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１．西区・玉津のいいところ／おもしろいところ

（2020.09.17 プレたまりば会議）

・玉津はひとつ！

・玉津は農村というより都心部のイメージ

・子供が同じ学年だと児童館でママさんと交流ができて

友達が出来る

・牛舎がある、畑がある。自然と近いのが特徴。

・農家が近く、ご近所さんから野菜をもらえる

・明石に近い、釣りをしたい人には最適

・高速代は玉津インターで降りると不要なので友達を誘いやすい

・電話がかかってきたら「野菜をとりにきて」という

連絡かなと思うくらいの頻度で野菜をたくさんくれる

・ほどほどに栄えていて、自然もあって住みやすい

・スーパー、お店がたくさんある

・自然、山や川、田んぼがある

・団結している。いい人が多い

・高齢者も多いが、子どもも多い



１．西区・玉津のいいところ／おもしろいところ

（2020.12.03 たまりば活動）

・土地が広い（60代女性）

・緑が多い（60代女性）



１．西区・玉津のいいところ／おもしろいところ

※複数回答があったものはまとめています

18件：緑が多い／蛍がみれる／自然いっぱい

／明石川水系の自然が残る地域

12件：交通量が多い

6件：田舎

6件：明石にも神戸にも行けて便利／買い物に行きやすい

／住みやすい

6件：高齢者が多い

5件：ガラが悪い

5件：ガラが悪いと思われているが実はそうでない

4件：地域のひとが丁寧／人当たりのいい人たちが多い

／意外と怖くない

4件：交通やゴミなどのマナーが悪い

4件：衣料品店が少ない

4件：不便

3件：大昔から（古代人）が住んでいた／歴史・文化がある

3件：田舎と住宅が混在／新・旧が混在

3件：おいしいお店がある

（Web／紙アンケート ～玉津ってこんなところ～）



１．西区・玉津のいいところ／おもしろいところ

・バスの便が少ないので、車移動がほとんど

・平坦で山がない／坂道が少ない

・長寿会スポーツ部・Ｇゴルフ活動など盛んで元気

・自治活動が熱心

・近所の子供同士仲良し

・実は同級生の結婚が多い

・下町っぽさがあり、人々の距離が近い

・浅く広くお付き合いしている

・広いし貸し農園があって牧歌的

・西区の中心（昔は）

・年間通して気候がいい

・南は明石北は第二神明と町として広い

・公園がたくさんあってこどもたちにとってよい遊び場

・障害者センターがあり障害者の方が多く生活しているので、

声掛けしている方も多い

・坂道が多い街

・地元愛が強い

（Web／紙アンケート ～玉津ってこんなところ～）



２．皆さんが感じる西区の課題

（2020.09.17 プレたまりば会議）

・玉津はとにかく不便

・玉津は中途半端。玉津は明石？と誤解されている

神戸市としてのイメージが弱い

・長期の休み時期は、児童館の使用が学童の子優先となり、

専業主婦の交流の場がなくなる

・車がないと移動できない、でもバスは高い！

・道がいつもすごく混んでいる

・自動車を使っている人がタバコをポイ捨てしたり…

・玉津は怖いイメージがある。今はどうなのかわからない

（2020.11.12 たまりば活動）

・交通の便が不便

・１７５号線が混む

・１７５号線は運転していても大型車が多く、用事が

あっても来にくい

・雰囲気がよくない

・建物が古い



２．皆さんが感じる西区の課題

（2020.09.17 プレたまりば会議）

・川が多い

ポジティブに考えると？！

⇒自然がある、干ばつに強い

⇒ランニングコースに最適。

⇒（農家として）水が安心。パイプラインの水が、

神出や押部谷は制約があった中玉津は大丈夫だった。

⇒洪水の心配はあるため、庁舎を避難場所にしてほしい

⇒こどもが川遊びできる。大きい魚もいる。

⇒明石川水系に魚の外来種が増えている。

知ることで、環境を知ることでよいきっかけになる。

玉津第一小学校がアクアリウムで賞を取った。

・共働きが多い

ポジティブに考えてみると？！

⇒自立した子供たちが多いのではないか？

⇒新しく家を建てる人は若い人が多い、共働き。

（土日より平日にイベントをしたほうが良い）

⇒子ども会がなくなっている。親は土日には休みたい



２．皆さんが感じる西区の課題

（2020.09.17 プレたまりば会議）

・自治体がないところがある。

ポジティブに考えてみると？！

⇒共働き世帯にとっては、街のお世話をしなくて済むので

助かる。

・働き者が多い

ポジティブに考えてみると？！

⇒どこも多いだろうけど。

いろんな働き方をしている人が多いということは、

多様性がある。それは、玉津の特徴になる。

・文化が引き継げていない

ポジティブに考えてみると⁈

⇒玉津には、引き継ぐべき文化がある！



２．皆さんが感じる西区の課題

（2020.09.17 プレたまりば会議）

・高齢者も多いが、子どもも多い

ポジティブに考えてみると？！

⇒子どもと高齢者が交流できる場をつくれば良い

⇒場があれば、囲碁将棋がしたい

⇒高齢のひとがご飯を作ってこども食堂も

できるのではないか

⇒おじいちゃん、親、子を結ぶとどんどんつながる

文化の伝承ができる。今は離れ離れ。

共有できる時間があればつながっていく。

・所有者不明の土地が多い…

ポジティブに考えると？！

⇒空家バンクを利用できたら良さそう

⇒市街化地域の空家は、不動産屋の管轄というのもあり

アプローチできていない

⇒まだまだ西区には「余白がいっぱいある」



３．玉津・西区役所の周辺状況／課題

（Web／紙アンケート）

30件：国道側のため交通量が多い／信号待ちが多い

27件：出入りが不便/庁舎で入り口Ｒ１７５号より相互

出入りにしてほしい

13件：お茶やランチする場所がない／配達可能の飲食店が

少ない／近くでお茶をする場所がなく、さびれてきた

11件：不便／東西の移動が不便／バスが遠い／バスが不便／

様々なバリエーションの巡回バス

9件：道路が混む/渋滞

3件：バスで行きやすい

2件：庁舎南西の“さくら堤”“せせらぎの湧”明石川

河川敷の整備遊歩道が荒れ放題／歩道整備不足

2件：駐車場が狭い

2件：車で行きやすい



３．玉津・西区役所の周辺状況／課題

（Web／紙アンケート）

・西神より明石に行く人が多い

・清潔感にかける

・緑がない、木陰がない

・トイレに洋式が少ない／子どもが和式無理／

子どもが洗える高さの手洗い場

・だいたいの店があるので生活しやすい

・図書館や自習スペースがない

・郵便局や銀行がない

・マクドナルドがない

・建物が古い

・たこ焼き屋がない

・居酒屋がない

・おしゃれ感がない

・不満なし



19件：運動できる公園／区民公園／広場ではない公園が欲しい

／芝生、木陰/整備された公園

13件：大きなマーケット／スーパーマーケットがあったらいい

12件：プールやスポーツなど運動ができる場／老人を対象に

簡単な器具を使ったトレーニングルーム／体育館

9件：高齢者も子供もコミュニケーションが取れる場／

コミュニケーション広場

（健康体操教室・趣味教室・子育てサロン）

8件：図書館／持ち寄り図書館

7件：カフェ／レストラン／子どもと一緒に行けるカフェ

6件：こどもが雨の日でも遊べる場所／子連れで遊べる設備

（授乳室・おむつ替えなど）ある施設

5件：いろんな団体がマーケットを出せる場／

ワークショップなど

3件：川沿いの季節感ある風景／滝

3件：近くにポストが欲しい／郵便局

3件：ウォーキングコース／周遊コース／

サイクリングコースの起点（出発点・終点）

2件：警察派出所

2件：マクドナルド

４、西区役所にこんな場所があったらいいな（自由回答）

（Web／紙アンケート）



・地産地消を進める場

・ふるさと探訪コーナー

・世界と日本をつなぐ情報写真の常設コーナー

・明石川を利用して子供が自然とふれあえる環境

（川の危険も学べる）

・大型花壇（ボランティア）

・こども食堂

・相談窓口

・安い料金で多目的に使えるスペース

・防災スペース

・子どもが放課後遊べる場所

・漫画喫茶

・外国の方や言語にふれる場

・映画館

・勉強を見てくれる場

４、西区役所にこんな場所があったらいいな（自由回答）

（Web／紙アンケート）



４、西区役所にこんな場所があったらいいな（自由回答）

（2020.11.12 たまりば活動）

・イオンモール

・子どもの物も大人の物も食料品も衣料品も一か所で

すべて完結できる複合施設

・緑あふれる憩いの場

・スポーツジム・ヨガ・太極拳など先生に教わる健康教室

・保育所

・何が入るとしても安値であること

・無料送迎バス

・道路を整備して「混む」「出入りがしにくい」

「大型車が多い」「雰囲気が悪い」を解決してほしい

・近くに図書館があっても、ここの図書館に来たくなる

ような図書館（世界の図書館のような）

・オシャレさ

・時間を気にせず長々といれるカフェ

・しあわせの村のような場所

・西神に図書館があるから図書館はいらない

・西神がきれいになるからここにはたぶん来ない

・西神の方が車でも行きやすい

・図書館だけあっても子どもを連れてわざわざここに来ない

・コロナなので児童館も今はいかない



４、西区役所にこんな場所があったらいいな（自由回答）

（2020.12.03 たまりば活動）

・カフェスペース（60代 女性）

・パンや野菜などの販売（60代 女性）



こんな場所があったらいいな〜カフェ編

（2020.10.22 たまりば会議）

・福祉関連情報コーナー

（理由：行政ではない場所に欲しいから）

・福祉バザーができるスペース

（理由：機会や場を増やしてほしいから）

・誰でも来られる場所

（理由：ボーダレスに集える場がないから）

・調理できる設備

（理由：人が和む場になるから）

・障害者が運営するカフェ

（理由：手続きに来る人たちに障害者の就労姿を

見てもらえるから）

・地域産の野菜が買える場所

（理由：あまりないから）

・障害者スポーツ教室

（理由：あまりないから）

・福祉機器の展示場

（理由：あまりないから）



こんな場所があったらいいな〜カフェ編

（2020.10.22 たまりば会議）

・スポーツジム

（理由：高齢者、障害者も利用可能な安価な

ものが欲しいから／コロナ太りを解消したいから）

・よろず的相談窓口

（理由：たらいまわしになることが多いから）

・サロン／居場所

（理由：同じ悩みを持つ人同士の交流が欲しいから）

・社会福祉協議会

（理由：中心になって機能してほしいから）

・障害者団体の事務局

（理由：横のつながりがあればいいと思うから）



こんな場所があったらいいな〜カフェ編

（2020.11.26 たまりば会議）

・子どもが騒いでも怒られない喫茶だと嬉しい

・長く居座れる喫茶だと嬉しい

・図書館が合体していると嬉しい

（理由：飲み物を飲みながら本を読めたらいいと考えるため）

・障がい者が描いた絵がかざっている（スタバのように）

・つねに珈琲のいい香りがしている

・テーブルに電源を付けてほしい

（理由：PCを使う際、便利にしてほしいから）

・WIFIフリー

・手作りのお菓子

・カウンターとテーブル席、どちらもある

（理由：一人でもグループでも利用できるようにしたいから）

・調理設備は共用にしたい

・ユニバーサルデザインの設備

・外国人の人も利用できるメニュー



こんな場所があったらいいな〜カフェ編

（2020.12.3 たまりば活動）

・ワンコインで飲食出来たらうれしい。（50代 男性）

・内容は何でもうれしい。（80代 女性）

・孫と一緒にゆっくりしたい。（70代 女性）

・カフェスペース（60代 女性）

・パン／野菜などの販売。（60代 女性）



６、こんな場所があったらいいな〜図書室編〜

（2020.10.22 たまりば会議）

・学習室、工作教室、音楽室

（理由：家では大きい音が出せないため、近くで音楽できる

場所が欲しいから／子ども同士で安心できるから／

共働きだと子どもの居場所があった方が安心するから）

・囲碁将棋教室

（理由：高齢者と子どもたちの交流の場が欲しいから）

・スマホ利用教室

（理由：高齢者と子どもたちの交流の場が欲しいから）

・地域の歴史伝承の機会

（理由：歴史、方言を残したいから／高齢者が子どもに

教えることを学習室でできると思うから）



６、こんな場所があったらいいな〜図書室編〜

（2020.11.26 たまりば会議）

・蔵書を多くしてほしい

（理由：貸し出しが現在西神、明石しかないため）

・静かに”くつろいで”図書できるスペース

・キッズコーナーとの隣接はいや

（理由：静かにゆっくりと本を読みたいため）

・目指すは明石駅の図書館

（理由：お茶を飲み、くつろぎながら本を読みたいから）

・雰囲気、環境を充実してほしい

・郷土の歴史の本、資料

（理由：日本の歴史・世界の歴史は学校で学ぶが、

郷土の歴史を学ぶ場が少ないから）

・幅広い本の種類をそろえて多くの世代が利用できるように

してほしい

・いろんなジャンルの本が欲しい



６、こんな場所があったらいいな〜図書室編〜

（2020.11.26 たまりば会議）

・幅広い年齢の方の学習・生涯学習

（理由：学習のイメージを若年層に絞るのはもったいない

と考えたため）

・すべての年齢の来られる場所・障害者・高齢者・幼児等が

ふらっと行ける場所

・地域の歴史が知りたい

（理由：新しく入ってきた世代の方は知らないことが多い

と思うから）

・地域の風習・方言などを残したい

（理由：同上）

・歴史書作成する

・図書コーナーを設ける

・音楽演奏コーナー

・防音室の設置

・音楽室、各種楽器の指導

・防災に関する学習

（理由：生涯学習の一環になると考えるから）

・スマホ利用教室（操作の指導・高齢者向け）

・セミナーの実施（オンライン学習・自習）

・子育て、暮らしの相談ができる窓口

（理由：相談を目的にしたわけではないが、場所があるなら、、

という位気軽に相談できる窓口があったらいい）



６、こんな場所があったらいいな〜図書室編〜

（2020.12.3 たまりば活動）

・座る椅子にこだわってほしい。（50代 男性）

・目が見えにくいから図書館いらない。（80代 女性）

・障害についての学習教室をしてほしい。（50代 男性）

・先生みたいな人が１人いて、分からないことが聞けると

いい。（30代 女性）

・若い人にお任せしたい（80代 女性）



７、こんな場所があったらいいな〜キッズコーナー編

（2020.10.22 たまりば会議）

・コミュニケーションの場

（理由：児童館がいっぱいで行くところがないから）

・勉強以外を教えてもらえる場所

（理由：昔ながらの遊び、野菜を子ども達に知って

もらいたいから）

・子育て相談ができる場

（理由：相談窓口が欲しいから）



７、こんな場所があったらいいな〜キッズコーナー編

（2020.11.26 たまりば会議）

・食育（野菜・ドライフラワー）図鑑、写真

（理由：育てた野菜の扱いをカフェ運営と関連付けて、

職業体験もできる)

・野菜を通して、生き物の勉強ができる仕組み

・夏祭り・季節行事 クリスマスツリー、七夕行事

・救命救急の講座（小児）AEDの使い方

（理由：今は資格取得に明石まで行く必要があるから）

・絵本の読み聞かせ

・将棋遊び

（理由：高齢者の利用も可能にすることで、伝統的な遊びの

伝承にもつながると考えたから）

・木育（自然素材の玩具）

（理由：口に入っても安心なものがいいと考えたから）

・お店屋さんごっこができる場 プチキッザニア

・服や靴のリサイクル・フリー交換会、体操服

・ママが交流・参加しやすい場（３歳まで）



７、こんな場所があったらいいな〜キッズコーナー編

（2020.12.3 たまりば活動）

・親の目の届くところで、母もゆっくり見守れるところ。

（50代 男性）

・雨の日にも子どもが来やすいところ。（70代 女性）



８、こんな場所があったらいいな〜多目的室編

（2020.10.22 たまりば会議）

・親子で木工教室

（理由：幅広い年齢層で交流を深めていきたいから）

・地元野菜の販売、マルシェ

（理由：あまりないから）

・地域どうしの交流の場

（理由：地域ごとにはあるが町全体ではないから）

・伝統芸能を体験できる場

（理由：玉津は伝統芸能の活発さがないように感じるので、

ここで集約して盛り上げたいから）



８、こんな場所があったらいいな〜多目的室編

（2020.11.26 たまりば会議）

・ダンスができる鏡張り・音響

（理由：高齢の方の脳トレにも良いと思ったから）

・年に一回４ふれ（※ふれあいのまちづくり協議会）

情報交流会をホールでする

（理由：地域課題解決の促進になると考えるから）

・玉津版「新春の集い」をひらく

・地域の「まつり」の情報発信（秋祭りなど）

・ホールを使って老人会・市民・学生の芸術作品発表会

・多目的ホール忘年会・新年会

・西区の伝統文化の発表の場

・玉津地区「文化祭」の開催

・地域（玉津地区）の農産物の販売

（理由：西区玉津には農家の方が多いため）

・玉津地域の農家さんの生産品のフリーマーケット（週一回）

（理由：同上）

・連合婦人会のたまりばづくり

・地域団体（玉津地区）は無料で貸出

・玉津の消防団の活動報告会を開催

（理由：活動について知ってもらう場にできると考えたため）

・ラジオ体操教室を夏休み前に開く



９、こんな場所があったらいいな〜会議室編〜

（2020.11.26 たまりば会議）

・メディア学習会の開催

・区選出市会議員を呼んで学習会

・ペーパレス会議ができるモニター・プロジェクター・WIFI

・月１回講演会講師無料（地域の方で）IT～子育て～終活

・防災勉強会



９、こんな場所があったらいいな〜会議室編〜

（2020.12.3 たまりば活動）

・みんながフリーで使える卓球台が欲しい。（50代 男性）

・座るところは必須。（80代 女性）



５．たまりば会議に参加した方のお声

（2020.09.17 プレたまりば会議）

・たまりば会議開始前に帰ってしまった人がもったいない…

・はじめから宝さんの話が聞きたかった

・こういう会議をずっとやってほしかった

・このプレたまりば会議の内容をみんなに伝えたい

・プレたまりば会議で若者と話せて嬉しい

・それぞれの立場から課題をだして、話し合える場だった



６．たまりば活動へのお声

（2020.12.3 たまりば活動）

・区役所にきてこんなのやってると思わなかった。楽しい

（30代 女性）

・区役所の待ち時間にこういうのが見れてよい。

（70代 女性）

・楽しそうにみんなが集まっていいね。（60代 女性）

・若い人が頑張ってて良い。（80代 女性）

・西区で活動しているもの同士が繋がれて助け合える。

・毎週木曜日が楽しみになっています。（40代 女性）

・もっと地元の野菜をたくさん販売してほしい。

（40代 女性）



７．西区で活動されている方の直接インタビュー

No.1 明石在住女子

・明石市にママが集まっているのは、明石市の０円制作が

あるからじゃないかな。

・明石で仕事するより、神戸にでたほうがかっこいい。

・こんなスペースがあったらママが集まりそう

・ベビーカーOK
・飲食持ち込みOK
・長時間滞在できる
・周りの目を気にしなくてOK
・キッズコーナーがある
・ある程度自由
・オムツ替えシート付きトイレ
・写真映え&お洒落
・駐車場が大きい

・子育てがしやすい街で起業できたら最高！

子どもを連れて行けるワークスペースがあったらいきます。
仕事もいただけたらもっと最高！



No.2 岩岡在住女子３人組

・西区役所へは車でしかいけない

子ども連れ世代をターゲットにするしかないのでは？

・キッザニアとか子どもが体験できるものとかできたら

嬉しい！職業体験系、ボーネルンド系が良いと思う！

でも中途半端なものだと行こう！という気持ちに

ならないので、しっかり民間企業が全部まるっと運営して

くれていたほうが安心して遊びにいけます。

７．西区で活動されている方の直接インタビュー



No.3 地元が岩岡３０才女性からの意見

・地主と外からきた人たちの課題だと想う視点が全然違う

・西区っておもしろいことやっている人が少ないイメージ

→おもしろい「人」押しで発掘していく方法ってとても

良いかも

・待機児童が明石市が全国ワースト２位

・空き家マッチングサービス（貸したい人と借りたい人）

・農業体験ができる基地・農業インターン

・でも農業ができるのは自給力or馬力がある人

・ファーマーズマーケットの人達って西区多いし魅力的！

・岩岡って他宗教から寄せ集め、昔はお金がなかった。

・玉津とか神出は川があったから昔から自給自足ができて、

財力もあったけど、岩岡は池しかなくて財力がなかった。

土地の文化をしっていくことも大事かも。

７．西区で活動されている方の直接インタビュー



No.3 岩岡在住女子グループ

・アーティストレジデンスのように、西区のアーティスト

さんたちに集まってもらい、個展ぽくするものあり

・資金面があってしっかりしている民間の企業に保育園を

してもらうのはかなりあり！

・ぶどう狩り、梨狩りは今年も大人気！

・かんでかんではとてもプロデュースが上手。

たまつたまつ版もあり。

農業を継続することが課題になっていて、その理由は２つ

①農業への理解と根性

②外からきた人を受け入れる内側の人の準備

解決方法として、

第三者のマッチングサービスが必要。

すでに世の中にある何かサービスをもってきてほしい

『また戻ってきたい』そう想う街に

７．西区で活動されている方の直接インタビュー



No.4 大皿さん

農業の玄関窓口になるような場所、農業について学んで体験できる

ような場にすると良いのでは。

全国的にみても、神戸市西区は農業をおこなうのに魅力的な場所。

最近農村スタートアップは問い合わせが多くなってきて、

インターン生も増えてきている。

西区にも、分野問わず活動的な人がつながるコミュニティがあれば

嬉しい。

７．西区で活動されている方の直接インタビュー



８．たまりばプロジェクトで集まったお声まとめ

地産地消を大切にできる

＆楽しめる＆PRできる場所

・地産地消を進める場が欲しい

・地域産の野菜が買える場所

・農家が近く、ご近所さんから野菜をもらえる

・電話がかかってきたら「野菜をとりにきて」という連絡かな

と思うくらいの頻度で西区の方々は野菜をたくさんくれる

・ファーマーズマーケットの人達って西区多いし魅力的！

・西区の有機農家さんのチーム（bioクリエイターさん達）が

魅力的だから、「農家さん達の秘密基地」のような作業場所

を見たり体験できたりする場があればいい

・農業体験ができる基地・農業インターンをやりたい

・農村スタートアップは問い合わせが多くなってきているので、

若者にとっても良い機会になりそう

・地元を楽しめるスーパーマーケット

・地元の野菜は街にでないと買えないので、近くで買えたら

嬉しい



８．たまりばプロジェクトで集まったお声まとめ

幅広い世代の方が

静かにゆっくりできる場所

・長く居座れる喫茶だと嬉しい

・飲み物を飲みながら本を読めたらいいから図書館が

合体していると嬉しい

・障がい者が描いた絵がかざっている（スタバのように）

・つねに珈琲のいい香りがしている

・ PCを使う際便利にしてほしいからテーブルに電源を

付けてほしい

・WIFIフリー

・ユニバーサルデザインの設備

・孫と一緒にゆっくりしたい



８．たまりばプロジェクトで集まったお声総括

つながりが生まれる場や機会

・外国人の人も利用できるメニューにして、交流したい

・家では大きい音が出せないため、近くで音楽ができる場所

が欲しいから、音楽室が欲しい

・共働きだと子どもの居場所があった方が安心するから

学習室などが欲しい

・子ども同士だと安心して遊ばせることができるから

工作教室が欲しい

・高齢者と子どもたちの交流の場が欲しいから囲碁将棋教室

やスマホ利用教室があればいいなぁ

・歴史、方言を残したいから地域の歴史伝承の機会が

あればいい

・調理設備は共用にしてコミュニケーションがとれるように

したい

・高齢者も子供もコミュニケーションが取れる場がほしい

・お茶やランチする場所がない

・安い料金で多目的に使えるスペースがほしい

・行政ではない場所に福祉関連情報コーナーが欲しい

・福祉バザーができるスペース

・社会福祉協議会を中心になって機能してほしい

・障害者団体の事務局



８．たまりばプロジェクトで集まったお声総括

地元を知られるオシャレな場所

・地域の歴史伝承の機会がない

・日本の歴史・世界の歴史は学校で学ぶが、

郷土の歴史を学ぶ場が少ないから郷土の歴史の本、資料

・幅広い本の種類をそろえて多くの世代が利用できるように

してほしい

・いろんなジャンルの本が欲しい

・ふるさと探訪コーナー

・世界と日本をつなぐ情報写真の常設コーナー

・図書館／持ち寄り図書館

・近くに図書館があっても、ここの図書館に来たくなる

ような図書館がほしい（世界の図書館のような）



８．たまりばプロジェクトで集まったお声総括

子どもも安心して遊べる場所

・子どもが放課後遊べる場所

・雨の日でも子供が遊べる場が玉津近辺にはない

・長期の休み時期は、児童館の使用が学童の子優先となり、

専業主婦の交流の場がなくなる

・児童館がいっぱいで行くところがないからコミュニ

ケーションの場が欲しい

・子どもが騒いでも怒られない喫茶だと嬉しい

・育てた野菜の扱いをカフェ運営と関連付けて職業体験も

できるし、野菜づくりを通して生き物の勉強ができる

仕組みが欲しい

・絵本の読み聞かせをしてほしい

・口に入っても安心なものがいいし、自然素材の玩具がいい

・お店屋さんごっこができる場（プチキッザニアが理想！）

・親の目の届くところで、母もゆっくり見守れるところ

・キッザニアとか子どもが体験できるものとかできたら

嬉しい！職業体験系、ボーネルンド系が良いと思う！

でも中途半端なものだと行こう！という気持ちに

ならないので、しっかり民間企業が全部まるっと運営して

くれていたほうが安心して遊びにいけます



８．たまりばプロジェクトで集まったお声まとめ

映える屋上

・ラジオ体操が自由にできる場所がほしい

・気軽にBBQが出来るようなスペースがあればいいな

・野菜を栽培できたら良さそう

・屋上でプランター栽培ができたらよさそう

・ちょっとカフェができるようなテラスが欲しい


