなし会（０～３歳向け／午前１１時３０分～正午）
8 月 8 日（木）『ちゃぷちゃぷ』ほか
 ＊場所：岩間子育て支援センター くりのこ
おはなし会（４歳～小学生向け／午後２時～２時３０分）
●日曜おはなし会
　8 月 4 日（日）『コンビニエンス・ドロンパ』ほか
●おはなしのとびら
　8 月10 日（土）『ぼくのなまえはダメ !』ほか
　　　　　　　　　　　　　　　　　 〈めだかクラブ〉
　8 月 24 日（土）来てのおたのしみ！〈めだかクラブ〉
映画上映会
　8 月 25 日（日）
　子ども向け　午前10 時～　「ふしぎの国のアリス」（75分）
　大人向け　午後 2 時～　「父の詫び状」（90 分）

化石のレプリカを作ろう！　昔の生き物について考えよう
【日　　時】８月１０日（土）午前10 時～正午
【定　　員】小中学生 30 名（先着順）　　【参加費】１００円
【先　　生】小

こ
池
いけ

 渉
わたる

先生（茨城県自然博物館教育課長）
【申込期間】７月19 日（金）午前９時～
【申込方法】笠間図書館窓口か電話
おもしろ理科実験
　身近な材料で安全に電気パンを作ったり、その他様々な
実験を行います。

【日　　時】８月２４日（土）午前 10 時～正午
【定　　員】幼児・小学生２０名（先着順）
　　　　　 ※小学３年生までは保護者同伴でお願いします

【参 加 費】100 円　　【先生】荒
あら

巻
まき

 英
ひで

栄
よし

先生
【申込期間】７月 30 日（火）午前９時～
【申込方法】笠間図書館窓口か電話

読書感想文課題図書の
貸し出しが始まります！

　茨城新聞小学生読書感想文コンクール、青少年読書
感想文全国コンクールの課題図書の貸し出しを行って
います。下記の期間中は、貸出・予約に制限があります。

【貸 出 期 間】７月２日（火）～８月２４日（土）
【予約・貸出】１人２冊まで
【貸 出 期 間】１週間
※延長（続けて借りること）はできません。

夏休みは図書館クイズに
挑戦しよう！！

　夏休み期間中、図書館の本を使ったクイズラリーを
行います。パーフェクトを達成した方には、各館工夫
を凝らした特典をご用意しています。対象：小学生

◉笠間図書館クイズラリー
　【期間】７月 26 日（金）～８月 18 日（日）
　※答え合わせは８月 31 日（土）まで

◉友部図書館としょかんまほうがっこう
　【期間】７月 25 日（木）～８月 12 日（月）

◉岩間図書館クイズでビンゴ！
　【期間】７月 26 日（金）～９月１日（日）
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