
作品
番号

意見・文案 説　　明

1
今のまま、今よりもっと、きれいな町にしよ
う。

2
・自然を守り、緑豊かな市にする。
・伝統を守り、よりよい文化をきずき上げる。
・勉学にはげみ、未来へとつなげていく。

3

私たちの住む香取市は、利根川や里山、水
田などの豊かな自然に囲まれたまちです。
・身の守りの自然を大切にしましょう。
・伝統を守り、次の世代へ受けついでいきま
しょう。
・市民みんなが助け合いましょう

4 みんな仲良く元気に！ みんな元気に生きる。

5
１．みんなで助け合い、住みやすい町づく
り。
２．自然を守り、美しい町づくり。

１．みんなで協力することが大切
２．ポイ捨てをしない。

6 運動施設（屋内）を増やす。
雨の日でもテニスが出きる施設が欲しい。
今あるテニスコートに屋根をつける。

7

・共に助け合い楽しい町を作りましょう。
・皆があたたかくあいさつしあえるようにしよ
う
・佐原の文化を守り観光客をあたたかくむか
えよう。

・どんなことも一緒に助け合い、みんなが笑
いあえる町をつくること
・誰とあっても、しっかりとあいさつしあえる
町をつくること
・ＣＭなどで使われる小野川や昔ながらの
建物をしっかり守ること。

8 香取の歴史ある風景を残していきましょう 歴史はとても大切なものだから
9 商業が盛んなまちにしてほしい

10
・歴史を知り、伝統をつなげる町づくりをす
る。

・古い町並みや伊能家などの歴史ある建物
や祭りなどの昔からの伝統文化があるた
め、それを未来へつなげていけるといいな
と思い案を考えました。
・小中学校で歴史等を調べたりすることが
あるので、それをきっかけに佐原をよく知
り、市の良いところを知ることができるとい
いなと思い案を考えました。

11
1．明るく楽しく過ごしましょう。
２．きれいな町をつくりましょう。

12
１．いつまでも古い町並みを残そう。
２．明るく楽しい町づくりをしよう。

1．他の県ではめずらしい、江戸の古い町並
みがあるので残し続けることにより、活性化
につながる。
２．香取市民の人だけでなく他県から香取
に来てくれた際、「いい場所だ」と言われる
ような町にするため。

13
１．元気で明るいあいさつ。
２．思いやりの心を。
３．自然やまちを大切に。

14
「香取市の伝統文化を大切にし、明るい町
を目指そう。」

・香取市の伝統文化（佐原の大祭など）の
楽しさを参加している人だけではなく、参加
していない人もすごく楽しめるような町を目
指したい。

15
明るい笑顔、明るいあいさつ　こころ豊かに
なる町を目指そう！

観光名所が多い佐原は、他の地区からたく
さんの観光客が訪れます。その時に、明る
い笑顔をかかさず、明るいあいさつをすれ
ば、町も明るく豊かになるし、「ここはとても
いい所だった」と、お客さんがまた来たいと
思ってくれると思います。なので、私は、こ
れがいいです。

香取市「市民憲章」全応募意見・文案

1



作品
番号

意見・文案 説　　明

16
香取市市民憲章
１、心と自然を美しくしましょう。

環境だけでなく、そこに住む人々の心を美し
く豊かにして欲しいという願い。

17
香取市民憲章
・友愛・慈愛・博愛を知る市民になりましょう
・平和を象徴とした町づくりをしましょう

・いつくしみ、平等で、お互いを愛すことがで
きる市民の一人になろうという願い。
・平和で過ごしやすい町を目指そうという願
い

18
活気のある佐原にしましょう
まちなかのトイレをつくる

活気・・・生き生きした元気のある佐原を出
していく　　祭りとか？

19 観光地をもっと目立たせた方が良いと思う

20 伝統を守り続けよう
佐原の祭りを未来に続くように市民で守る
祭りに参加できるように祭り期間学校を休
みする。　とにかく祭り！！

21
水田や畑へのゴミを捨てたり、タバコのポイ
捨ても禁止し、自然や公共の場を大切にし
よう

私はよくゴミが普通に捨てられるのを見る
ので、このまま続けたら汚くなっていくと思っ
たので、この意見を書きました。

22 住みよい町をつくる
・伝統を守り続ける。
・地域のシンボルであるサクラやアヤメを大
切にする。

23 ポイ捨てをなくす。

・道路にごみがおちていることが多いと思っ
たので、ポイ捨てをなくして、きれいなまち
づくりをしよう。
・ごみはごみ箱にきちんと捨てる。

24 そうだ　香取行こう 某鉄道会社より（参考）

25 自然を大切にしましょう
　このごろ、ゴミが落ちているのをよく見か
けるので、ちゃんとごみ箱へ捨てるように心
がけましょう

26

自然を汚さず、よりよい環境づくり
協力し合い、住みやすい市へ
個々の意見を尊重し合い、快く暮らせる市
へ

市民全員が、快く暮らせる香取市になること
を願って考えました。

27
１．お年寄りや幼児等、さまざまな年齢の人
が暮らしやすくかついきいきと健康的に暮ら
せる市を作る。

28

調和のとれたより良い市をつくるために、こ
こに市民憲章を定めます。
１．自然を守り、森林の保護につとめましょ
う。
１．地域のために、自ら働きましょう。
１．積極的に地域の行事に参加し、伝統を
受け継いでいきましょう。

29 お互いの違いを認め合い支え合おう。

30 愛をもって愛を制す
つまり、みなさん毎日ハートフルに生活しま
しょう

31
その１．自然を愛せよ
その２．歴史を大切にしましょう

32 もっと古い町並みらしくしてみては？

佐原の誇りでもある古い町並みを、もっと本
物のようにするため、電柱を地中に埋めて
みたり、ＰＲを広げたりして、全国に名を広
がりやすくする。

33
伝統を守り、かつ地域の発展したしたまちを
つくりましょう

34 ポイ捨て禁止 環境問題に取り組む

35
小野川沿いの古い町並みを良くするために
電線を地中に埋める

地中に電線を埋めれば、佐原の風情ある
町並みを保つことができると思います
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作品
番号

意見・文案 説　　明

36
・駅前の店をもっと明るく楽しい店にしよう。
・学校帰りに行きたくなるような場所にしよう

佐原を活気づけるためには、まずは駅前を
変えなければならない。そして学生が多くな
れば、どんどん行き来が多くなり、景気が良
くなると思ったからです。また、このままの
駅前の状態じゃいけないと思います。やっ
ていない店などもあり、暗いイメージがある
と思います。

37 伝統ある文化を守っていく
佐原には、祭りや古い町並みが今でも大切
にされている。そのような伝統ある文化をこ
れからも守り続けていく必要があるから。

38
一人一人がほがらかな香取市
心の思い　明る　つながる香取市

39

題名「きれいな、まちにしましょう」
（１）空き缶やたばこの吸いがらのポイステ
はやめましょう
（２）犬のふんを放置しないでください。

40
無関心は罪、郷土愛は誉れ、ひとりひとりが
香取市民としての誇りを持とう。

41
心やさしい香取市民でいたい。犬、ねこを捨
てるのをやめて！

佐原に引っ越したばかりですが、あまりに捨
て犬、捨て猫の多さにびっくりです。市も手
術代の費用を安く出来るようにお願いしま
す。東京は今、地区ごとに実施しているとこ
ろが多いです。

42
豊かな水と緑を守り、調和と絆をはぐくむ安
心な市民生活。

緑は水によって、絆は和によって相方両立
するので、この憲章を立案しました。

43

古き町並みと伝統の文化を大切にする　親
切で明るい雰囲気の町にしよう。
独り独りが町の歴史文化を考えて生きよう。
観光客に佐原の文化を理解していただける
老幼男女にわかり易いパンフレットを作ろ
う。

44 それぞれの人との出会いを大切にしよう。

登下校の児童生徒、一般人の出勤時、買
い物散歩などの出会いに言葉をかけ合うこ
とは気分の和らぎ、思いやり、親しみの挨
拶は、連帯感を高め希望や生き抜く心、
人々に対する思いやり、父母兄弟姉妹との
和の心を深め、千葉県民として広くは日本
人の心をも高めていくのではないでしょう
か。

45

私達は自然と産業が調和した香取市を愛
し、心豊かに暮せる市をめざし憲章を制定
する。
１．自然を大切にし、水と緑の美しい町を造
る　　　　　　　　　　　　　２．皆で助け合い安
心して暮せる町を造る
３．ともに働き豊な活力のある町を造る
４．スポーツに参加し、健康な町を造る
５．教養を深め、自ら磨き他に誇れる町を造
る
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作品
番号

意見・文案 説　　明

46

香取市は田園都市を目指したら良いと思い
ます。　　　　　都市の機能（区事務所や警察
や消防署や病院）利便性が一番。あとは、
スーパーや小売店。農業が基本。畑やたん
ぼ。あと国定公園を生かしての観光。城山
公園や黒部川。老齢になっても安心な都
市。安心に伝わる治安の良い私たちの市

47

私たち香取市は緑と太陽と利根川の自然に
恵まれた歴史あるまちです。自然を愛し、伝
統を守り、調和のとれた住みよいまちをつく
りましょう。
１．自然を愛し美しいまちをつくりましょう
１．歴史を大切にし伝統を守り誇りあるまち
をつくりましょう
１．老人を敬い、子どもを愛し、人のふれあ
うまちをつくりましょう
１．創意工夫を持って明るいまちをつくりま
しょう
１．教養を高め、文化を高め豊かなまちをつ
くりましょう

48

緑と水で空気がきれいな町
歴史で情がつながれる町
予防で体と社会が健康な町
笑顔の会話で楽しい町

49

私は６７才です最近はお年寄りが淋しい思
いして独り暮らしの人が多いですが私もそ
の一人です。今迄家族の為だけに頑張って
夫が亡くなり先のことを考えると希望が持て
ません。お年寄りの集う会とか有ったらいい
なと思います。昔のような活気のある街がも
う一度みたい。地域の人たちで何とかしなく
ちゃ。観光客が簡単に食事が出来て簡単に
お茶が出来る場所を市が作ればいいのに。
あいている家を閉めておかず借りて明るくな
るヨ

50

１．思いやりの気持ちを忘れません
１．自然と環境を大切にします
１．いつまでも健康で幸せの家庭を作ります
１．安全で平和な社会を作ります

これからもずっと、きれいで平和な香取市で
あってもらいたいから。

51

昔の町並み残すきれいな町で
限りない自然に感謝をささげ
今日を精一杯生き
お互いに誇りと責任をもち
明日を待つ
すると明るい明日が始まってゆく

今日は精一杯生きよう

52

水の町、かとり
夢と希望の溢れる町、かとり
心と心を結び合う町、かとり
大自然の町、かとり

水が多い町だから。将来性がある町、希望
に溢れかえっている町だから。
住んでいる人皆が仲良く過ごして、心と心
が結び合っているようだから。
香取は自然が多く、きれいな町だから。

4



作品
番号

意見・文案 説　　明

53

香取市民の希望

自然に恵まれ緑あふれる町
みんな仲良く、あいさつができる町
明るく元気に過ごせる町
自由に生き、世の物を大切にできる町
笑顔があふれる町
私たちは、このような町にしたいと考えます

明るく元気にあいさつができたらいいと思う
から。

54
助け合う町　かとり
自然に恵まれた町　かとり
水がきれいな町　かとり

助け合って生活しているから。
自然が多いから。
水がきれいだから。

55
のこそう　昔ながらの町
そして、自然、文化
活気あふれる香取の大祭

たんぼや木々などが多いから。
昔ながらの町並みや文化を永久にのこす。
祭りなどの行事で活気あふれさせる。

56
残そうよ　いつまでも
かわらない　田んぼみち

いなかだから。

57

私達 香取市民は一人ひとりが確かな志をも
ち、次のようなまちづくりを進めていくことを
誓います。
１．どこにも負けないGreen豊かな町かとり
１．どこにも負けないSmaile絶えない町かと
り

緑豊かな町、笑顔が絶えない町、活気あふ
れる町を誓った文章

58

豊かな自然
あふれる笑顔
活気ある町
水郷　香取市
その自然や文化を守るために
自然を愛し、文化を愛し、人を愛し、町を愛
していきます。

故郷をほこりに思い、この町がもっともっと
愛される町になるようにと思う気持ちを書き
ました。

59
残そう　香取のみどり
昔ながらの町並み
活気あふれる香取の大祭

田んぼが多く、祭りがすごく盛り上がるの
で。

60

残そう　香取の文化
みどりの自然
昔ながらの町並み
大祭の活気

香取には、古くからの町並みや田んぼが多
く、祭りも活気あふれているため。

61

私たちの暮らす香取市は、豊かな自然に恵
まれ、昔ながらの古い町並の伝統を受け継
いでいる香取市です。私は香取をこんな町
にしたい。

いつまでも変わらない　昔ながらの町
いつまでも変わらない　緑にあふれた町
いつまでも変わらない　活気にみちた町
いつまでも変わらない　みんな仲の良い町
いつまでも変わらない　私が大好きな町

自然と昔ながらの町並みなど、いつまでも
残していたいと思ったので書きました。

62
よしきりがとびかう町　かとり
さくらがきれいな町　かとり
あやめがすてきな町　かとり

市の鳥
市の木
市の花

63

香取の町　香取市民の誓い

豊かな大地
美しい自然
キレイな水
活気ある町
愛そう、美しいこの町を

香取の特徴
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作品
番号

意見・文案 説　　明

64
この美しい桜にまうよしきりと
この美しい大地にまうあやめと
この美しい文化にまう香取

香取市の美しい所を表現するところ

65

文化の町　香取市民の誓い

私たちは、昔ながらの町並みを大切にし、
また、その伝統を子孫に語り継いでいきま
す。
地図と伝統のまち　かとり
歴史のまち　かとり
水と緑のまち　かとり

私は、かとりの昔ながらの町並みを景色を
大切にしたいと思いました。それと、かとり
は水と緑のきれいなまちだと思いました。で
すので、このような本文にしました。

66

私たちの未来－香取市民憲章－
香取市は、田んぼが多く、緑豊かな町です。
自然に恵まれ、のびのび生活しています。

豊かな水を大切にする市　香取
アヤメというきれいな花が毎年ずっと咲ける
市　香取
地域で協力出来るあったかい市　香取

香取市には利根川という水が豊かな川が
流れているから。　アヤメは、香取市の花で
あり、季節になるときれいな花を咲かせる
ので、その環境を守っていってほしいから。
地域では、あいさつが笑顔で交わせる市に
なってほしいから。

67
美しい　四季折々の　この景色
市民みんなで　残そうよ

学校から見える四季折々の景色を残したい
と思うから。

68
ヨシキリが舞い飛び交う町　香取
美しい桜が咲く町　香取
夢と希望に満ちあふれ未来のある町　香取

市の鳥
市の木
そうしてもらいたい

69

私たち香取市民は、豊かな緑を守り続け、
水や空気をキレイにし、過ごしやすく美しい
状態を維持します。
男女や年齢に関係なく、きがるにあいさつの
できる仲の良い市。私たちの美しい故郷を
ずっと、大切に。

将来、香取市に帰って来たときに「あーやっ
ぱキレイな所だなあー」って言いたいから。
ずっとキレイに…・。

70

美しい水の町　香取
緑豊かな町　香取
夢と希望の町　香取
私たちは活気にみちたすばらしい町にする
事を誓います

香取のイメージ

71
緑豊かな町かとり
自然あふれる町かとり

田んぼが多く、自然があって水もたくさん
あってきれいだから。

72 パトカーや救急車が走らない町かとり 事故などがなく、安全に暮らせるように。

73

香取市民の誓い
緑が多い美しい自然に恵まれ、歴史の伝統
を受け継いできた香取市民です。
緑が多い町　香取
田んぼが多い町　香取
水が多い町　香取
水が多い町　香取
古い町　香取

緑が多いから。

74

香取市は、夏は緑、秋は黄金に輝く稲がと
てもきれいな場所です。そんな素晴らしい自
然を残すため、誓います。
　私たち香取市民は、緑を大切にし、四季の
変化を楽しめる町を目指します。

田んぼや森の緑を絶やすことなく、守り続け
たいという思いから書きました。

75

古い町並みに流れる川。
ここは水郷水の里
歴史あふれる古い町
みんな香取に来てね！

古い町並みをずっと残していきたいし、もっ
とにぎやかになってほしいから。

76 水田と文化の町　香取 田んぼがたくさんあるので書きました。
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作品
番号

意見・文案 説　　明

77 この景色　いつまでもかわらぬ　田んぼ道
いなかをきょうちょうしたいから。
このとちをほこりに思っているから。

78

市民憲章　水の郷　古い町並み　香取

この香取市は、古くからの町並みが残って
いて、歴史上の人物でも有名な歩いて地図
を作った伊能忠敬の生まれ育った所です。
あたりは、見わたせば一面の田んぼが広
がっていて、自然がいっぱいです。
私たちの市を守っていくため、市民の誓いを
定めます。
　残そう　古い町並みを
　残そう　水の郷を
　残そう　みんなでこの美しい香取市を

私は、この香取市がいつまでも自然がたく
さんで、歴史の残る美しい市であってほしい
と思い、この内容にしました。

79

地図の町　どんなに長い道のりでもあきらめ
ず
神宮の下　公正で平等な考えを
水の郷　澄んだ心で今を生きる

生活の上で、目標となることをまとめまし
た。

80

香取市民憲章～みんなの誓い～
私たち香取市民が住みやすい市をつくるた
め、香取市民による、香取市民のための、
香取市を市民全員でつくりたいと思います。
古くからの町並みや、歴史を守るため、ここ
に、香取市民憲章ーみんなの誓いーを定め
ます。
私たちは、日々生活、環境の向上に努め、
困っている人がいたら助け合い、歴史と文
化を守り、市民と行政が共に築く、自立した
まちづくりをすることを誓います。

古くからの町並みを守るため。

81

わたしたちの幸せ－香取市民憲章－
のこそう　きれいな緑　かとり
喜びをわかち合うまち　かとり
心を育て　助け合う町　かとり
きれいな色どりの風景　かとり

香取市の見たままを書きました。

82

人とともに育まれる自然
輝きの集う豊かなまち
心のやすらぐ私たちの故郷
幸せなおもいがあふれてる

人と自然はともに育まれていく。そして輝き
という名の笑顔が集まる香取のまち。そん
な心のやすらぐ私たちの故郷には、幸せな
おもいがあふれていると思う。

83
空高くのびる木々
田んぼの稲が風にゆれる

そのまま。

84
豊かな自然　古い町並み
香取市みんなの笑顔
すべてがパーフェクトな香取市

85

香取市の良いところは、日本地図を始めて
作った、伊能忠敬の出身地であり、昔並の
建物がたくさんあるところです。佐原の大祭
もいいところです。

このよな佐原の文化をいつまでも守ってい
きたいです。

86
明るい町香取
犯罪を無くすような努力を市民がする。

僕は少しでも犯罪をなくしたい。

87

「市民憲章」
豊かな緑を美しい川を青くかがやく大空を
わたしは　未来永劫　見ていたい
ありのままの香取を見ていたい
みんなの笑顔を見ていたい

緑、川、空を私はずっと見ていたいです。あ
りのままの何も着飾らないままの香取をキ
レイでみんなが明るい香取を見ていたいで
す。
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作品
番号

意見・文案 説　　明

88

｢香取市民憲章」
・残そう緑の町香取
・きれいにしようこの町を
・大切にしよう歴史や文化を
・元気で明るい町香取
・みんなで助け合おうこの町を

ずっとこんな町になってほしいから

89
香取市民憲章
昔ながらの香取市を未来にのこしていける
よう市民全員で助け合う

考えたらこうなった

90

緑豊かなこの町を
昔の景色とこの町を
笑顔あふれるこの町を
落花生のように落とすわけにはいかぬ

香取市で想像したらこうなった

91
きれいな町　香取
のこそうきれいな町よ
昔のように明るいまちよ

香取市がきれいなのでこの題名をつけまし
た。

92

｢香取市民憲章」
私たちは香取で生き、香取を作る香取市民
神様に見守られているこのまちを
より平和で豊かにするために
みんなで助け合って
このまちを愛していこう

香取神宮のある香取をもっと良くしていこう
と思い、この文章を書きました

93
「香取市民憲章」
残そう水の郷　香取
残そう　古い町なみ　香取

香取市をイメージした。

94

・香取市民憲章
１．広く思いやりの心をもち、たがいに助け
合います。
１．美しく自然を愛し、きれいな環境をつくり
ます。
１．たくましく働くよろこびをもち　健康な家庭
をつくります
１．強く正しく　きまりを守り　平和で安全な
社会をつくります

香取に生きるわたくしたちは、歴史と伝統を
うけつぎ、明日に向かって、豊かな産業と文
化のまちづくりをすすめるため

95

「香取市民憲章」
香取市といってもあまりぴんとこない人がい
ると思いますが佐原といえばわかる人がい
いと思います。佐原は伊能忠敬の出身で昔
ながらの古くからの建物が並びます。
・田んぼが広がる緑の中で心豊かに、大きく
のびのびと育つ香取市をつくります。
・スポーツを盛んにし、強く、正しく、平和で
安全な社会をつくります。
・教育を深め、視野の広い香取市をつくりま
す。

香取を平和で盛んの市にするための自分
の決意が書いてあります。

96
①「香取市民憲章」
②緑あふれるまち香取
③水の郷　佐原

香取市は緑がたくさん生い茂っているから

97

香取市民憲章
住みよい町を目指す
歴史ある町並みを残す香取
みんなが笑顔になれる香取
これからの未来にすべてを伝えよう

香取がそんな感じの雰囲気だから

98 佐原の古い町並みをのこそう 佐原の古い町並みを大切にする

8



作品
番号

意見・文案 説　　明

99

「市民憲章」
香取市をより綺麗なまちに
美しい川
古くから残る町並み
綺麗なまち
その全てをずっと残そう

綺麗な町として香取市に残ってもらいたい
から書きました

100
「ゴミの無い町香取」
ゴミの無いキレイな町を目指そう！
ゴミ無い香取、キレイな町香取

ポイ捨てが多いので、ゴミのないきれいな
町を目指しました。

101
「祭り」
いつまでも祭りが続くように。

昔からやっている祭りをいつまでもずっと続
けて欲しいから

102 清らかな水の流れと町の声
けがれなく美しい水の流れとそこに響き渡
る町の人達の声。活気がわかる。俳句にし
てなるべく短い文でうたえるようにした。

103
・道の駅が出来て良いと思った
・香取市がだいぶ目立ってきた
・もっと良い町にしてもらいたい

104

「香取市民憲章」
皆を包み
皆を見守り
皆を助ける
残してゆこう
この皆の緑を

いつも私たちの周りにある緑をいつまでも
残していきたい

105

「香取市民憲章」
自然が羽を広げ
川が自信を持って流れ
歴史ある古い町並みがある
心をつなげ
助け合う

自然は多く広がる田んぼ、木。川は利根
川。自然が多くあるなかで助け合えるよう。

106

みんなの千葉―千葉県市民憲章
自然を大切にし、健康で文化的に暮せるよ
うな町。　　　　　　　昔からの伝統を理解し、
次の世代の人達に受け継がせることができ
る町。
お互いが分かり合って、協力して生活できる
町。

千葉県についての色々な事を、千葉県民全
体で考えられるような、すすんだ町づくりの
目標をあらわしている。

107

[香取市民憲章]
昔ながらの町が残る　佐原
農産物が豊かな　山田
きれいで便利な　小見川
空気がおいしい　栗源
自然や農産物が豊かで、歴史の残る、きれ
いで便利な町、我らが香取市

一つ一つの区の特徴を出し、全てをかねそ
なえた香取市という意味。

108

[香取市民憲章]
自然に囲まれ、古き建物が多く並ぶこの香
取に生まれた私たちは、以下のことを誓い
ます。
自然を守り、古きよき伝統を受け継ぎ、1人1
人が健康に暮せる社会をつくります。

・今ある自然を残したいなあと思ったから。
・健康に暮したいから

9



作品
番号

意見・文案 説　　明

109

「香取市民の願い]
緑豊かな市で行事を大切にし文化を伝えゆ
く　　　　　　　　　　　　　　　　「香取市民の誓
い」
鏡のような水を目指し、きれいな環境にし、
生きものが住みやすく　市民が暮しやすい
市を目指します。

・佐原の祭りなど、伝統的な文化を伝えてい
きたい。　　　　　　　　　　　。にごりのない水
で生きものが住みやすい環境を目指しま
す。

110

香取市市民憲章
川、田畑に恵まれ、伊能忠敬が育った香
取。
鳥のさえずりや桜がきれいに咲いている香
取。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐原
駅のまわりは、昔ながらのお店が立ち並ん
でいる。

香取市は、水、自然に恵まれていて、住ん
でいて居心地がいいです。そんな所に、一
生住み続けたいと思ったからです。

111
「香取市民憲章」
豊かな緑と水と歴史と私。ずっと消えないこ
の景色。

教室から見た森や昔からある田んぼ、小さ
な池などが変わらず、そのまま残ってほし
いという思い。

112
香取市民憲章
美しい水と緑を永遠に～

そのままです。

113
田んぼ一面に広がる緑
たかが田んぼ　されども田んぼ

普通にある田んぼでも、緑がすごくきれい
にみえるみたいな。

114

香取市市民憲章
この香取市は2005年に４つの区が集まって
できました。そのため、元々の区がそれぞれ
の個性を活かしながらも、他の区と協力し
て、この香取市をより良くしていくことを香取
市民は誓います。

文章のまんまです。

115

[香取市民憲章」
美しい水の町　香取
優しさと活気の町　香取
夢と希望があふれる町　香取

人の優しさと活気の町、香取。香取のイメー
ジをそのまま書きました。

116

〔香取市市民憲章〕
祭りの火を絶やすことなく
利根川のように歴史はどこまでも
続き10年後もこの町に
ともしびを

祭りと利根川が有名だから

117

香取市民憲章
私たちの誓い
１．守ろう　豊かな自然
１．残そう　人と人のつながり

・香取は田んぼや水など、自然が豊かなの
で書きました。・私の近所の人達は、あいさ
つなど人と人とのつながりが、とてもあたた
かいからです。

118
〔香取市民憲章〕
自然豊かな市

畑や田が多く、山もあるから

119

～香取市民憲章～
・私たちの住む香取市は水の郷で自然豊か
な歴史あるまちです。その自然や歴史のあ
るこのまちに誇りをもち、守っていきます。
自然のように心を広く、
歴史のように立派になり、
心身を育て
みんなで助け合います。

この香取市の自然や歴史を守っていくため
にこのようなことを書きました。
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作品
番号

意見・文案 説　　明

120

香取市民憲章
小さな町から大きな夢を
今日よりすばらしい明日を夢見て
かの偉人が作り上げたこの香取市を
平和を意味したきたこの美しい木々を
私たちはこれからも　美しい木々と共に　成
長をやまない美しい木々と共に　強く、正し
く、平和に生きている

きれいな森などに夢を抱いて　いつまでも
平和を続けている香取市

121

「香取市民憲章」
水を生かし
緑を広げ
安全に暮らし
人を育て
助け合います。

利根川をイメージして、少し自然を増やして
ほしいのと安全な暮らしができるようにして
ほしいのと心を育て助け合っていこうという
ことです

122

香取市の市民憲章について
自然あふれるこのよう町
このような自然を壊さないように
皆さんの努力が必要です

私がこのような文をつくなったのは、この町
にある自然を持続させたいと思いこのよう
に書きました

123
自然と水に恵まれた暮しやすい町
「香取市民憲章」
残そう偉人が残したこの町を

緑を水の郷として、これからも残していく
伊能忠敬を忘れないよう

124
香取市民憲章
ゴミをなくしてほしい

香取市にはよくゴミが落ちているので、ゴミ
をなくしてほしい

125

香取市民憲章
かとり、豊かな自然
かとり、昔ながらの町並み
かとり、水の町
かとり、元気な子ども
かとり、やさしいおとな

今の香取市の様子です。この様子を10年、
20年・・・とたもっていけるように書きました。

126 自然に恵まれた地域
緑を大切にし、人々が安心して暮せる町づ
くりを目指します。

127

１．平和を愛する市民でありたい
２．すべての人を愛する市民でありたい（特
に子どもや老人）
３．自然を愛する市民でありたい
４．ふるさと香取を愛する市民でありたい
５．もの、資源やエネルギーを大切にする市
民でありたい

128

１.災害について
旧側溝のため道路に溢れる水の排水溝が
用を足さない（泥に埋まっている）
２．道の駅について
年金生活者は今後増加すると思う。安くて
新鮮なものが食べたい。噂では出品物が高
い、その日の朝収穫したものを並べてあると
思ったが、前日並べるらしい。

129

１．ごみの落ちていない街、市民の誇りが生
きてます。　２．子、孫、曾孫の集う家、命の
つながりを感じます。　　　　３．お手伝い、子
どもの自尊心を育てます。

旅行中、そういう町に行くとすがすがしい気
持ちになりましたので
大家族で育った子は、それだけで謙虚さ、
思いやり、命の尊さを実感できます。

130

日本一の大河に抱かれた香取市
豊かな大地、水の恵みを誇りとし、神仏を身
近かに、感性を高め、地図の街としての香
取の文化を大切に、幾世代へつなげる努力
を市民一人一人の目標とする。
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番号

意見・文案 説　　明

131

豊かな資源、環境、名勝、史跡、資源、水、
利根川や黒部川等、香取神宮、忠敬記念
館、良文貝塚、城山公園その他恵まれた施
設、数多いＢＧなど

恵まれた施設や環境のもと、子どもから大
人に至るまで豊かな知識及び相互の人間
関係、明るい社会づくりをめざし、夢を持ち
希望のある街造りを

132

１．香取市は、人と自然を大切にする。
２．香取市は、輝かしい歴史を残し、新しい
活き活きとした発展を目指す。
３．香取市は、世界平和を願い、人と人との
絆を深め、すべての市民が幸せになるよう
活動していく。

133
水に富む香取は国の食所
米、野菜かとりに頼る国の食
主食では関東平野のどまん中

134

①私、個人として市に福祉課は２つも必要な
いと思います。
②公務員の給与関係については、地域（農
業者も含む）全体の平均的賃金を基準とす
べきと考えます。特に勤続年数の長い公務
等に携わっている職員等。
③もう看板の掛替はやめて下さい。

135

香取市は豊かなみのりをもたらす大地と、
利根川をはじめとする豊かな水にはぐくまれ
たまちです。
わたしたちは、わたしたちの次世代のため
に、このまちの明るい未来を創っていきま
す。そのために、ここに香取市市民憲章を
制定します。
１．みんなの力を合わせて日本一良いまち
を創ろう
２．活力ある、住みやすいまちを創ろう
３．自然や伝統を大切にし、新たな文化を育
てよう
４．みんなで助け合い、健康づくりにはげも
う
５．未来の香取市を創る次世代をみんなで
育てよう

未来の香取市を創るために、みんなで努力
していこうという趣旨で考えました。

136
両どなりが、つながれば、市全体が「おとな
りさん」昔の様に、見守り合い、助け合い。

137

１．住民の和と輪で作る安心・安全なまち。
２．ポイ捨て・不法投棄の無い公衆道徳の
向上で清潔で健康で安全なまち。
３．緑と綺麗な水を守り自然を大切にするま
ち。　　　　　　　　　　　　　　　　　４．子どもの
命と教育を大切に未来を創るまち。
５．男女平等・機会均等を図り格差の無いま
ち。
６．高齢者の安心と安全を守り明るく健康に
生活出来るまち。
７．住民の意見が反映される市政が確立さ
れたまち。
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番号

意見・文案 説　　明

138

わたくしたちは、雄大な利根の流れと肥沃な
北総台地をもつ香取市民です。
香取市は、香取神宮や日本地図を作成した
伊能忠敬先生を始めとする歴史と伝統に育
まれた、のどかで思いやりのある美しいまち
です。わたくしたちは、さらに希望にみちた、
平和で住みよいまちをつくるため、この市民
憲章をさだめます。
・みどりがあふれ、空も水もきれいなまちを
つくりましょう。
・ 親切で愛情いっぱいのまちをつくりましょ
う。
・ 歴史を尊び、教育と文化をみがき希望に
輝くまちをつくりましょう。
・ きまりを守り、力をあわせみんなが楽しく
働けるまちをつくりましょう。
・ 子どもからお年寄まで安心安全で、健康
なまちをつくりましょう。

139

〈明るい町〉
いつまでも家に籠らず。利根川や城山にで
も行き、川音や風のささやきを感じ、季節の
花や野鳥を愛でる。　　　　　気が向いたら、
社会奉仕や地域の催事に参加して、悲しい
話には声を出して泣き。楽しい話にはコロコ
ロ笑う。道端のゴミを見つければ拾って、
そっと家に持ち帰る。困った人がいればみ
んなを呼んで相談し、いたずら小僧がいれ
ば、ちゃんと叱り、介護が必要な人には優し
く手を差し伸べる。たまには友人と酒を酌み
交わし、昔を懐かしみ”明日”の話で盛り上
がる。やな事があっても寝てしまえば、翌朝
はさわやかに目が覚める。いつまでも社会
に関わり、生きていける明るい町でありた
い。

利根川と北総台地に挟まれた香取市民の
自慢できるもの
１．三大神宮のひとつ、香取神宮
２．樹齢1200年の府馬の大楠
３．歴史を誇る小見川の花火
４．伊能忠敬を擁する佐原の町並み
そして、「香取市民憲章」
「生きがいの」ある人たちが闊歩する明るい
町が理想です。

140

早急に市環境基本条例9条を強化せよ。単
なる指導的行為のみでは、悪質事業者は
基本的設備改良には絶対応じない。となれ
ば有名無実化で税金の無駄遣いに通ずる
ことになる。現実的有効化とするのにはもう
一歩ふみこみ強制指導できる9条にすべき
である。法令と条例に幅がある。人名に勝
る尊いものはないのだから。

141
・日本一きれいな市づくり。
・ふれあい、支えあい、いたわり愛の市。（３
つの愛の市）

・憲章が単に「掲示物」になってしまわない
ことが大切。各自治体等の切り貼りと言わ
れないことが肝要。　　　　　　　　　・憲章が
市行政施策に反映されること。
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142

・わたしたちは、いま伝統と自然に恵まれた
香取市に住んでいます。佐原市、小見川
町、栗源町、山田町の一市三町によって、
それぞれのもっている良い所を再確認し、よ
りいっそう住みよい町になるよう動き出しま
しょう。
・先人からひきついだ伝統と技術の継承をし
つづけましょう。
・県を源流とし、太平洋に注ぐ一級河川、利
根川を大切にしつづけましょう。水の郷、美
しい郷土を大切にし、香取市民としてのほこ
りをもちつづけましょう。わたし、そしてあな
た、これから生まれてくる、あたらしい命の
ためにこの憲章を実行していきます。

「よりいっそう住みよい町になるよう動き出し
ましょう。」…一ヶ月に一回、町や市をきれ
いにする取り組みを始めたり、募金や寄付
金を集めて、動物が住みやすい場所をつ
くったり、色々できると思う。
「利根川を大切にしつづけましょう。」…一年
に一回など利根川をきれいにする取り組み
を始めたり、家で、どう工夫すれば利根川
がきれいに、動物や魚が住みやすくなる
か、教える（学校で）。

143

・何事も一致団結し、乗りこえられる町にし
よう。
・みんなが健康、安全に気を付け、明るい
(楽しい)市にしよう

・例え、何かがあっても香取市のみんなが
団結して解決できる。
・香取市のみんながずっと健康、安全に気
を付け、いつまでも明るい市にしましょう。

144

・水が豊富　・みんな元気な所　　・自然がた
くさん　　　　　・みんなで助け合える。
・自然や水をみんなで協力し助け合って守ろ
う。

地球温暖化で自然などが減っているけど、
みんなで力を合わせれば大丈夫という意
味。

145
・自然の多い町
・一人一人が思いやりがある町
・犯罪が無く安全な町

１．市花、市木、市鳥などを大切に
２．お年寄りにやさしく困っている人を助け
る
３．安全に

146

わたしたちのふるさと香取市は、緑の木々、
たくさんの水がある町です。自然を大切に
し、みんなと協力し、助け合い住みやすい町
にします。

・緑や水を大事にします。
・いろいろな人と関わりながら、楽しくくらし
ます。

147

１　自然をもっと増やし、環境を良くする町
１　たすけあえる町
１　元気が良い町
１　歴史をのこしていく町

香取市をもっと良くするため

148
・自然を守っていきたい
・利根川を守っていきたい

自然と水を守る

149

１．自然がきれいな町
２．はながたくさんある町
３．ボランティアの人がたくさんいる町
４．犯罪のない安全な町
５．便利な施設がたくさんある町
６．一人一人がやさしい心をもっている町
７．心があたたかい町
８みんなの仲がいい町
９楽しい町

150
・緑がおおくて、のどかにすごせる町
・伝統行事を残した町
・元気な町

14



作品
番号

意見・文案 説　　明

151

私たちのふるさと香取市をこんな町にしてい
きたい
・緑や自然、水などが豊かな町にしていきた
い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・みん
なが仲良く助け合える町にしていきたい
・歴史や文化を残していける町にしていきた
い

152

・季節の花を公共施設に植えよう。
・名産でおいしいお菓子を作ろう（さつまい
も、落花生）。
・森と川を大切にしよう。
・佐原の祭りの伝統を守ろう。

153
・緑と自然を大切にする。
・笑顔とやさしさのある。
・助け合いのできる。

154

・自然がたくさん
・明るく元気
・動物が住んでいる
・思いやり
・みんなが仲良く

155
緑がたくさんあって、自然もたくさんあって、
元気があって花がいっぱいさいてある里

156
・このまま緑を残す
・伝統を残す
・お花を増やす

157
・もっと自然がきれいなまち
・花がきれいなまち
・にぎやかなまち

158
自然が豊か、季節の行事や祭りの伝統が
続いている。　　　元気

159
・元気が良くて安全に暮らせる市
・花をいっぱい咲かせて、きれいな市
・事故などがない安全にくらせる市

花をいっぱい咲かせる。自転車などの乗り
方を考える。もっと元気に遊ぶ

160
季節ごとの行事を大切にしましょう
自然を大切にし、環境によいことをしましょう
だれもが、笑顔になれる市にしましょう

161

香取市民は皆縁あって香取市民なので香
取家とも言えると思う。家族は皆、幸福な家
庭を願っています。幸福な家庭は明るく楽し
い家庭です。人は欠点を言われるより長所
を言われた方が気持ち良く、もっと良いこと
をしようと努力します。朝起きたら挨拶を交
わし、何でも話し合える家族こそ幸福な家庭
です。お互いがほめあえる街づくりが大切で
す。困っている人の為に一生懸命努力し、
常に人に喜ばれることを実行する。

162

香取市は利根川が流れていて、豊かな自然
がある町です。力を合わせて、住みよい町
にしましょう。
・自然が豊かな町をつくります。
・人々が協力できる町をつくります。
・元気で楽しい町をつくります。

163
｢未来｣がきっと緑の多い　豊かな国になって
いるように　｢今｣からもっと努力しよう

これからもっと先の香取市も緑豊かで木が
多く、田もある、豊かな所になるように、今
から行っていこう、という意味

15



作品
番号

意見・文案 説　　明

164
自然を愛し、水の里というように清らかな心
をもち生活しよう。

みんなが美しい心をもって自然を大切にし
てほしいということ。

165
決まりを守り、豊かな安全な町をつくります。
育てよう、緑をまもり、この自然を育てましょ
う

決まりを守り、豊かで安全な町をつくる。緑
を守るということ

166

・ごみを捨てずに、きれいにしましょう。
・信号無視はしないで、交通事故を減らしま
しょう。
・エコバックを持ち歩き、エコに気をつけエコ
ロジー。

・最近は、道を歩いていると、ごみがたくさ
ん落ちているから、捨てないようにしようと
いう気持ち。
・最近は、信号無視をしている大人が多い
ので子供がとても危険だから気をつけようと
いうこと。
・最近は、地球温暖化が進んでいるため、
エコに気をつけいようという気持ち。

167
誰にでもあいさつをし、市民の交流を深めよ
う。

あいさつをよくして、元気なまちづくりを心が
けられたらいいと思ったから。

168 もっと農業のさかんな香取市にしましょう
香取市は畑と田んぼがあるので、たくさん
農業をして豊かになりましょう

169

①残そう、古い町なみを、
②残そう、利根川を、
③残そう、田を、
④無くそう、ゴミを、

①は、古い町なみをこわさず残そうという意
味　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②は、
美しい利根川を残そうという意味
③は、米づくりの田を残そうという意味。
④は、ゴミは無くしたほうが良いから。

170

～みんな楽しいまちづくり～
・一人一人の人権を大切にしましょう
・みんな平等に接しましょう
・イジメや差別をしないようにしましょう
・みんな笑って過ごせる町をつくりましょう

171 豊かな実りの町香取市
香取市はお米などの農作物がたくさんあっ
て、とてもいい町

172 ・もっと農業が盛んにする香取市 香取市の農業が盛んだから

173

１．元気に、明るく、楽しく、くらせる　そんな
住みよい香取市をつくりたい。
２．自然を守り、自然を愛して、美しい香取
市をみんなでつくっていこう！
３．人々が助け合っていく　そうやってみん
なでしあわせでやさしい　香取市をつくって
いこう。
４．ごみは捨てないで持ち帰ろう？ごみが捨
ててあったら拾おうよ？そうすれば、絶対に
きれいなで住みやすい香取市ができるはず
です。

１．子供やおとしよりも、みんな「元気」に「明
るく」「楽しく」くらせたらいいなぁと思ったか
ら
２．香取市は緑がたくさんあるので、それを
守っていきたいという思いから
３．１と似ているのですが助け合っていって
しあわせな町をつくりたいという思いから
４．香取市にもゴミが増えてきたので、「キレ
イにしよう」という思いから

174
・守ってゆこう、この緑にふさわしい豊かな
環境づくり

175

　自然に恵まれた美しく、うるおいのあるま
ちをつくりましょう
年齢の差に関係なく、みんな仲良く、笑顔が
たえないまちをつくりましょう
お互いを尊重し、平和なまちをつくりましょ
う。

16



作品
番号

意見・文案 説　　明

176

～平和～を守るために
１．なにごとにも感謝しよう。
～感謝～
１．自然に感謝
２．親に感謝
３．地球上にいるたった一人の自分に感謝

なにごとにも感謝することが大切だと思う。
そんなに自分を感謝することは無いから、
少しは、自分に感謝することも大切だと思う
から。

177
・田のように強くたくましく生きろ。
・緑を守り、美しい町をつくろう。

178 自然のめぐみに感謝し、一人一人が自然を

179

・自然を守り大切にしよう
・みんなで香取をキレイにしよう
・Ｃｏ２をへらそう
・ゴミをなくそう

180
自然を大切にし、ともに助け合い幸せな町
をつくりましょう

環境破壊を進めないようするため、みんな
で助け合い住みよい町をつくるという意味で
す。

181
緑を大切にしてみんなが良い環境で暮らせ
るようにしよう

182
・自分を支えくれている方々に精一杯感謝し
ましょう。

・自分は一人で生きているのではなく、いろ
んな人に支えられながら生きているというこ
とをつねに忘れずに生きていこうという意味

183
・自然にしたしみ大切にする
・二酸化炭素を減らし環境破壊を防ぐ

184
ぼくたち、香取市は自然の豊かな心を持ち、
お互い助け合い、明るいまちを未来につな
げる香取市をつくりましょう。

185

香取市は自然がとても多く人々の心も豊か
な所です。ぼくたちは、この自然や人々の心
を未来まで守り、明るく元気な香取市をつく
るためにここに市民憲章を定めます。

186

私たちは香取市のこの自然、伝統、人々の
心のあたたかさを守り続け　いつまでも自然
にあふれ伝統のある香取市にしていくことを
誓います。

・二酸化炭素の削減
・伝統の継承
・思いやりを持つ
・学校をうるおす

187
・思いやりの心を大切に、あたたかい町をつ
くりましょう。

・みんなで助け合う
・笑顔を増やす。

188

守ろう　自然
守ろう　安全
守ろう　歴史
私たち　元気な香取市民

・香取市の恵まれた自然を守ります。
・香取市民は安全で安心な暮らしを守りま
す。
・香取市の長い歴史を守ります。

189 感謝・素直・元気
地域の人に感謝をし、だれに対しても素直
で元気で活発のある町をつくる

190

香取市の自然を守り、ホタルが住めるような
市にしましょう
香取市の歴史を大切にし、未来に残せるよ
うにしましょう
香取市の人々で助け合い、元気で活気のあ
る市にしましょう

191
自然を大切にして、ゴミをすてないようにしよ
う
きれいな町をみんなでつくろう

192 みんな元気で明るく暮らそう
193 ・伝統ある米づくりを続けていこう 伝統ある米づくりを続けていい町をつくりた

194
自然のありがたみを感じて、自然を壊さず
感謝しつづける

ゴミが道に落ちたりして自然が壊れてしまう
ので、こうゆうことをなくして自然を大切にし
ていきたいです。

17



作品
番号

意見・文案 説　　明

195 環境破壊　今すぐやめよう　まちづくり

196
１．今ある自然を大切にし、きれいな町をつ
くろう。
１．一人一人が楽しくすごせる町をつくろう。

197

１．友達を大切にし決していじめない
１．あまりＣｏ２を出さないようにしましょう
１．周りの市の人や都道府県の人に良いイ
メージを
１．ゴミをあまり出さない

198 ・地域の人と仲良くして楽しく生活しよう
香取市という地域の人と仲良くして、みんな
で楽しく生活しよう

199
・この自然のゆたかな香取市を大切にしま
しょう

・自然がたくさんあるので、それを大切に
し、次の世代につなげていこうという意味で

200 自然を守り豊かなまちを作りましょう。
木や植物を大切にし、緑あふれるまちにす
る

201
水や緑をまもり、自然にやさしく、自分たち
に住みよい町にしたいです。

自然に良いリサイクルなどをする。ポイ捨て
をしない。ゴミは持ち帰る。

202
人々が助け合い、相手をうやまい、人を思う
やさしい町をつくろう。

みんなが協力し助け合う

203 緑を守り、川をきれいにしよう。
木などを切らず、草などをやたらぬかない
で、川にゴミを捨てない

204 米づくり、これからもつづけいい町作り
伝統のある米づくりを、これからもつづけ
すみやすい町を作るということ

205
私達のふるさと香取市は、水田が広がる所
で、とても良いところです。だからこの水田を
守るべきなのです。

206

わたしたちの香取市は、水や緑に囲まれた
水郷地域です。また、昔の町並みが残って
おり古い伝統がある町です。この広大な自
然とふるい伝統を守ることが大切です。

・水や緑を汚さず、自然を守っていきます。・
古い町並みを学び、大切にしていきます。・
人々が活発に行動し、活気があふれる町づ
くりを目指します。

207 緑や水がきれいな町をつくります

208
・香取市を誰から見ても住みたくなるような
町にしよう　　　　　　・香取市をよりよい自然
環境を求めた町にしよう。

209

・自然と長い歴史を大切にし住みやすいま
ちをつくりましょう。
・自然を大切にし、人と人のふれあいが多い
まちをつくろう。
・一人一人自然を大切にし助け合いながら
生きていこう。
・明るく元気のよいまちをつくりましょう。

210
小野川のように、人は流れていく。それでも
忘れないで、人と人のつながりを。

だれかが生まれて、だれかが死んでしまう。
だれかがやってきて、だれかが去っていく。
人は流れてゆく中でいろんな人と接し助け
合う　よりよい町になってほしいと思う。

211
わたくしたちはこの美しい町を守り、古い伝
統を語り続けるような町を作ろう

この美しい町を永遠に守り続けてほしく、古
い伝統を残してほしいので書きました。

212
・自然豊かな香取市にしていこう
・香取市をキレイにして、心から愛そう

・新島はとくに田んぼがたくさんあり、自然
豊かな場所です。人の心も豊かになり楽しく
健康で日々を過ごせると思う。
・香取市をゴミがないように、川の水をキレ
イにして心から香取市がキレイにだなと思
えるようにする。

213
・すべての人が住みやすいまちをつくろう。
・食材と製造者に感謝し、１食、１食を大切
にしましょう。 18



作品
番号

意見・文案 説　　明

214

・人よりも先にあいさつ、できるよう心がける
香取市で！
・人々が協力しあい町づくり、困っている人
を助けよう！

・このごろ人にあった時にあいさつをしない
人が多くなってきているので、みんなで心が
けるようにしたいから。　　　　・みんなで協
力して、活気のある町にしたい。、困ってい
る人を見捨てない町にしたいから。

215
市民全員が優しい心を持ち、困っている人
がいたら助けよう!!

優しい心を持っていたら、悪い人も少なくな
り、困っている人がいたら助けられる人がた
くさんいたらいいなと思い。

216
・自然を守り、お互いに思いやりのあるまち
をつくろう。　　　　・ゴミをなくし、誰でも住み
やすいまちをつくろう。

217
自然の緑を大切にし、住みごごちのよい町
にしましょう。

あふれる緑の自然をそのままに大切にし
て、安心して気持ちよく暮せる町にする。

218
自然や歴史を大切にし、みんなが大好きに
なれるような町をつくりましょう。

219 もっと自然豊かな町づくりをしよう

220
・香取市はこの水郷の大自然を守り、自然
がきれいなまちにしたい。
・まちの文化を大切にしよう

221
・決まりなどを守り、美しいまちを保ちましょ
う。

私たちの住んでいる香取市は自然がたくさ
んあり、とても豊かなところです。なのでそ
の自然を保ち、守っていくことを大切にする

222 ・笑顔があふれるまちをつくろう。
・香取市が笑顔であふれるまちになったら、
市全体が活発になり、明るく元気なまちをつ
くれると思うからです。

223 古い町並みや、自然を大切にしましょう。
この香取市は、自然がとても豊かで、また、
古い建物もあります。それらを守っていくた
め。

224
・緑を守り、歴史を残し、未来をつくる香取
市。

自然を守って、昔ながらの風景を残し、明る
い未来を築いていこう。

225
豊かな自然を守り、自然の緑の絶えない町
にしよう。

226 ・お互い助け合い、安全な町を作ろう。
227 ごみのないまちをつくろう

228

「愛・夢・幸」
みんなで守ろう"香取市″
みんなで生きよう"香取市″
みんなでつくろう"香取市″

”市民全員”が”一致団結”することが大切
です！

229 自然を守ろう 佐原は自然や田植えが多く清らかな町です

230

Ａ①この民の中に　この県の市の中に”悲し
み”が落ちていれば、日がわりに、消えてい
れば色となり、それが全て集まって、大きな
輪の色つくれれば。
Ｂ①この町に、悲しみこぼれぬにじの色
②ごみひろい。みんなの心もごみひろい。
③この空に咲かせてみましょう香取の花。
④香取市は、耳すますたび笑い声
⑤守りたい　この美しき温かさ。

①の説明は①Ａです。
②ごみを拾って、拾うみんなも輪になって心
のごみも消えればという願い。
③この美しき空に、香取という美しい花をさ
かせたい。　　　　④たちどまり、耳をすませ
ばよろこびがあふれるといいな。
⑤こんな香取市よ、このままで。

19



作品
番号

意見・文案 説　　明

231

題　かとり「２６２．３１」　ゆめ　ねがい　みら
い　　　　　　　　　　　　　　　　序文　「元気と
笑顔があふれるまち」[一人ひとりの市民が
輝く活気みなぎるやすらぎの郷　香取]
本文　みんなでつくる　みんなで元気　みん
なの笑顔（または　香取はやぶさ　永遠のた
び　　まちづくり）
ひとつ　豊かさが実感でき　活力ある産業を
育む　まちづくり
ひとつ　人と自然が共生し　快適で安心して
暮せる　まちづくり
ひとつ　住み慣れた地域で　誰もが安心して
いきいきと暮せる　まちづくり
ひとつ　緑の中で　便利で暮しやすい都市
機能が充実したまちづくり
ひとつ　市民と行政が　共に築く自立した
まちづくり

「予定調和をつくらない」視点であり「新生香
取市の創造」デザインをイメージしたもので
す。◎「２６２．３１」は香取市の市域面積で
あり、市民一人ひとりの暮らしの土台であり
ふるさとであります。数値から「みんなのま
ちづくりの土台」を推し量って頂くものです。
◎「みんなのまちづくり」のフィールドは「２６
２．３１」平方Ｋｍの市域面積であり、「まち
づくり」という普遍的「造形」を形あるものに
作り上げなければなりません。この意味に
おいて、市民一人ひとりの暮らしの土台で
あるふるさと「２６２．３１」の香取市へみんな
で作り上げていこうという趣旨です。◎①何
だろう？⇒「惹きつける菜になる」◎②多分
こうだろう？壊す⇒わざわざ「市民憲章○
○」とうたわない◎③条文を文章に書き表
す？⇒分かりやすいこと⇒「予定調和をつく
らない」

232

１．水や緑を守りながら、うるおいのある香
取市をつくります。
１．伝統文化財を尊び、伝承していく香取市
をつくります。
１．生涯にわたって学び合い、文化の香り高
い香取市をつくります。
１．お互いを尊重しあい、心のふれあう香取
市をつくります。
１．いたわり助け合い、健康で幸せな香取市
をつくります。

・わたくしたちのふるさと香取市は日本水郷
に位置し、利根川、小野川、黒部川を中心
に水の深い関わりの中で発展してきまし
た。
・わたくしたちは、この郷土、香取市を限りな
く愛して、この町(香取市）に住むことを誇り
に思い、お互いが力を合わせて、いっそう
良いまちづくりを進めるために「憲章」を作
成しました。

233

香取市民憲章
古くは神話の時代から　先人たちはこの地
を愛し　香取の名を残しました　　恵みをも
たらす利根の川　　安寧をもたらす鎮護の杜
豊作をもたらす肥沃の土　筑波の峰に見守
られ　悠久の自然に包まれ　穏やかな時間
が流れています
わたしたちは　先人たちの思いを継ぎ　後世
に　この愛する香取を残さなくてはなりませ
ん
香取市民としての誇りを胸に　北総の大地
に　　歴史香る自然豊かな郷を　みなで手を
取り合い　つくりあげましょう

234 なし
235 なし

236

△音とけむりを出さない地域とする
（１）拡声機を不使用とする。タイコ等
（２）花火の打ち上げの(禁止）とする
△成田の植物園を目指して造園する地域と
する
△窓を(開放)しているので音と煙が入る。風
は朝と夕方では逆になる。

近隣に迷惑を与える為

237
緑が生い茂り、花が咲き乱れる美しい香取
市

香取市を植物や生物、花がたくさんある町
にしたいから。
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作品
番号

意見・文案 説　　明

238

１．みどりを大切にきれいな町を作ろう。
２．木や花を植えて明るい町にしよう。
３．海にゴミを捨てないでちゃんとゴミを持ち
帰ろう。

１の説明、緑を大切にしたら緑がきれいな
町になるから。２の説明、緑や色々な色が
ある明るい町になるから。３の説明、ゴミが
あったらあぶないから持ち返ったり、ゴミを
拾ったりしよう。

239
自分たちで花や木を植え、いごこちのよく気
持ちの良い町を作りたい。音楽が毎日流れ
ているような楽しい町にしたいです。

240

ぼくたちの住んでいる香取市は、豊かな自
然と長い歴史のあるまちです。これを守って
いき住みよい町を二するため、ここに市民
憲章を定めます。
１．スポーツで人が集まるまち
１．働くところがたくさんあるまち
１．お年寄りが住みやすいまち

241

ぼくたちの香取市は、利根川が近くにあり、
水に恵まれた町です。ぼくたちはこの豊かな
町をこれからも守っていくため、ここに市民
憲章を定めます。
１．自然を守り、緑を増やそう。
１．いつも笑顔で、楽しい町を作ろう。
１．ともに協力したり、助け合いながら、住み
やすい町にしよう。
１．きまりを守り、平和な町にしよう。
１．互いを尊敬し合い、心のふれあう町にし
よう。

242

わたくしたち香取市民は、一人ひとりが大き
な夢や希望をもち、香取市の豊かな自然や
明るい住みよいまちづくりを進めるため、香
取市民の誓いを定めます。
私たちは、水を大切にし、自然を守り、きま
りにしたがい、人とふれあい、共に支え合い
ます。

243

１．ごみを平気で捨てないようにしよう
２．困っている人を助けるようにしよう
３．水をむだにしないようにしよう
４．市に住んでいるおじいちゃんやおばあ
ちゃんにやさしくしよう
５．未来の子供のために電気を減らし、地球
温暖化を止めよう。

244 月に１回にゴミ拾い掃除をする

みんなの気持ちがひとつになるよう協力し
合う。あと自然を大切にするための活動、
掃除とかをすれば町がきれいになり、住み
つづけたいと思う

245

自然や緑に囲まれたおだやかな町
元気のいい　住みごこちのいい町
とてもきれいで美しい町
思いやり、助け合いの力のある町
なごやかで　人々を守る町

246

わたくしたちの香取市は、利根川と豊富な
自然のある町です。わたくしたちは、水を守
り自然を育て明るい住みよいまちをつくるた
め、ここに市民憲章を定めます。
水や自然を守り豊かな町をつくりましょう

21



作品
番号

意見・文案 説　　明

247
わたくしたち、香取市民は古きよき伝統を守
り、おたがいを思い合い助け合える住みよ
い町をめざします。

古き良き伝統を守りというのは、香取市は
伝統文化があるので、それを大切に守ると
いう意味です。

248
・健康に気をつけ、元気で明るい町にする。
・川や緑を守り美しい町にする。

・病気をせずに長生きできるようにする。
・ポイ捨てをしない。

249

香取市は、本当に豊かな自然に囲まれてい
ます。でも、あまり活気がないと思います。
だから、つぶれた店の所にまた店を入れる
とかして、活気のある香取市にしたいです。

つぶれた店をそのままにしておくのが、とて
ももったいないと思います。

250 犯罪ゼロ　ポイ捨てゼロ　差別ゼロ　夢∞
犯罪、ポイ捨て、差別をなくし、安全、きれ
い、住みやすい街、誰もが夢や希望をもっ
て暮せる街にする。

251

わたくしたちの香取市は、香取の杜に囲ま
れた豊かな自然と長い歴史をもった町並み
に象徴される伝統のある町です。この町に
住むことを誇りに思いながら、この伝統を守
り住みよい町づくりを進めるためここに市民
憲章を定めます。
１．伝統を守り、美しい町をつくりましょう。
１．きまりを守り、水や緑のきれいな町をつく
りましょう。　　　　１．おたがいに力を合わ
せ、豊かな町をつくりましょう。
１．元気で楽しく活気ある町にしましょう。
１．いたわり助け合い、あたたかい町づくり
をしましょう。

香取市は、香取神宮、歴史ある町並み、活
気ある祭りや豊かな自然が残っている町で
す。この環境を、市民みんなで協力し合い、
失われることなく、発展していければ、よい
と思います。

252
教養を深め、元気で働き、ともに助け合いな
がら生きていきましょう。

勉強をがんばり、運動もがんばり、一人で
いかずに友達といっしょに生きていく

253

・植物を大事に、自然を大切にする。
・清らかな水を大切にする。
・みんなで助け合い文化を保持する。
・お互いをみとめ合い、いい町をつくる。
・お年寄りを大事にし、長寿の町にする。

・森林を伐採せず、緑豊かにする。・川に物
を捨てたりせず、きれいな川を保つ。・昔な
がらの文化をくずさず、若者に伝える。・人
の気持ちを理解する。・年寄りを敬う。

254
１．ともに助け合い、思いやりのあふれた町
１．文化があり、伝統のあふれた町

１．自分の周りに困っている人がいたら、助
けてあげられるような思いやりのある町
１．古い建物や伝統のある物を守り続けた
い

255 文化があり、伝統あふれた町 古い建物や伝統のある物を守り続けたい！
256 １．自然を大切にし、緑のある町 １．自然を大切に森をたくさん作る。

257

ぼくたちの香取市は、利根川を中心に発展
し、すばらしい伝統のある町です。ぼくたち
はこの豊かな自然と伝統を守り、住みよい
やさしいまちをつくるために市民憲章を定め
ます。
・みんなで守ろう自然豊かな水のさと
・みんなにやさしいまちをつくろう
・みんなで伝えていこう　すばらしい伝統
・笑顔いっぱい香取市
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作品
番号

意見・文案 説　　明

258

　わたくしたちの香取市は、水と緑に囲まれ
た自然豊なまちです。
　この自然と深く関わりながら発展してきた
まちです。
　わたくしたちは、この自然と長い歴史のあ
る伝統を守り育て、住みよいまちづくりをつく
るためこの憲章を定めます。
　１　自然を守りきれいなまちをつくりましょう
　１　弱者をいたわり、ともに助け合い、心の
ふれあうまちをつくりましょう

香取市には沢山の川が存在していて、今ま
で農業商業に沢山の恩恵を受け発展してき
たので前文には旧市町と同じく水と自然をう
たう
少子高齢化時代のため、いたわりの精神を
うたう

259

１．わたしたち香取市民は、自然美を大切に
します。
１．わたしたち香取市民は、規則を守る生活
を大切にします。
１．わたしたち香取市民は、いたわり合い、
健康を大切にします。

香取市民が主体となり明るくすみ易い町と
なるようにという願いをこめて。
　利根川や自然が永遠に続き、人間として
の生きる決り
（規則）、人間としてのいたわり、と健康な体
が市民にとって大切と考えます。

260

『ポイ捨てのない小奇麗な町,故郷にしよ
う！』
＜古い歴史と伝統を持った水と緑が美しい
観光の町＞
①空缶 ②空PETボトル ③空弁当器 ④空タ
バコ箱
⑤ペット犬の糞とティッシュ　⑥折れ傘
＊私はポイ捨てはしません。
＊私は友人や知人にポイ捨ては止めようと
呼び掛けます。
＜ポイ捨て防止条例の町＞
3)自治会に入リ、お互い助け合って生活て
いこう！
　自分に出来るボランティア活動を行なお
う！
　お互い自宅や会社前の清掃に努めよう！
　私有空き地は迷惑掛けないよう管理しよ
う！
 私はこの町が大好きです、この町に永住し
ます！
　子孫に小奇麗な町、住み易い町にして引
き渡そう！

261

１．環境美化につとめよう。(環境緑化整備）
２．大切な水と緑を守ろう。(自然を守ろう）
３．明るい、住みよいまちづくりをすすめよ
う。(環境整備)
４．地球温暖化防止に努めよう。(地球環境
の整備)
５．大切な伝統文化と歴史を守ろう。
６．積極的に市の行事に参画し、情報を共
有しよう。(連帯感の高揚）
７．スポーツを通じて青少年の健全育成を
推進しよう。　　　　　　　　　　８．地域での一
声運動の輪を広げよう。(防災、防犯への連
帯感）

262
出来る事を、出来る人が、出来る時にしよう
これが本当の自発性

何事も押し付けない。よく本人の意見を聞
き、何が、何時なら出来るか話し合うことが
大切と思います。

23
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番号

意見・文案 説　　明

263

１．明るく、楽しくいい町をつくりましょう。
２．ルールを守り、いい環境をつくりましょう。
３．ゴミをゼロにし、いい地球環境をつくりま
しょう。
４．川にゴミを捨てない　いい町をつくりま
す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．
同じ場所で住んでいる皆で協力していい町
をつくります。
６．自然をもっと大切にし、明るく美しい町を
つくります。
７．ゴミ捨てをなくして、町をエコにしましょ
う。
８．自然を大切にし、ともに喜びあい健康で
幸せな町をつくります。

264

１．自然をいつまでもきれいな香取市にしま
しょう。
１．元気なあいさつ笑顔がたえない香取市を
つくりましょう。
１．伝統的な建物、自然を大切にいつまでも
残しましょう。
１．争いのない、豊かな香取市をつくりましょ
う

265

１．ポイ捨てのない香取市
１．みんなにやさしく
１．きまりを守ろう
１．楽しく過ごそう

266

・明るく自然を大切にして、豊かな町をつくり
ましょう。
・水がきれいで、自然ある町をつくりましょ
う。
・市民が元気で、にぎやかな町をつくりましょ
う。
・文化を大切にし、美しい町をつくりましょう。

267

１．自然を大切にして、自分で出したゴミは
持ち帰り美しい町をつくる。
２．困っている人がいたら助け、心のやさし
い町をつくる。
３．元気で楽しい町をつくりましょう。
４．きまりを守り、住みやすい町をつくりま
しょう。

268
・自然を大切にします。
・みんなで助け合います。
・元気で楽しい町をつくります。

269
・ポイ捨てをしない。
・虫や自然を守る。
・楽しい町をつくろう。

270
自然を大切にして　みんなで助け合って　楽
しい町をつくりましょう。

271

自然をみんなで守る
美しく住みやすい町をつくる
自然を大切にして住みやすい町をつくる
ともに助け合い　明るい家庭の楽しい町を
つくります。
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作品
番号

意見・文案 説　　明

272

１．お互いを思いやり、家族や友達を大切に
する。
１．見てみぬふりをせず、きれいなまちをつく
る。
１．ルールを守り、ゴミのない香取市にしま
しょう。

273

・協力しながら、自然豊かで明るい町をつく
りましょう。
・ゴミがない町をつくりましょう。
・明るい町をつくりましょう。
・元気な町をつくりましょう。
・心がやさしい町をつくりましょう。

274
・ゴミのない町にしよう
・なにごともない町にしよう

275

今ある自然を大切にして　ずっと残していき
ましょう
水や自然を守り　鳥などの生き物が住みや
すい町をつくりましょう

276

・緑をいっぱいにします。
・ごみを捨てません。
・みんな協力します。
・昔の家は壊したり傷つけたりしません。

・木や緑などは、悪い空気を吸って、酸素を
作るからです。・ゴミを捨てたら、ゴミを拾う
人が大切だからです。・一人だけでやってい
たら、何も解決しないからです。・もし、昔の
家が壊したりしたら、観光の人が見に来て
なかったら困るからです。

277

ぼくは、なるべくいらない物があってもリサイ
クル活動をしたいです。あとは、大人になっ
たらカチッとなったらじゃなく、ろうそくで火を
つけて明るく照らしたいなあと思いました（一
つの部屋の目安2本）。服はたくさん買わ
ず、２，３着でいいなあと思います。

ぼくは、ホテルみたいな電気があるので電
気代では20万円～30万円くらいはするのか
なあと思いました。お金を使いまくると、なに
もできなくなるので1ヶ月3万円くらいにおさ
えたいと思います。

278
１．川や海などにゴミを捨てません。
２．資源のむだづかいや環境破壊はしませ
ん。

１．川や海などにゴミを捨ててしまったら生
き物がかわいそうなので、この１のような文
章を考えました。
２．環境破壊をしてしまうと地球も影響する
ので考えました。

279

私たちの住む香取市は、緑豊かな田畑の風
景、歴史ある町なみ、そこにくらす、やさしい
人々、そんなふる里を守るため、市民憲章
を定めます。

いつもみんなが明るく、楽しく、気持ちよく生
活できるそんな町であってほしいという意味
です。

280
ゴミを少なくしたり　きちんと分別したりしてき
れいな町にします。

ゴミが増え続けているから。・エコバッグを
持って買い物をしてゴミを少なくする。・決め
られた袋や場所にきちんと捨てて、きれい
な町に変える。・リサイクルに協力する。こ
れからゴミを減らす運動をする。

281 活気ある香取市みんなの故郷小江戸佐原
数年前に比べ、観光客が増えたと思いま
す。もっともっと佐原を知ってもらいたいで
す。

282 ・木を大切にして豊かな町をつくろう。
二酸化炭素を吸って酸素を木ははいて、人
間は酸素を吸って二酸化炭素をはくから
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作品
番号

意見・文案 説　　明

283

わたしたちの香取市は自然にみちあふれて
いたすばらしい町です。この町をわたしたち
が一生守りぬくためにここに市民憲章を定
めます。
１．自然を大切にし、きれいな町をつくりま
す。
１．１人１人が思いやりの心を持ち、心があ
たたかくなる町をつくります。
１．元気で笑顔のたえない町をつくります。
１．きまりを守り、だれ１人いやな気持ちにさ
せない町をつくります。
１．伝統文化を守り続ける町をつくります。

・香取市はもともときれいな町なので、ゴミ
のポイ捨てをやめてほしかったので、自然
を大切にすることを書きました。・１人１人が
思いやりの心を持てば、仲良くなるのでは
ないかと考え書きました。・元気でみんなが
笑顔だといいなと思い決めました。・きまり
を守ったら　だれもいやな気持ちにならない
だろうと思いきめました。・ただ伝統文化を
守りたいのでこう決めました。

284

私達が住んでいる香取市は、豊かな緑に囲
まれている所です。伊能忠敬の家、小野川
沿いのきれいな家、商店街など、ほかの所
にはない魅力があります。それをよごさない
ためにここに市民憲章を定めます。
・香取のゴミをなるべくへらして、豊かな緑を
つくっていきましょう。
・佐原(旧佐原市)は、古風なお店や、ふるさ
とフェスタさわらがあります。他の所も様々
なみりょくがあるので、地域活性化を目指し
ましょう。

285
一人ひとりが手を携えて
住みよく　心ゆたかな
いこいの場　香取

手を取り合って見守ろう(安全)
心地よい　物が豊富で心、愛情の満ち足り
ている　市民が安心して休息の場

286

古くからの大自然、そして老舗の並ぶ小野
川沿いは、江戸時代を錯覚させる街並み。
北総の港、醤油や穀物、油などを色々な回
船が江戸へ届けていった。古の夢が甦る。
夏と秋の祭りでは賑やかに引き廻す山車が
小野川に映える光景は素晴らしい物だ。以
前からの古き良き時代の大いなる遺産を
もっと人々に観てもらいたい。それには小野
川の岸の狭い道に駐車場の確保を少しず
つでも計画的に推し進める必要があると思
う。

287

１．水と緑と伝統に育まれた魅力あるまちづ
くり　　　　　　　　　　　　２．思いやる気持ちに
支えられる安全なまちづくり
３．歴史と伝統に培われた文化のかおるま
ちづくり
４．大地の恵みに感謝する心をもったまちづ
くり
５．世代をつなぎ未来に続くまちづくり
私達、香取市民は上記のまちづくりを目指し
て市民一人一人が協力して暮して行くことを
宣言します。

まちづくりをキーワードに地域の特色を踏ま
えて文案をつくりました。

288
私たちは自然を大切にし　みんながわらって
いられ　一人一人が助け合える町にしてい
きます

私たちのふるさと香取市は水がきれいで自
然豊かな町です。この町を守るために協力
してよりよい町にするためにがんばっていこ
うと思います。
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289

私たちは香取市が好きです。水の町・森の
町・青い空の町　祭りのにぎわいが、市民の
元気の元です。私たちは、みんなで活気の
ある市を作っていきます。

佐原市と小見川の水、山田、栗源の森、す
べてのまちにある青い空を元に　みんな元
気で活気ある町になるようにと思いました。

290 緑にあふれ　地図の町　小江戸佐原

田んぼや畑がたくさんありながら、日本で最
初に地図をつくった人が佐原の人で、川沿
いの景色は、昔からの町なみを思わせる、
とてもすばらしい事

291

水や緑を大切にし、自然ゆたかな町をつくろ
う
みんな元気で笑顔があふれる明るい町をつ
くろう
お互いを思いやる心やさしい町をつくろう

292
つねに明るい心と健康な体をきたえましょ
う。

いつでも心身共に健康で元気な市民であ
り、勉学や仕事に取り組める願い

293
環境を大切にし、より住みやすいまちをつく
りましょう。

水や緑を大切にし、豊かな元気いっぱいな
町をつくります。

294 わる口を言わない

人の悪口をいうと人にも傷つくし、自分も気
持ちが悪くなるから。やった人は、やられた
人の気持ちを考えないでやっているからや
めてほしい。

295

香取市は、利根川や黒部川といった川を中
心にして、いろいろな川が流れているので、
みんなが協力して川をきれいにしていきた
いと思う。

これから、みんなが協力して、川をきれいに
すれば、自分たちも気持ちいいし、川に生き
ている生物たちも、住みやすくなるので、い
いと思った。

296
子供からお年寄りまでが元気な町にしてい
きましょう。

子供からお年寄りまでが元気だと気持ちい
いし、ほかの県や町から「香取市は子供か
らお年寄りまでが元気だわ。」と言われたら
うれしいからです。

297 緑・川・海などがきれいなこと。
ゴミをポイ捨てせずに、むだに電気や水を
使わないこと。

298 毎日、ゴミゼロ運動
きれいな香取市を目指して、ゴミを見つけた
ら拾うのを心がけてきれいにする。

299
自然を大切にして、美しいまちを作ります。
（ましょう。）

自然がなくなったら、空気がきれいじゃなく
なっちゃうし、緑が少なかったら美しくないか
ら。　　　　　　　　木をいっぱい植えて、自然
を豊かにしていきましょう。

300 自然をもっと増やしてほしい。
今、環境問題でCo２が増えているから、そ
のCo２を減らす自然(木）をふやしてほしい。

301
・緑が多い
・みんなが仲良し
・いじめがない

302
・ゴミを捨てずに、ふるさとの自然を守り、き
れいなまちをつくる
・安心で明るい住みやすいまち

・何年先になっても自然を大切にしたので、
小さなゴミでもポイ捨てせずにきれいな町づ
くりにつながるのではないかと思ったから。
・一人一人が少しでも住みやすい町にした
いからという心がけしだいで町は、変わるの
ではないかと思ったから。

303 緑に囲まれた豊かな市をつくります。
自然に囲まれて緑の豊かな市にしたいから
です。

304

・人とのふれあいを大切にして、明るい市を
つくりましょう。
・大切な水や緑を守り、未来につなげましょ
う。

・人とふれあって、みんなで協力して明るい
市をつくる。
・香取市の豊かな自然を未来に残す。

305
ポイ捨てはやめて、ちゃんとごみ箱にすてま
しょう。

川や香取市がきれいになる。
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306
一人一人が思いやりをもち、みんなと協力し
合いましょう。

わたしは、みんなが協力し合うには、一人
一人が思いやりの気持ちをもつことが、大
事だと思ったからです。

307
自然を大切に、美しい市に、きれいな市にし
ていきましょう。

きれいだと気持ち良いし、自然を大切にす
ることは大切だし、美しい市のほうがいいと
思います。

308

１．水や緑の色を、明るい色にし、豊かな市
をつくります。
２．人を思いやり、心ふれ合える市をつくりま
す。
３．自然と人間がふれ合える楽しい市をつく
ります。

１．今の川は、あまりキレイではないので
もっとすずしい明るい色にし、緑をきみどり
色にしげらせ、ゆたかな市を築きたいと思
いました。　　　　　　　　　２．もう少し人を思
いやり、自分から心を開き、人と交流し、社
交的な市を築きたいと思いました。
３．もっと、このキレイな自然とふれ合って、
自分の趣味やマイブーム、そして健康にも
つながる散歩をしたり、自然の中で、いろい
ろな発見をしていきたいと思いました。

309
①１人１人が、きれいなまちを目指そう！
②ルールを守って安全なまちにしよう！

①ゴミが落ちてたりすると汚いから、もっと
きれいにしたいと思って。

310
・伝統の祭りをもっと有名にする。
・民宿を作る。

もっと観光客を呼ぶ

311 みんなが助け合い、ゴミもすくない町 人は助け合い、ゴミなどがない町

312
１．工場をなるべく少なくしてほしい
２．緑を増やす。
３．いつまでも伝統を守る。

１．理由は、工場の煙が空気を汚くしてしま
うから。
２．木や花などを植えて、Co２を削減する。
３．昔ながらの伝統を守り、未来につなげ
る!!

313
イベントとかでもゴミが出ない
いつもゴミが出ない
祭りを盛り上げる

きれいな町　有名になる

314

いつもきれいで　にぎやかな　佐原になって
もらいたい。
・佐原の伝統を守る
・明るい町にする。
・もっと、いろんな施設をつくる。
・高速道路をつける。
・ホテル

佐原が好きなので、いつもにぎやかな町に
なってほしいから。

315
①「ゴミ１つない香取市」目指して１人１人が
意識を高めていく。
②「佐原の大祭」を全国的に有名にする。

①汚いとイメージが悪くなるから。
②まだまだ小規模な祭りなので、もっともっ
と有名にして、観光客を増やせたらいいか
ら。

316

・ゴミを捨てないでほしい。ゴミを捨てたら罰
金!!
・古い町なみを大切にしてほしい。
・川をキレイにして大切にしてほしい。

・祭りの後、道を通るとき、たくさんのゴミが
落ちているので、ときどき弟と拾ったりしま
す。それでも減らないゴミを捨てないでほし
いと思ったからです。
・ゴミが落ちていたり、古い家を少し壊してし
まったりすると、佐原の古い町なみをイメー
ジ的にこわしてしまうからです。
・小野川がすごく茶色い・・・。川にゴミを捨
てるなどをするから、川に汚れたものが流
れてしまうからです。
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317

①佐原の大祭、歴史ある建物をほこりに思
う町にしてほしい
②人々の争い事などなく、笑顔があふれる
町にしたい
③人間・動物・植物が住みやすい町にして
ほしい

①佐原の伝統の大祭や歴史を感じる建物
を大切にできる町にしてほしいということ
②事件や事故など、あまりないように、また
笑顔で暮せる町にしたいということ
③誰にでも住みやすい町にしたい

318

◇ごみなし清潔な佐原
◇駅の部分がちょっとさびしい「小江戸まさ
り」と言ってるくらいならもうちょいにぎやか
に。

◇ちょっと　ごみが多い気がするから　例）
タバコ、ビン、カン・・・◇町中だけにぎやか
で観光客の来る駅がつぶれてる店がある
からもうちょっと考えた方がいいと思いま
す。（かたよりすぎ、佐原限定品を考えれば
いいのでは？）

319
①偉大なる祭りにしよう！
②ゴミをなくそう！

①世界に、誇れる祭りにしたいからです！
②路地などにゴミが落ちていたからです！

320 ①ゴミのない町にしたい！
①祭りとかになると、いっぱい道にゴミを捨
てる人とかがいるから

321
・どこに行ってもきれいなまち。
・さわらの祭りは、大人が酔ってさわぎすぎ。
・安全な祭り

きれいなところ、汚いところがあるから。
・みんな酔っていてうるさい感じだから。
・人が一点にかたまっていてぶつかったら
あぶない

322
・ゴミがない佐原市
・環境にやさしい佐原

・祭りの後やふだんの道にゴミが捨ててあっ
たから。
・電気や水の使いすぎを減らしたいから。

323

・みんながあいさつをきちんとできるまち。
・川がきれいにして泳げるくらいにしてほし
い。
・ゴミが落ちていない道路。
・遊園地をつくってほしい。

・人と人がすれちがったときなどにあいさつ
をできるように。
・泳げるくらいだったらプールに行かなくて
すむ。
・祭りの日のゴミがすごく多かったから、ポ
イ捨てをしないようにしてほしい。(ポイ捨て
したら罰金３万円位取った方がいい。）
・遊べる所がほしい。

324
交流深き町にしてほしい。
今、おもちゃ屋とかないから、小さい子供の
ためにそういうのをつくってほしい。

町内の祭りもあるけど、他にももっとイベン
トをして、かつ、掃除も上手な佐原になって
ほしいです。

325 ・伝統や町にほこりを持って、大切にしよう。
・町や伝統を大切にして　自分たちの町に
ほこりをもつ。

326
伝統を守れる　四民平等で平和にすごす
緑が多い　市民のみんなが仲良く　みんな
助け合う

香取市内にはいろいろな伝統があるから
みんな平等の方がみんなうれいしいし　平
和　　　　　　緑が多い方が、なんだか気持
ちいい　市民みんなが仲良くした方が市が
明るくなる　助け合う「心」が大切☆

327 ごみ一つない町 祭りなどでごみをたくさんみるから

328

・ゴミのないきれいなまち(古い街並を守
る）。　　　　　　　　　　　　　　　・伝統的な佐原
の祭りを盛り上げる。
・観光場をふやす。

・清潔な町になってほしいから（歴史を感じ
るから）・何百年もの歴史を守っていきたい
から。　・佐原が有名になってほしいから。

329
みんなで協力してきれいな町
笑顔で仲良く暮せる町

みんなが平和で仲良く暮せる町にしたいか
ら

330 ゴミの少ない佐原にしたい。
祭りの日はすごく汚くなってしまうから、もっ
ときれいにしたい。

331 ごみ一つない佐原 ゴミが少なくなってほしいから

332 ゴミがない佐原
祭りの後に道端にゴミがたくさん落ちている
から、ゴミはちゃんと拾って捨てる。

333 緑あふれる永遠の町　佐原
都心から消えゆく美しい緑を残した永遠に
ゆたかで優しい緑が未来まで続くように

334 にぎやかな街 活気のある街になってほしいから
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335 駅前が明るい町がいい 駅から降りてきたらシャッター街で暗いから

336
①佐原の大祭でゴミがなくなるようにしたい
です。
②川をよごさない。

①ポイ捨てをなくしてもらいたいから
②小野川が少し汚れているから

337
１．市民が好む町を作ってほしい。
２．古い町並みを残してほしい。

１について・・・ゴミが少なく市民が大切にし
たい町。２について・・・古い建物を壊さず残
してほしい。

338
伝統のある祭りをしたい
すごくきれいな町にしたい
川をきれいにしたい

339 ゴミ箱を増やそう！ 道などによくゴミが落ちているから
340 佐原の伝統や町並みをいつまでも 祭り、町並み

341 ゴミのない町
・祭りのときにゴミなどが落ちているのでき
れいにしましょう。・ゴミの処理(自分で出し
た物）は自分で処理しましょう。

342
道にゴミなどが落ちていたら、積極的にゴミ
を拾える香取市にしよう。

道などによくゴミが落ちているのでちゃんと
拾おう。

343
夏祭りは楽しいけれど危険がいっぱい　ゴミ
いっぱい　いつかこれらがなくなるといいな。

佐原の祭りは山車が町をうねり歩くという独
特の形式で関東三大祭の一つにもなるほ
どの祭りですが、最近はタバコや酒を飲ん
でいる子供を見かけるようになり、ゴミのポ
イ捨ても行われているのです。なので祭り
に来る人は「きたない」や「ふけつ」と言う人
も出てきています。なので、ぼくはこれ以上
この祭りをよごさないよう努力したいです。

344 きれいな町にしよう。
ゴミなどがよく落ちているので、ゴミなどをな
くし、町をきれいにしていこうと思った。

345
いつでも　きれいな　香取市をめざして
ごみひとつなく　みんなが笑顔で　暮せる香
取市にしよう!!

いつも、香取市を歩いていると、あいさつが
少なかったり、そこらへんにゴミが捨てられ
てあるからです。

346 ゴミのない香取市にしよう。 たまに道にゴミが落ちているから。

347 どんな時でもきれいな香取市
祭りなどで行事があると、道路のいたるとこ
ろにゴミなどがあるから

348
笑顔のあふれる　自然のあふれる　助け合
いの街

市民みんなが笑顔で自然を大切にして、助
け合い暮しているということ。

349
ゴミはごみ箱に捨てて、ゴミを見つけたら拾
う

少しずつきれいにして、きれいな町に住み
たいから

350 ごみのない　きれいな街
祭りのときにゴミが多いので、みんなで協力
して減らしたい。

351 ゴミがない香取市にしよう。 ゴミが目立つからなくそうと思った。

352
・ゴミのないきれいな町にしよう。
・進んであいさつをしよう。

・自分で出したゴミは、自分で持ち帰ればき
れいな町になる。
・進んであいさつすれば気持ちいい

353 伝統をいつまでも引き継いでいこう。 山車祭りをいつまでも。
354 ゴミのない、香取市にしよう！ 祭りなどでゴミがあるから。

355
・もっと明るい町に！
・ゴミのない町

・駅前とかさびしいので、もう少し活気があ
ふれる町づくりを目指した方がいい。
・祭りの後とか、けっこう汚いので、ゴミ拾い
などを積極的に。

356 守ろうよ　郷土の町並み　良き文化

佐原には、古き良き町並みがあるので、そ
れをずっと守っていこうという思いと、祭りな
どの良い文化を大事にしようという思いか
ら、この文にしました。

357 みんなで協力して美しい町にしよう！
学校で掃除などをしているが、それを学校
以外でボランティアをして美しい町にしよう。

358 汚れのない　住みよい町に！
市民一人ひとりが意識を持って町にゴミな
どが落ちていないように！
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359 豊かな自然を未来につなげよう。
香取市は、豊かな自然がたくさんあるので、
この自然を未来に残していこうということで
す。

360 ゴミのない香取市に
お祭りなどのイベントの時、観光客がいる
のに道にゴミがあって汚いから

361 忘れない　まちへの思いやり。

小さいときからお祭りや歴のある豊かな自
然に囲まれて育ったことに感謝し、まちへの
思いやりの心を忘れなければ、伝統や自然
マナーなどを守ることができると思います。

362

香取市のことについて紹介したいと思いま
す。　　　まず、市の花について紹介します。
市の花は、あやめです。そして、市の文化祭
りは、佐原の祭りです。それと、佐原で有名
な偉人は伊能忠敬などです。あと、佐原で
有名な食べ物はすずめ焼きなどです。すず
め焼きとは、小さな小魚を開いて干してある
ものです。でも、昔は本当のすずめをつかま
えて、そのまま焼いていたものをすずめ焼き
と呼んでいたそうです。そして、ぜひ佐原を
見に来てください。

今回は、香取市の有名な花や食べ物や祭
りや有名な昔の人などを中心的に考えてし
ました。そして、その物や花などのことを詳
しく書いてあります。ぜひ、読んでみてくださ
い。

363
・ゴミのない市にしたい。
・市の行事などに、全員で協力する。

・ゴミがあると汚いし、市の印象も悪くなるか
ら。
・みんなで協力することで、楽しいし、市の
感じが良くなるから。

364 笑顔のあふれる街 市民が笑顔な街

365
ごみのポイ捨てをなくそう。ポイ捨てをなくす
には、街のところどころにゴミ箱を設置すれ
ばいいと思う。

ところどころにカンなどのゴミが落ちている
ので、ゴミ箱がところどころにあればポイ捨
てがなくなると思ったから

366
道にゴミが落ちていないきれいな香取市に
しましょう。

たまに道にゴミが落ちているので、道にゴミ
を捨てないようにする。

367
・ごみのない佐原にしよう。
・あいさつのできる明るい町

・ゴミを捨てないで、きれいな町にする。
・近くの家同士の交流で、いろいろ助け合っ
ていく。

368 佐原の伝統をいつまでも お祭りとか町並み
369 ゴミのない日常生活にしたいです。
370 １人１人のボランティアで輝く佐原 一つ一つ拾えば町はきれいになるはず
371 伝統ある佐原のマーク

372
・佐原の歴史を大切にルールやマナーを
守って行動しよう

祭りなどで楽しい時、ルールやマナーを意
識して行動すれば楽しいことがより楽しくな
ると思ったからです。

373 ゴミをきちんと捨てよう！
ゴミを１人１人が捨てなければ町はきれい
になると思うし、そういう習慣をつければ、
捨てようと思う人はいなくなると思うから

374 ゴミがないきれいな市にしたいです。
みんなでゴミを拾ってきもちよくすごしたい
からです。

375 ゴミひとつない香取市にしたい 香取市をゴミ一つもない町にしたい。

376 めざせ香取ゴミひとつないきれいな町
私達の香取をゴミ一つないきれいな町にし
ようということ

377 ゴミがないきれいな市にしよう。 ゴミが一個もないぐらいきれいな市にしたい

378
早寝、早起き、朝ごはん、しっかりとした食
事をして、健康に生活。

ちゃんと食事をし、病気にならないように毎
日運動をしたり、バランスの良いしっかりと
した体をつくろう。

379 ふるさとの文化を世界中に伝えよう！
香取市は古い町並みや昔ながらの文化が
あります。それをもっと伝えよう。

380 安全で緑の多い町 事故がない町、緑が多くいてきれいな町

381
ゴミのない　きれいで　住みよい　町にしよ
う。

いろんな場所で、ゴミが落ちているのを見か
けるから。
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382 健康的で安全な町にしよう！ 健康に安全な町にしたいから

383 ライタータバコの扱いに気をつけよう
・子供がライターを使って、火事をおこした
事件がこのごろあるから。・タバコは、子供
などに害があるから。

384
・古い町並み、文化を守る。
・ゴミ一つない香取市へ

・昔からの文化を守るためには、１人１人が
町をきれいにしていく努力が必要だと思い
ました。

385 江戸の文化を大切にしよう！
伊能忠敬さんがやったことを忘れずに、いｔ
るまでも文化を大切にしてほしいから

386
・安全で楽しく暮せる町をつくろう！
・一人一人が気をつかえる人になろう！

安全で楽しいほうがいいとおもうから

387 ごみのないきれいな所にする。
いろいろな人がポイ捨てをしたりゴミを置い
て帰ったりしているから。

388 ゴミを捨てない。 ゴミ箱までいって捨てる。
389 健康的で安全な町にしよう。 健康に安全な町にしたいから

390 ゴミ一つないきれいな町を造ろう!!

香取には関東三大祭りにもなっている佐原
の大祭があります。祭りには観光客がたくさ
んくるけど、町中には、ゴミがたくさんありま
す。なので、普段も祭りの日もゴミが一つも
ないきれいな町にしたいからです。

391 事件・事故などの少ないまちにしよう
392 町並みや文化を大切にしよう。

393 事故のない安全な市にしよう。
安全にみんながすごせるようにしたいから
です。

394 ごみのない町にしましょう。 祭りの後に、ごみが多いから
395 ゴミを捨てるな！ 大祭などはゴミが多いから
396 動物を保護しよう。 そのために地球にやさしく生活する。
397 ない ない

398 みんな仲良く安全に暮せる町にしよう
仲良くは、困っている人がいたら助けてあ
げる　安全は事故なく暮せる町

399 ポイ捨てゼロのきれいな町並み ゴミが落ちていないキレイな町

400
今の佐原の文化伝統を守り地域で協力し、
笑顔のたえることのない町にしよう。

今の佐原はだんだん観光客は増えている
けれど、観光客の捨てるゴミが増えている
ので、地域のみんなでボランティアなどのゴ
ミ拾いを行いたいです

401
佐原の伝統文化を大切にして環境も大切に
しよう

今の佐原は伝統の祭りでゴミがいっぱい出
ているので、ゴミを減らせたらいいなと思い
ました。

402
・伝統のあるさわらの町並みを守りましょう。
・自然あふれる、豊かな町にしましょう。

・伝統ある佐原の町並みを守りたいと思っ
たから。
・自然をもう少し増やした方がいいと思った
から

403
・自然を守り、豊かな香取市にしましょう。
・ルールを守って、交通事故のない安全な
町にしましょう。

・小さな植物も大切に守り育て、自然豊かな
町にし、ルールを守りちいさな事故も無いよ
うな町にしよう！

404 交通事故の無い町づくりをしよう できるだけ交通事故によるけが人がへるよ

405
地域の人々との関係を深め、協力し合って
よりよい町にしていくましょう

地域の人々が協力しなければ、よりよい町
にいしていくのは無理だし、つきあいは大切
に、この文章をつくりました。

406 きれいな町にしよう。 ごみのない町

407 地域の文化に親しみ受け継いでいこう。
古くから伝わるその土地の文化に親しみ、
ずっとつないでいくことが大切だと思ったか
ら。

408 豊かな自然が残る町にしよう。
森林伐採とかで自然がなくなっているから、
せめて香取市だけでもと。
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409
・ゴミが一つもなく明るい町。
・古い町並みを守る。

・ゴミがあると気分が悪くなるから、ゴミをな
くし、明るい町になるようにするということ。
・古い町並みは大切なものだから、みんな
で守ろうということ。

410
みんなで助け合い、思いやりのあるあたた
かい町にしよう。

香取市があたたかい町になったらいいなと
思って考えました。あと、助け合うということ
は大切だと思いますんで。

411 みんなで目指そう　ごみのない町並みを ゴミが多いと思ったから
412 全員平等

413
いつまでも住みたい　自然が豊かな市にし
よう

414 歩きやすい町にしよう。

香取市には古い建物がたくさんあって　國
の重要文化財などになっているから　草な
どが生えていると　せっかく佐原まで来てく
れる観光客が建物は素晴らしいのに歩きづ
らいってなったら、観光客が減ってしまうか
ら。

415 明るく元気にあいさつしよう。 あいさつをすると気持ちがいいから

416
・ポイ捨てをしない
・緑を大切に

香取は自然が多いので緑を大切にして、さ
らに地球を大切にする。ポイ捨てゴミを拾っ
たり、一つゴミをなくし、きれいな町づくりを

417 みんなで守ろう　みんなの町を
だれかが町をよごしたりしても、ほかの人が
きれいにしたり、助け合える町にする。

418
みんなでつくろう!!　ごみのないきれいな市
に!!

１人１人の手でキレイにしましょうと・・・。

419
どんな人が来ても佐原は素晴らしい町だと
思われるようにしよう。

誰が見ても素晴らしい町に見えるようにす
る。

420
いつまでもその町の歴史と伝統を残してい
けるように環境をきれいにしつづけられるよ
うにしましょう。

421 ゴミの少ない、きれいな町
祭りのたびにゴミ箱からゴミが出ていたり、
散乱しているから

422
①自然を大切にする
②心と心をかよわす
③明るく元気なあいさつをする

①小野川や緑がきれいだから
②どんな人でも仲良くして楽しく暮したいか
ら。　　③気持ちのいいあいさつをすると、そ
の一日が気持ちよく暮せると思うから。

423
・住みやすい環境
・緑を大切に

年をとっても良い環境の中で平和に暮せる
ようにしたい。

424 健康的な暮らし
体を動かして体を鍛えたり、栄養バランスの
とれた食事をとったりして、かぜや病気を防
ぐ

425 ゴミのないキレイな町。 ゴミとかが町の中にあったから

426
・古い文化
・ゴミを少なくきれいに

・祭りや花火大会など長年続いてきた文化
が多いし、そのときに出るゴミや食べ残りな
どが多く出るので、きれいにしたいと思い書
きました。
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427

(前文)往古、香取の海を擁するも、歴史の
変遷にて、今は利根川が悠久の昔より、香
取の杜を中心に東西に流域を巡らしてい
る。農耕地や古色蒼然たる丘陵地帯を連ね
て、豊かな「水｣と「緑｣と「人｣との調和ある創
造生活を育んでいる。私たちはここに住みよ
い「香取｣を作るために市民憲章を定めま
す。
一、人を愛し、心の触れあう住みよい香取を
つくりましょう。
一、自然と文化をまもり、豊かな香取をつく
りましょう。
一、未来に輝く人材の香取をつくりましょう。
一、健全な体を鍛え、明るい香取をつくりま
しょう。
一、勤労を尽くし、平和な香取をつくりましょ
う。

428
知らない人にも知っている人にも大きな声で
あいさつをしよう

朝でも夕方でもみんな大きな声であいさつ
をすれば街中が明るくなって観光客の人も
地元の人もきっと気持ちがいいと思うから

429 まごころ　おもいやり

430

佐原賛景
おいでおいでよ、
佐原の町へ
春ならば春の風が
優しく当たる
小野川の水に
春が舞う
喜びが昔も今も
古町に生きる

431 ふるさとの緑を大切にしよう！
ふるさと(香取市）の緑を大切にして、これか
らも、住みやすい香取市を未来につなげた
いから。

432
スポーツ大会は、子供から大人まで楽しめ
るマスターズ水泳大会も実施してほしいで
す。

433

市民は明るさと相互に日常の和を大切に生
活しよう。
▲日日の言動。
相互に個人は伝え合う、気にし合う、声を掛
け合う、そして心寄せ合う。これらに関わり
を持つ１人１人でありたい。
▲心構え。
感じられる己(自分)でありたい。利己に捕ら
われず他にも心を向け思いやれる，育やか
に希望の明日への眼差しを持ち続けたい。

最近個人重視の意識と自己中心の考えが
個別孤立へと進んでいると思える。淋しい
個々ではありたくない。これは個人情報保
護法？（個性重視、情報保護）の過敏解釈
の反応が相互に小さな親切（旧オセッカイ）
の出せない考え方に影響をきたしていると
思え、行き過ぎを是正した姿勢をそれぞれ
が出し健康長寿宣言都市でもあり快居(明
るく元気）な相互の和につなげたい。

434

わたしたちの香取市は豊かな自然に囲まれ
た　古き良き伝統のあるまちです。
わたしたちはよりよいまちづくりのため、ここ
に市民憲章を定めます。
一、大切な自然を尊重し、美しいまちをつく
る
一、伝統ある文化を受け継ぎ、未来へ残す
まちをつくる。
一、ともに協力し、助け合い、生き生きと暮
せる豊かなまちをつくる。

・緑豊かな佐原の自然を、次世代につなげ
たいと思ったから
・古き伝統、現代の姿が融合した貴重な地
域として残す価値があるから
・人を愛し、地域を愛す　そんな市民の姿勢
をいつまでも忘れずにいたいから
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435

香取市は、豊かな利根川の水と緑の大地
「水郷の郷」文化と偉大なる歴史「地図の
町」、は市民の誇りです。
この誇りある自然と歴史を愛し、市民参加
の希望に満ちた住みよい町づくりを目指し、
市民の自覚と願いをこめて、この憲章を定
めます。
１、自然と歴史の遺産を尊び、文化の薫る、
町をつくります。
１、郷土をほこり、教養をふかめ、人間性豊
かな、まちをつくります
１、きまりを守り、安全で住みよい、まちをつ
くります。
１、働く喜びをはぐくみ、明るい家庭とやすら
ぎのある、まちをつくります
１、心と体をきたえ、笑顔とおもいやりのあ
る、まちをつくります。
１、お互いを助け合い、心あたたまる、活気
のある、まちをつくります

市民憲章は、心待ちにしていました。市３町
の心が一つになりますように、そしてより良
い香取市が出来ますように心をこめて作成
してください。
この後、児童憲章もお願いいたします。

436

１．自然に親しみ、水と緑美しき故郷を大切
にします。
１．命を尊び、互いを思いやる優しい心を育
てます。
１．郷土が育んだ文化を愛し、誇るべき伝統
を未来へつなげます。
１．共に学び、共に働き、元気で豊かなまち
をつくります。
１．地域がひとつになって、みんなが支えあ
う、市民の絆を深めます。

故郷のイメージと市民協働のまちづくりを
テーマにしました

437

香取市民憲章～未来へと羽ばたく香取市民
の誓い～
わたしたちは、実り豊かな大地と利根の大
河に育まれた香取市民です。一人ひとり
が、このまちの人と文化を愛し、全ての市民
が幸せと平和を願い、ここに市民憲章を定
めます。
１． 自然を愛し、緑豊かなきれいなまちをつ
くりましょう
１． 人を思いやり、みんなが笑顔で暮せる
優しいまちをつくりましょう
１． 伝統を大切にし、みんなが誇れる文化
的なまちをつくりましょう
１． 勤労・勤勉に励み、活気溢れる元気な
まちをつくりましょう
１． 市民が協力し、快適で暮しやすい安心
なまちをつくりましょう

438 １．明るく元気で楽しい町 皆が明るくて元気で毎日楽しくすごせる町
439 佐原の文化(祭り）をつなげていこう
440 平和な町を築こう ずっと争いのないような町にするために・・・

441 やる気・活気・香取
今年は国体が千葉で行われるから、特にや
る気と活気であふれてるかなと思ったから

442 ポイ捨てを減らそう
よく道とかにスーパーの袋とかが落ちてい
るから、１人１人が気をつけて落とさないよ
うにする。
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443
ゴミがない　文化がすごい　祭り、古い町並
み

ゴミをなくして、文化を大切に、古い町並み
や祭りを多くの人に知ってもらいたい

444
緑豊か、水の郷、自然広がる香取市を大切
に　　　　　　　　　　　古い町並み、伝統ある
祭り　歴史ある香取市を大切にしよう

緑がたくさんあって、自然が広がっているか
ら、これからも緑(自然)を守りたい
歴史ある小江戸の町並みをいつまでも守り
続けたい

445 水と環境

この前できた「水の駅佐原」、名前のとおり
ぼくは水をテーマにつくられたものだと思い
ます。だからこの水、環境をいつまでもずっ
と守っていくことが大切だと思います。皆さ
んいっしょにがんばりましょう！

446 香取市をいつまでも美しいまちに
古き良きまちを大切にしながら商業や工業
などを発展させていこうという意味です。

447 文化を大切に 祭りを保存するなど
448 伝統文化を大切にしてほしい 佐原の祭りがいつまでも続いてほしいから
449 やさしい心を持つ香取市民の人たち 佐原の人はみんな優しいから

450
１．きれいな香取市
２．お祭りをいつまでも残す。

１．ポイ捨てがない香取市
２．伝統を残す

451 ①笑顔・協力・言葉

私がなぜこの３つの言葉を選んだかという
と、今の経済的社会は不況に陥っているか
らです。みんな苦しい中でも頑張ろうと笑っ
て気持ちよく生活できるようにしたいからで
す。協力は、苦しいのだから、みんなで助け
合い、少しでもお互いのことを思いやる心を
持とうと思ったからです。言葉は「ありがと
う」など、相手と少しでもコミュニケーション
を取ってお互いのことを知った方が良いと
思いました。言葉を掛け合い、お互い協力
して笑顔のたえない香取市を!!

452 水郷にある河川を大切に。

最近河川敷や川原などにゴミが多く落ちて
いて、環境に川に悪影響なので、もう少しご
みなどに対する看板を少し(多数の国の言
葉でゴミのポイ捨てをしないように書いてあ
るもの）を増やす。

453
祭りや古い建物など、歴史あるものをいつ
までも大切にする

そのままの意味です。

454
みんなで守ろう古い町並み
いつまでも、佐原の祭り続いてほしい

・古い町並みはドラマの撮影でも使われて
いる佐原の象徴だから
・子供から大人まで幅広い人たちが交流し
楽しめるから

455 祭りを保存しよう 佐原の伝統なので保存してください

456
いつまでも遠くの人たちが香取市に来たい
と思うように古い町並みや伝統の文化を
守ってほしい

最近は、佐原や香取など、他の県から観光
で来る人が増えてきました。なので、これか
らもずっと香取以外の人が香取市に来てほ
しいと思い、この文章を考えました。

457 文化を守ろう 祭りをいつまでも続けたいから

458
・元気なあいさつ
・純粋、真心、気づかい

・みんなが元気にあいさつするように
・心をきれいにする

459
・親しみやすく、伝統のある香取市の町並み
を残そう。

佐原や他の市の伝統ある町並みを次の人
たちに伝えていき、香取市の人たちや他の
人たちにも残していきたいためです。

460 祭りを保存してほしい 佐原の伝統が続いてほしい
461 祭りの文化を大切にしよう いつまでも祭りは続いてほしい

462
佐原の文化「佐原の大祭」をいつまでも残し
てほしい。

佐原の伝統を残したいから

463 この佐原の町並みと文化をそのままに 町並みと文化をのこしたい
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464 佐原を明るく美しく町並みを大切に
佐原には伝統的な祭りがあり明るく佐原の
道や自然などを美しく。古く有名な町なみを
大切に

465

気づかい　あいさつ　笑顔
不要なゴミのない町
活気あふれる町
伝統(文化）を守る
町の未来を考える

お互いを気づかって過ごし、元気にあいさ
つを交わせば皆が「笑顔｣になれると思った
のでこの３つにしました。やはり元気な町と
いうのがいいと思います。ゴミがない町とい
うのは見た目にもキレイで環境にもいいし、
ごちゃごちゃしていないほうが気分がいいと
思いました。祭りなど、とても重要な伝統文
化が香取市にはたくさんあるから。常に先
を見たほうがいいと思う。

466 佐原の大祭をいつまでも保存してください

467 絆・緑・町を大切に
人との絆や緑、自分たちの町を大切にする
という意味

468
もっと祭りを盛り上げろ
香取にもっと工場を増やせ

祭りを盛り上げれば市民の士気も向上する
し、みんな幸せになる。工場が増えればお
金も入るし、いろんなところにお金を使えて
いい。

469 古い町並みを守ろう。 文章のまんまです。古い町並みを守りましょ

470 緑が多い町、古い町並みを未来へ・・・。
緑が多い町と古い町並みを未来へどんど
ん繋げていってもらえるように

471 香取市をもっと豊かな市へ
香取市がより豊かな市になり小中学校等へ
の寄附をしていただきたい。

472 川・海・道ポイ捨てキンシ!!

川・海・道には、絶対当てはまる言葉があり
ます。それは「ゴミ」です。川の中に「ゴミ」が
あったり・・・海の砂浜に「ゴミ」があった
り・・・道に「ゴミ」があったりします。なのでこ
の文章を考えました。未来へ引き継いでい
くためにこのことをなくしていきたいです。

473
香取市の市民が明るく元気に暮せるように
しよう。

小さな子供や高齢者など体に障害をもって
いる人たちに住みやすくさせるようにする。
例えば、目の不自由な人は点字を多くつけ
たり高齢者たちにはデイサービスを多く建
てたりすることがいいと思う。

474 人に優しく思いやり　明るい心で絆が深まる
人に優しく思いやれば心が明るくなり楽しく
ふれ合い絆が深まる

475
人に優しく　世界中の笑顔が、みんなを元気
にする。

笑顔をみると元気になる

476 自然豊かな町づくり！ もっと自然を増やし豊かな町にしたい

477

・より良い環境でみんなが安心して生活でき
る町にしよう！
・佐原の古い町並みをいつまでも残そう。
・明るく活気がある町にしよう。

一人一人が安心し、充実した生活送れるよ
うな待ちにしたいと思い、このような文を作
りました。

478

「文」
１．近所の人と仲良くし、地域の和を広める
こと
２．子供たちの登下校を見回ること
３．水を汚さないこと
単語「商店街」「地域」「安全」

１近所の人と仲良くなれば住みやすいから
２不審者が増えているから
３せっかく川が流れているのに汚れいては
意味がない。
「単語」商店街が寂しいから　地域の人と仲
良くしてほしいから　安全な町にしたいから

479 みんなで守ろう佐原の伝統ある文化
佐原の伝統ある文化をみんなでこれからも
守っていこうーって言うこと☆

480 祭り 伝統だから
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意見・文案 説　　明

481
・空気をおいしく
・居住しやすい町
・細い道の整備

・最近建物が増えてきて緑が少なくなったか
ら。
・人々がすぐに打ち解けられるような環境
・人々があまり使わなくなったような道が汚
くなってきたから

482 人に優しいあかるいあいさつ運動!!
みんなであいさつをして、香取市を明るくし
ていこう!!

483 誰もが明るく元気に暮せる町にしよう！
お年寄りにも明るく元気に暮せる町を目指
したいから。

484
ゴミ一つなく気持ちよく生活できるきれいな
町づくりをしよう

ゴミなどが町中に落ちていないようにしてほ
しいから。

485 活気あふれる香取市！
金銭などの問題で、世界中が沈んでいるか
ら、香取市が一歩前進してほかをついてこ
させるような

486 目指そう！笑顔のあふれる水のふるさと
お年寄りから小さい子供までいつでも笑っ
ていられるような水のふるさと佐原を目標に
してほしい。

487 元気なあいさつ。
元気なあいさつをすれば、みんなが明るくな
るから！

488 伝統を大切にしよう
佐原の大祭は、日本に誇れる素晴らしいも
のなので、これからも永遠に受け継がれて
ほしいから

489
・伊能忠敬の場所をもっとアピールする。
・祭りの山車を盛大にする。
・市民の人とあいさつ。

・伊能忠敬周辺をもっとアピールし、観光客
を増やす。・もっと豪華な山車で佐原をア
ピールする。・佐原をもっと元気な町にした
い。

490
・思いやりのある心で人と接しよう
・佐原の町並みと伝統を大切にしよう

・いろんな人思いやりのある心で接する・
・佐原ならではの町並みと、昔からある伝統
を大切にしよう。

491 伝統を大切にしよう 佐原だけの祭りなどを大切にしていこう

492
友達と仲良くし、佐原に来た人に元気よくあ
いさつをする。

活気ある街にしたい

493

・お年寄りに優しい街
・伝統を守る
・豊かな暮らし
・ごみをなるべく出さない水を汚さない

494 伝統ある町 伝統のある町づくりをするため。
495 デントウヲノコスコト 昔からあるものは、未来に残って後世に伝

496

・一人一日一個ごみを１個拾うと１個ポイン
トをもらえてためると木の苗やエコグッズが
もらえる。
・米づくりをさかんにする。
・元気　　思いやり　年寄りを敬う

香取市内の人が１個拾えば捨てられたごみ
がなくなる。学校の前などにもうける。水郷
の町なので米をたくさんつくりたい。

497

・みんなの香取市　みんなで守ろう。
・人と人との関係を深くし、この美しき町をさ
らに活性化させていこう。
・水を汚さない、水を無駄にしない、水は大
事な資源だから。

思ったことを書きました。周りの環境を良くし
ていくことによって、みんなで明るくなってい
くのではないかと。

498 笑顔を作る町へ ま位置に元気で明るい佐原が一番!!
499 香取市の市民のみんながエコ活動 環境問題が問題なので

500

①シンプル№１
②当たり前のことを当たり前にやる
③本気ですれば何でも楽しい。
本気ですれば大抵のことはできる
本気ですれば誰かが助けてくれる

①ゴミ出しの日時等を守るなど普通のこと
を普通にできるように②同じ③楽しくないっ
てことはまだ本気でない。大抵のことができ
るわけですごいことができるわけではない
本気でしていないと助けてくれないよ！
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501

・外灯を多くする。
・リサイクルの出来るものの回収箱を人の
通る道に置く
・観光客の多くなるよう歴史的な建物を大切
にお店などを多くする。
・道の駅をもっと歴史らしい建物にする（観
光客のために）
・狭い道などの歩道を車道の整備
・お年よりも安心して通れる広い歩道

下校する時外灯が少なくてとても怖いです。
とくに歩道のない所は灯りを多くして安全に
してほしいです。普段捨ててしまうものも身
近にリサイクルのできる場所があれば皆協
力すると思います。佐原のよい所である歴
史的な建物を入りやすくする。展示物をわ
かりやすくする。道の駅をもっと歴史らしくす
ることで人が増えると思います。狭い道はと
くに車がぶつかりそうで怖いです。お年より
も安心して通れる歩道を作るといいと思い
ます。

502
・自然を守る
・エコ活動

503 香取市民として思いやりのある人になる
504 人に優しく、笑顔いっぱいの町にしよう！ いじめとかなくしたい。
505 みんなが笑えば心も豊かに・・・！

506
香取市民みんなが協力し、これからも良い
伝統を守り築いていこう！

香取市には伝統がいっぱいあるので、世界
的にも有名な町にしたいことからこのような
目標をつくりました。

507 川をきれいにしよう
シャトル船を出しているならもっと川をきれ
いにして魚など住みやすい川にしてほし
い。もうちょっとすきとうった川にしてほしい

508 文化や伝統を大切にする町にしましょう
文化や伝統を大切にしたほうがよくなると思
います。

509 昔の文化を大切にしよう
佐原は昔の建物がいっぱいあるから、いつ
までも大事にしていきましょうという意味

510 「ここちよい町にしよう」

511
・緑の多い佐原にしよう
・歴史の多い佐原にしよう

・自然を大切にしている市にする。
・小野川、伊能忠敬先生などいろいろな歴
史を残ししている市にする。

512 中学は毎月１日を休みとする。 みんな喜ぶでしょう

513 自然を優しくしよう
木が少なくて、川が汚れて汚いので、この
憲章を考えました。

514 近所の人にあいさつをしよう！

515
・環境の良い町にしよう
・小野川を大切にしよう

516
・環境の良い町にしよう
・この町を大切にしよう

517
・森林を大事にしていこう。
◎佐原の伝統を伝えよう。

・今、佐原の緑が少なくなってる気がするか
ら。　　◎今年に道の駅が出来たからといっ
て自分たちの生活が変わってしまっては佐
原のいいところが伝わらないから

518
あいさつのとびかう、明るい町をつくりましょ
う

519 近所の人にあいさつ
まずは近所の人たちにあいさつしてけば、
だんだんと町も明るくなるから

520

きれな水・空気・自然のある町を作りましょ
う。
・皆が意識してきれいな町並みを作りましょ
う。
・１人１人がキレイな心を持ちましょう。

・水や空気がきれいだと自然もキレイになり
ます。きれいな自然のある香取市にしたい
です。　　　　　　　・ポイ捨てをしない安全面
など見た目も内面もきれいな香取市にした
い。
・１人１人が思いやりのあるきれいな心を
もって、みんなが仲の良い香取市にしたい

521 ゴミ一つない街にしましょう。 きれいな街にしたいから

522
１人１人が公共のルールを守りみんなが住
みやすいまちをつくりましょう。

ポイ捨てなど、公共のルール、マナーへの
不快感などをなくして安心してたのしく過ご
せる町を目指したいという思いです。
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523
ポイ捨て禁止!!
一、ゴミを見つけたらすぐに拾おう!!
一、ポイ捨てを見つけたら注意しよう!!

いまだにポイ捨てをしている人がいると思
います。ゴミを街中に捨てないでほしいとい
う思いがあって考えました。ポイ捨てはして
ほしくないし、拾ってほしいです。あと注意も
必要だから、注意してもらいたくて最後の文
をつけくわえました!!

524

一、あやめがたくさん生きれる町にしよう。
一、きれいな川にするためにゴミをたくさん
ひろおう
一、伝統を続けよう
一、佐原の古き良き町を大切にしよう
一、おじいさんおばあさんを大切にしよう。

525
心あたたかい町をつくりましょう。
暮しやすい町をつくろう
文化を守ろう

526
・水郷の名に恥じぬよう水を大切にしよう。
・人と自然が共在して暮していけるようにし
よう　　　　・佐原に町並みを大切にしよう

527 ポイ捨ては絶対にしないようにしよう！ ごみがよく落ちているから

528
無事故の町をつくりましょう
みんな元気に過ごそう

事故がないようにしたいから
元気に過ごしたほうが楽しいから

529
・ポイ捨てしない
・自然を汚さない

川原を走っているとゴミがよく落ちている

530 みんなでルールを守る住みよい町
531 観光客を積極的に受け入れよう もっと佐原を見てほしいから。

532

伝統的な文化を守り続けられる町にしてほ
しい。自然をくずさす緑を大切にしてほしい。
観光客を子供のように大切にする。清流の
魚がくるくらいきれいな川にしよう。

・伝統は大切だと思うから
・地球を大切にする町になってほしいから
・町おこしになるから
・心のそこから川をきれいにしたいから

533
１みんな仲良く元気よく
２ルールを守り住みやすい町にしよう

１．みんなで仲良くして元気にすごす
２．ルールを守ってみんなで住みやすい町
をつくろう

534 工場が少なく緑が多い町をつくりましょう
535 川を大切にする町 川をきれいにしたい

536 きれいな川にしましょう
小野川は昔からある川で今は緑色になって
います。なので昔からある小野川を大事に
したいです。

537
自然を大切に
・ふれあいを多くしよう
・町にあるものは大切に扱おう

自然を大切に・・・の意味は観光客が来て
「佐原はいいところだ」って言われるように

538 ルールを守り、元気よく暮せるようにしよう。
健康になるように運動したり食事のバラン
スをとる。

539
みんな仲良く気持ちよく過ごせるようにしよ
う。

・掃除などをやったりする。
・みんなだから人間だけではなく、この自然
に生きている動物や花などすべて。

540
皆が行くようなデパートをつくってほしいで
す。

香取市は大型商品屋的なものがなくて観光
客が少ないのでつくってほしいです。

541
伝統文化を大切にしながら、新しく良い町を
つくっていこう。

542 ゴミのポイ捨て禁止。
香取市にはけっこうゴミが落ちていて、少し
でも減らしたいから

543
自然を大切にしよう。
タバコのポイ捨て禁止。

香取市の地面に落ちているゴミを少しでも
減らしたいから

544 大切にしよう香取の自然。 自然を大切にしてほしいから

545 思いやりできれいな故郷
・きれいなには水や緑がすてきという意味で
す。・思いやりには人と人が仲良くという願
いがあります。

546 楽　極　欲 楽しく過ごしたい40
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547 みんなで豊かな香取市をつくろう。
困っている人がいたら助けてあげる。ごみ
はごみ箱に捨てる。

548 緑を大切に 木などがたくさんある香取市の緑を守って
549 自然いっぱい 自然パラダイス

550
人々のために施設を作ってみんな笑顔で明
るい文化になろう

楽しい施設をつくって、いろんな人たちに笑
顔でいてもらいたい楽しい未来にできたら
いいな。

551 明るい未来のためにしっかり納税しよう。

552
・みんなで作ろう　きれいな香取市
・未来の香取市のために税金を払おう！

みんなでゴミを少なくしてきれいな香取市を
作ろう

553 みんなの心をひとつに
心をひとつにすれば、町おこしなど香取が
もっとよくなると思います。

554

・戦争のないおだやかな市
・木を大切にする市
・税を大切にする市
・たよれる市
・キレイな市

僕は、温暖化のことを考えて書きました。

555 香取市のゴミを全てなくそう!! 香取市をきれいにしたいから

556
香取市民(特に祭りをやっている人）は、佐
原の祭を盛り上げる権利がある

祭が盛り上がるため

557

合併してからもう５年
前から住んでいる人も
最近住み始めた人も
みんなでしっかり決まりを守ろう

合併前から住んでいる人も最近住み始めた
人もルールを守ろうということ。

558 佐原の歴史を守りひきついでいく。 いつまでも大切にしてほしいから

559

地域で支えあい、お互い尊重し合う。
互いに深いな心を抱かないように相手や地
域のことを考える。
差別や偏見のない町を築きあげていこう。

地域での色々な事を解決できたり、支え合
えたら良いなと思いました。１人１人が相手
のことや地域のことについて考えられるよう
にしたいと思いました。皆平等の良い町にし
てほしいと思いました。

560
ごみがなく、みんなが笑顔で、一人も仲間は
ずれがなく自然が多い香取市

よく町を歩くとゴミが落ちているからゴミがで
きるだけ落ちていなく、一人も孤独で淋しい
思いをしている人がなく、みんな笑顔で自然
が多く空気がきれいな香取市にしてほし
い。それがわたしの願いの一つ

561
香取市はこの地域をきれいにし佐原みたい
な町並みにしよう

562 いじめをなくそう

563
もう少しゴミとかを減らして地球に優しい町
にしてほしい

今、環境問題になっていて、もしかしたら地
球が滅びてしまうと思う

564
ゴミをポイ捨てせずに分別して捨てなけれ
ばならない。

ゴミはポイ捨てされたり分別せずに捨てら
れていることがあるから。

565
香取市の伝統ある建物や歴史お祭をうけつ
ごう

昔の伝統あることなどを未来にもつづける
ために

566 豊かで、健康な故郷
567 自然を愛そう 自然を切ったりしないようにする

568
ゴミが少なくて、水を大切にする環境の豊か
な香取市

569
みんなで協力し、今よりもっと住みやすい香
取市に！

570
みんなで守ろう!!小江戸さわら
ポイ捨てはせずに、きれいな香取市にしよう

571 「いつまでも持ち続けよう　僕たちの夢」
僕には夢があります。その夢を叶えるため
にいつまでも　ここにいたいと思った

572 歴史と文化
みんなが今までの香取市の歴史と文化をよ
ごさないように心がけて生きていこう。

573 明るく元気にだれでもあいさつできる町
574 ゴミの分別をする そのまんまゴミの分別をする
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575 ゴミのないキレイな街へ
市民一人ひとりがゴミを拾って街をキレイに
しようという意味

576 ゴミを拾う ゴミの分別をする
577 ゴミを拾おう 決まった日にみんなで町のゴミ拾いをする。

578
自分で出したゴミは自分ですてよう、ゴミ箱
へ!!

ポイ捨てなど平気でする人がいるから

579 ゴミをなくす

580
ゴミのないキレイな市にしたい。
リサイクル活動に積極的に取り組む

581
小野川沿いを大切に。古い町並みをきれい
に大切に守っていく。

小野川や古い町並みは大切だから。佐原
のシンボル的な。

582 川を大切に 川が汚いとこはみんなイヤ

583
ゴミの少ない町にしよう　子供たちが安心し
て暮せる町

584 もっと緑を増やしたほうが心が豊かになる

585

明るく楽しい。子供から大人までみんなが楽
しめる場所など。
・盛り上がる。祭など、活動、元気になるよう
に。　　　　　　　　　　　　　・ルールやマナーを
守り、たくさんの人が住みやすい場所をつく
る。
・進んで地域の活動に取り組む。

自然があったり、行事があったりしたら、たく
さんの人が香取に住むと思う。

586 1日の始まりは気持ちのいいあいさつから
587 ごみをへらす。
588 ポイ捨てをしない。

589
ゴミの少ない町にして、あいさつ(笑顔)の多
い町にする

香取のみんなでゴミを少なくしよう努力し、
みんなで町の人にあいさつをし、笑顔を増
やす。

590 古い町並み大切に 歴史ある文化を大切にしよう

591 川をキレイにする
小野川とか利根川に観光客が船に乗ったり
しているから

592 小野川をキレイにしてほしい！
小野川はいろんな観光客が来るので小野
川のはじなどきれいにしてほしい。

593
観光客のために町中がよくわかる地図を5
箇所くらいに設置する。

いつも迷っている人がいるから

594 釣りが好きな人のために釣り場をつくる
595 きれいな街にする。
596 ゴミの少ない町にしようぜ!! ゴミが少ないといいから

597
人にあったらあいさつをしよう！元気な声
で！

みんながあいさつをできるようになればい
いから　きもちいい！

598 町の中にゴミが落ちていたら積極的に拾う 町をきれいに見せたいから

599 もっと緑を増やして日本一の自然にしたい。 地球温暖化をもう進めたくないから

600
・自然豊かな町づくり
・すし屋を作ってほしい

・地球温暖化を止める
・食べたい!!

601
利根川、河川敷前に街灯を
もっときれいな香取市

そこは夜危ないので街灯をつけてください。

602 交流の多い親しき町
皆仲のよい町
小さい子供から高齢のお年寄りまで

603 みんなでつくろう、住みよく元気な町づくり 町を元気にして盛り上げていこうという意味
604 ごみが出ない町にしよう
605 みんなでマナーを守り、住みよい町づくり
606 みんなで協力して住みよい町づくりを！

607
困っている人を助けられる思いやりのある
人になろう
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番号

意見・文案 説　　明

608 言気＞勇気＞優気
何かイジメとかを見つけたときは、言うこと
が大事。言うには勇気が必要。勇気がある
人は優しい気持ちを持っている。

609 ごみのない町にしよう
610 ごみのない町にしよう

611 美しい町を大切にしよう
佐原のきれいな町をいつまでも守っていくと
いう意味

612
ポイ捨て禁止、きれいな町づくりを目指しま
しょう

ごみをなくし、きれいな町でいたいから。

613 みんなが協力して住みやすい市
大人や子ども関係なく、市民が一つになっ
て、協力し合い、住みやすい市

614 一人ひとりが安全な町
どんな立場の人でも、みんなが安全に過ご
せるような町

615 きれいな町であり続けたい。
香取市民が協力をして、ごみを増やさない
環境をつくる。

616 ごみ一つない香取市
617 祭りをもっと充実させよう 観光客を増やすため

618

・一人ひとりが佐原の町並みを大切にする
気持ちを持って、日常の生活に気をつける。
・お互いに思いやりの気持ちを持って接し、
住みやすい町を目指す
・重要文化財などを自分たちで守り、いつま
でも大切にしていく
・互いに協力し合って、町の発展につくす。
・特産品を守り、町を守る

人と人とが会話をするときは、笑顔で会話
をし、お互いに気持ちよくなるようにする。
佐原の大祭や伝統的な重要文化財、佐原
の古い町並みを守り続け、未来へ残してい
く。
いつまでも町が栄えるように、ごみなどをよ
く拾い、町の発展につくす。

619
歴史と伝統を守り続け、地域の環境をよりよ
くしよう。水と緑にかこまれた環境を未来へ
つなげよう。

620 より多くの観光客が来る場所へ

より多くの観光客が来れば、町のいいところ
などがわかって祭りなども盛んになる。いろ
んな人が古い町並みを知って、古いよさを
感じてほしいと思うから。

621 明るく、楽しく、元気よく
622 ごみのないきれいな市にしよう

623
ごみはポイ捨てせず、ごみ箱に捨てる、又
は持ち帰る

ポイ捨てを減らして、佐原の町をきれいに
するため。

624
市役所を大きくしよう。
道の駅を盛り上げよう。
ごみが落ちていない町にしよう。

観光客を増やすため

625 伝統的な祭りにごみをなくそう
一年に２回ある祭りにいつもごみが多いの
で、なくしたいから。

626 明るくお互い助け合う町にしましょう。
困ったことなどは、お互い助け合い、そして
元気あふれる町にしよう。

627 ごみが落ちていない清潔な市にしよう
ごみを一人ひとりが捨てないように、もし捨
ててあってもそれを拾えるようにしよう

628 いつまでも伝統を守り続ける 佐原の大祭など伝統があるから
629 今のままで良いと思います。 今のままでも十分過ごしやすいと思います

630 優しい人がたくさんいる香取市にしよう。
困ったお年寄りや道を聞かれたときに無視
せず、助けてあげれらる人々が増えたらい
いなと思う

631 みんなで作るみんなのまち
市民全員で協力して、市民全員のたまのま
ちをつくろうということ。

632 きれいな水の郷佐原

道路や川にごみが落ちているときれいな景
色がもったいないので、自分からごみをとっ
て、きれいな町を観光客の皆さんに楽しん
でもらいたいから。
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633 人とのかかわりを大切に
近所の人たちに進んで挨拶をし、人とのか
かわりを大切にしていきたいから。

634 独りぼっちのいない街
独りで苦しむ人がいないように、皆で支えあ
える街。

635
挨拶から始めて、地域の人との関わりを持
つ

同じ地域に住んでいるのだから、周りの人
とは仲良くしていきたいし、もしものときのた
めに、地域の人とは関わりをもっていたほう
がいいと思うから。

636 税金と温かい心で育む えん

今、税金は色々なことが問題になっている
し、心はみんな情報化社会により、人と人
同士のコミュニケーションが減っているの
で、育もうという目標です。「えん」はお金の
方の円であったり、人と人との関係の縁で
あったり、二重の意味をかけています。

637 今のままで十分だと思う 特に苦労してないから
638 ゴミをなくすべき 佐原はごみが多いから。掃除をしたほうが

639
古くからの町並みや祭りなどの文化を残し
つつ、高齢者が住みやすいようにする。

さわらの町並みや祭りは有名で残さなけれ
ばいけない文化で、高齢者が多いからバリ
アフリーを増やす

640 故郷の自然や文化を守る
故郷である香取市の自然や文化を守ること
はとても大切だと思うから。

641 明るい、活気ある
香取市全体がもっと明るい市になってほし
いと思ったから

642 明るい町 明るいほうがいいから

643 ごみのないきれいな場所にしよう
ごみのないきれいな場所にしたいとおもっ
たから

644 泰然自若 落ち着いていて、物事に動じないこと

645 ごみのない香取市にしたい
佐原の街中は、すごいごみが目立つから、
観光地化も進んでいるし、もっときれいに
なってほしいから。

646 香取市クリーン大作戦 年に三回待つまり、みんなでごみ拾いをす
647 積極的に挨拶する

648 古い町並み
古い町並みは歴史があって、日本中でも少
ないから。きれいに残していくことが大切

649 クリーン大作戦
町内ごとに月１回くらいでごみ拾いをする。
きれいな香取市でいるために。

650 110番の家をもっと多く設置する
最近110番の家が少ないので、安心安全な
街にしたい

651 ごみを拾い運動 月に何回かごみを拾う集会をつくる

652 末永く親しむための奉仕活動
奉仕活動でごみを拾ったりして、まちをいつ
までも綺麗に親しみやすいものにする

653 木かげのベンチで一休み
木をもっと増やし、誰でも気軽に休めるベン
チを用意する。

654 川をきれいにする より住みやすくするために
655 住みやすくきれいな町にしよう きれいな町にしよう

656 有名になるような場所をつくる
有名になるような場所をつくって、観光客を
増やす

657 商店街を復活しよう シャッターが閉まっているのをやめる

658 駅前の通りをもっと明るくする
今の駅前は店があまり活気がないから、
もっと明るくしたい

659 香取市は明るく楽しく、元気よくがモットー！
660 町の活性化 お店とかもっとあればいいと思う

661
住みよくきれいな市をとりもどし、昔の賑わ
いを取り戻そう

ごみ拾いなどできれいにし、昔のように人が
たくさん訪れる香取市にしたい
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662 「小江戸」復活＋アルファ

昔の呼び名である小江戸を今現代に復活
させる。いろいろな店を出して昔のような盛
んな場にしてほしい。＋アルファは、キレイ
にしたり、設備を整えたりすることで、来客
がたくさん来る。

663
ごみをみんなが積極的に拾い、植物、動物
が住みやすくしよう。
道の整備をしてほしい。

自然豊かな市になってほしい。
悪路が多いため整備し、平らな道にしてほ
しい

664 緑を多く、ごみを少なくする香取市にしよう。
緑は多いほうがいいし、ごみはポイ捨てが
多いから、こういうことをなくすべき。

665 小江戸の町を復活させる 今よりもっと昔の暮らしの雰囲気を出してほ
666 小野川をもっときれいに！

667

犬を飼っている人が多いので、ドッグラン・
ドッグカフェをつくりましょう！
駅の近くにある旧セイミヤのところに新しい
デパートを作ってほしい。
小野川をとってもキレイにしてほしいです。
水族館や遊園地をつくったらどうでしょうか。

お店がたくさんあると便利だからです。
小野川がキレイになったら観光客も増える
と思うから。

668 川をきれいにしてほしい。 釣りがしたい。泳ぎたい
669 小野川をきれいにする

670 安心できる釣り場を！
昔有名だった佐原の釣り人の復活をするた
め。あと今の釣り場が少なく危ないから。

671 守り続けよう古い町並み
672 小野川で魚が見られる 川が透き通るくらいきれいになってほしい

673 駅前の通りをにぎやかに。
シャッターが閉まっている店とか、さびれて
いる感じがして悲しくなる。

674 駅前をにぎやかに。
駅前にシャッターが閉まっているお店があっ
て暗いので、もっとにぎやかにしてほしいで
す。

675
一人ひとりが思いやりを持ち、助け合うよう
にする。

助け合うことによって明るくなる。気持ちが
前向きになる。

676 佐原の伝統ある町をきれいに残そう
そうじやごみ拾いを進んでして、町をきれい
に保つ

677 駅前をもっとにぎやかにしよう！
香取市の駅前は何にもなくさびしいので、
もっといろんなものをつくって、観光客を増
やせばいいと思う。

678 町の発展
今は使われていない建物があるので、そこ
の場所を利用して何かを造ったりする

679 水郷の町佐原をもう一度

水の里言ってる割には水汚いっすよ。
守ろうじゃなくて、取り戻しましょう。
町にごみを捨てるな！川にはもっと捨てる
な！川にはもっと捨てるな！むしろごみは
お前だ！

680 古い町並みを守ろう 佐原の象徴だから

681
小野川を豊かに、生き物の過ごしやすい環
境に川を育てよう

小野川をもっときれいにして、もっとたくさん
の生き物が過ごせるように、ごみや生活排
水を止めよう

682 もっと便利な建物をたてよう！ 市民は、遠出をしなくちゃだめ

683 伝統を守り、文化の香り高い市にしよう
歴史あるこの地にある伝統をこれからも守
り続けて、これからも大切にしていきたい。

684 自然を守ろう
必要のないものをわざわざつくり木などを
切らないでほしい。佐原にある１本1本の木
を大切にずっと守ってあげたい。
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685
佐原の大祭は、ずっと受け継いで行こう！
水郷の町佐原　水を大切に！きれいな小野
川に！

佐原の祭りを全国の人に知ってもらいた
い。
今は小野川の水は汚いけれど、きれいにす
れば、よいことにつながる気がする。

686
香取市民は協力して市の文化を保存してい
く

文化を残していくのは、市民の責任だから

687 自然豊かで歴史、趣きのある町 自然も豊かな、歴史と趣きがある町にしよう
688 みんなそうじしようぜ 道路とか小野川とかきれいになるといい
689 思いやり、笑顔、観光客のあふれる場所
690 小野川きれいになったらいいね 善良なる市民の声　心の声　理想郷

691 一人ひとりが市を大事に思う
市のものを大事にしたり、自然を大事にした
り、ごみを拾ったりして、市を大切にきれい
に扱う

692 みんなでつくろう　明るい町　佐原
町の人たちで協力し合い、ごみ拾いなどを
してきれいな町を作ろうという意味

693 佐原の伝統をつたえよう。 佐原の伝統をみんなに伝えたいから

694 利根川のまわりをきれいにしてほしい
利根川のまわりにごみがたくさん落ちてい
たから

695
自分たちの町をきれいにするために、進ん
でごみを拾おう！

696 きれいな佐原をつくろう ごみ拾いなどみんなで進んでやろうという

697
みんなで考え、みんなで作る、明るい社会に
住みよい香取

とにかく「みんなで作っていこう」という気持
ちを込めて作りました

698 「こんにちは」その一声がまちを明るくする

町の人たちがお互いに挨拶をすれば、いろ
んな人と話すようになる。気にかけることが
できる。そうすれば小学生や小さい子、お年
寄りに何かあったときに誰かが気づくように
なる

699 川をもっと大切に
油が流れていたりごみが多くあったので、
川をもっと大切にしたほうがいいと思います

700
香取市の伝統や古い町並みを大切にしてい
きたい

この古い町並みなどを私たちの子どもの代
にも見せてあげたいからです。そうすれば
もっともっと佐原、香取市が明るい町になる
んじゅないかなとおもいました。

701 佐原の古い町並みを残そう 佐原が昔からの小江戸だから

702

１．夢や希望をもって、未来に向かって努力
をしよう！
２．豊かな自然をまちにも！森にも！心に
も！
３．笑顔いっぱい！安全、安心、元気の香取
市

１、夢や希望をもつこと、努力することは「大
切」です。
２．豊かな自然は、人の心にもなくてはこま
るものです。
３．笑顔がたくさんあり、たくさんの安心、元
気、安全がある香取市を目指したいです。

703 電車の本数を増やしてほしい

704
未来へ伝えよう佐原の歴史
守ろうこの環境
大切にしよう香取の資源

香取神宮などの歴史物を大切にしたり、伝
えていこう。利根川などの川や、山を守って
いこう。香取の特産物などを一つ一つ大切
にしよう。

705
いつまでも残そう！自然豊かな香取を未来
へ

香取はとても緑が多く、自然豊かだなと思
いました。でも、今、温暖化が問題となって
います。だから、この自然豊かな香取を未
来へ残したいなと思ったから。

706

ごみの落ちていないきれいな街　きれいな
川にしよう。
イベントはみんなで盛り上げよう。
みんなが仲良しで、困ったときは助け合える
ような人間関係を築きたい
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707
あいさつや、ごみ拾いやお年寄りにやさしく
することを一人ひとりができれば、一番住み
やすい町になるかもしれません。

挨拶とごみ拾いとお年寄りにやさしくするこ
と

708
もっと祭りをにぎやかにしたい。
リサイクルを出す。
ごみ拾いをする。

709 ごみ一つない美しいまちづくり

よくごみがおちているため、みんながごみを
すてないようにしたり、おちないようにする
意識をみんなで高めあえばごみが減ってい
くと思います。

710 観光客や人にあいさつをする。 人と人とのコミュニケーションがよくなる。

711
郷土の歴史と文化を大切にし、さらに魅力
あるまちづくりを進めます。

香取市には、昔ながらの町並みたくさんの
文化財、古くから伝わる大祭があります。そ
して、多くの観光客が訪れます。これからも
それらを大切に未来へ受け継いで行きたい
です。

712
ごみを進んで拾ってごみ一つない香取市を
つくる

外で遊んでいる時にごみを拾う

713
下に物をおかずに、区別してきれいにしま
しょう

これはルールです。物とはごみです。区別
とは、どこに何を入れるかをはっきりさせる
意味です。

714 みんなで守ろう水の郷
715 安心して暮らせる　住みやすい

716
かがやく笑顔
ともだちいっぱい
りそうのまち

か・と・り で目標にする

717

駅前など、人気があまりないからもっと活気
づけられるようなイベントなどしてほしい。
若い人たちも働けるような店なども建てると
いいと思う。
祭りがあっていいところだが、宿泊施設が少
ないので、もっと宿泊施設を建ててほしい。
昔の町並みがいいところでもあるから、これ
からも残していこう

718

ごみのない町を目指そう！一人ひとりが気
を使い明るい町にしよう！100人が一つずつ
拾えばごみはなくなる。自分の町の古くから
残るものを大切にしよう！

ごみを見かけるので、一人ひとりが少しず
つ拾えば、たくさんのごみもなくなるので、そ
れを実際にやってほしいという願い！
ごみゼロでとてもきれいな町！

719 きれいに保とう！小野川、利根川
川をきれいにすることは、海をきれいにする
ことにつながるし、川がきれいなら気持ちが
いいから。

720

祭りが終わったときの次の日にあちこちにご
みが落ちています。ごみ箱があるのに道に
落ちていたりしています。それをなくすため
には、一人ひとりの気持ちが大切だと思い
ます。ごみはごみで、きちんとまとめたり、ご
み箱の数を増やしたりすれば、ごみはなくな
ると思います。

721
思いやり、助け合い、皆の笑顔あふれる心
豊かなまちをつくります。

いつでも皆が笑顔でいられるために、一人
ひとりが他人を思いやり、助け合う心を持つ
ことが、明るく住みやすい、香取市をつくっ
ていくと思います。
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722

小野川をきれいにしよう！
香取市の食べ物をたくさん紹介しよう！
香取市の食べ物を食べてみよう会をつく
る！

土日のどちらかみんなで集まって、小野川
をきれいにする。香取市以外に澄んでいる
人たちをたくさん呼んで紹介する。紹介した
ら、食べてもらって、香取市を知ってもらう。

723 地図の町佐原　観光客にやさしく
伊能忠敬さんが有名なので。観光客がたく
さん来るので。

724 ごみの分別を目標にしてる。 ペットボトルのキャップを外したりしてる。

725

旧佐原市の市民憲章でも十分ですが、下記
の言葉を提案します。
１．交通安全につとめ、市民が安心して住め
るまちをつくりましょう。
１．老人と子どもを大切にし、夢と希望に満
ちたまちをつくりましょう。
１．市民の幸せを守り、豊かな福祉のまちを
つくりましょう。

726
僕は佐原の代表的な祭りや観光地の小野
川を大切にしていくことです。

祭りをよくするためには、ルールを守ること
です。
ごみを捨てたりしないことです。

727

１．長い歴史と伝統あるふるさとを大切にし
ましょう。
２．水の郷と呼ばれ、恵まれた自然を守って
いきましょう。
３．健康を保ち、一生懸命働けるような町に
していきましょう。
４．みんなのがんばりと誠意で平和な生活を
守りましょう。

これからの長寿社会にむけて、これからの
子どもたちは闘争心よりもやさしい心を育て
るよう市民みんなで愛情あふれる郷土を
保っていけるよう努力しましょう。

728
ごみを拾う活動
きたないものを流さない
行事などでのルール

佐原は観光客が多いから、きれいな町にし
て、また来てもらえるようにする。
きたない水などを流すと、小野川に流れて
しまうので、なるべく流さないようにし、きれ
いな川にする。
お祭りなどでは、大人の人たちが酔っ払っ
ているとみっともないし、見物客にも「すごい
な」と思わせるようなお祭りにした方がいい
と思う。

729 そうじをした方がいい
歩いているときによくごみが落ちているの
で、そうじをしたいなと思った。

730

町中（公園、草むら、建物のかげ）を歩くとご
みが多い。きたないと思った。だから、ごみ
を見つけたら、拾ったり、ごみを落とさなけ
ればいいと思う。きれいになれば住んでいる
人も来る人も気持ちがいい。

731 豊な自然を守ろう
香取市は自然が豊かだから
その自然は、未来に引き継いでいくべきだ
と思うから

732 ポイ捨てをなくす
気づいたら周りにゴミ箱がなかったという状
況下におちいっても、めげずに持ち歩く

733 優しい心
誰にでも優しい心であいさつなどをすれば、
たぶんいいことがあるから

734 自然を大切にする

今より少しでも自然を増やしていき、自分た
ち自身も動物たちもたのしく緑いっぱいで空
気のきれいな所で住めたらみんなうれいし
から
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735
＜街の景観を守る＞
ゴミのポイ捨て撲滅

香取市には、歴史的な建造物が数多くあ
り、観光の方々もたくさん訪れると思うの
で、できるだけ、そのままできれいな風景を
観てもらいたい。そのために、
いきなり、撲滅は難しいので、まずは自分
からスタートして、街のゴミ箱を増やしたり、
ゴミ０以外にもゴミ拾いの運動をしていった
らどうかと思った。

736 お年寄りをいたわろう
これからも長生きしてもらう為に、お年寄り
をいたわるのは、大切だと思うから。

737
香取市みんなが１つの家族
信頼しあえる明るい家族

香取市民みんなが「１つの家族」という思い
をもち、本当に信頼しあえる家族のように、
明るくん何でも話せるような関係になるよう
にという思いで書きました。

738
みんなが明るく親しみやすいふるさとをいつ
までも残し、笑顔で生活しよう。そして、誇れ
る香取市にしよう。

みんなが明るければ町はいきいきするし、
親しみやすくなります。それを残し、笑顔で
生活したらよりよい香取市になると思いま
す。

739 地域の人たちがふれあえる場所
人とのコミュニケーションをとったほうがい
い。
そうすれば、みんなが幸せになるから。

740 ゴミのポイ捨てをしたら罰金をはらう 町をきれいにするために
741 リサイクルをする リサイクルは、環境にいいから

742 大人も子どもの協力し合う
市民みんなが仲良く困っている人をみつけ
たら助けてあげられるような団結している市
になってほしい

743 皆が安心できる街
皆であいさつをしたり、にぎやかな街をつく
り、困っている人を見かけたりなど、安心で
きる。

744 笑顔の多い町にしよう 笑顔があればみんなが楽しくなるから

745 都会化
都会化してください。
税金をちゃんとした使い道に使ってくださ
い。

746 自分から進んでをあいさつを

普段の生活の中で、人に会うのは当たり前
だと思います。だから、当たり前のように、
あいさつもできるようになるといいんじゃな
いかなと思いました。
自分から進んであいさつをすること。それを
みんなが心の中においていたらもっと明るく
なると思います。

747 光　集まる町へ

みんなが、笑顔でいられる町にしたい。
犯罪が起きない町にしたい。
みんなが平和で、にこにこしてたらいいと思
う。

748
みんなで協力し助け合い思いやりの気持ち
をもとう

地域の交流が減ってしまった現在になって
しまったが、そんなときだからこそ、みんな
で協力しあうことが大切なのである

749 ゴミは捨てずにゴミ箱へ
町にゴミが増えるとこの町の人はろくな人が
いないと思われてしまうから、ちゃんとゴミ
箱へ入れようということ

750 市民が協力しあい、暮らしやすい町にする
町の人たちでボランティアをし、よりきれい
にし、暮らしやすい町にする。
公共の場所をきれいにする。

751 みんながえがおな町
みんながえがおになれるように、みんなが
助けあったりできる町
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752
香取市はみんなの市。
お互いがたすけあえば、もっといい香取市
になるはず

おたがい助けあおう

753
みんな仲良く楽しい香取。
笑顔の和を広げよう

人と人との横のつながりを強めて、香取市
全体が一つの家族のような絆を深めていけ
ますように。

754
栗山川をきれいにすること！
いじめをなくして、みんな一緒に仲良く暮ら
せる町にしたい

栗山川は、川の色がにごっている。
ゴミなど、たくさん落ちている時があるので、
きれいにしたいです。
いじめなどをなくして、佐原や山田、小見川
などと一緒に仲良く暮らしたいと思いま
す！！

755
自然はいい
大切にしようと思います。

自然は大切。
杉が多い。

756 今より、ゴミの排出量を減らそう！
ゴミを減らせば、みんな過ごしやすくなるし、
地球のためにもなると思ったからです。

757 環境保護
ゴミのポイ捨てや、洗剤をあまり使わないよ
うにしていこう。

758

前文
　わたしたちの香取市は水と緑に恵まれた
自然豊な町です。自然をいかした産業ととも
に発展し、歴史や文化を大事にしてきまし
た。均一人が活気ある町づくりの意識を高
め、調和のとれた輝きある都市へと発展す
るために、ここに市民憲章をを定めます。
①豊な自然を愛し、美しいまちづくりに努め
ます。
②先人たちの教えを尊び、歴史ある文化を
守ります。
③家族みんなで力をあわせ、働くことに喜び
を感じ、活気ある街づくりを目指しましょう。
④明るく健康でお年寄りにやさしい住みよい
町づくりを目指しましょう。
⑤未来の町づくりのためすすんで市民活動
に参加しましょう

・きれいな町を守る為、一人ひとりが、ゴミ
の出ない工夫をしましょう。
・歴史ある文化を途絶えることなく私たちの
手で守りましょう。
・家族の暮らしをよりよいものにするため、
家族協力して仕事に取り組みましょう。
・福祉を充実させ、弱者にもやさしいすみよ
いまちづくりを目指します。
・香取市民である意識を高める為、市の行
事などすすんで参加しましょう。

759
ホタルが街を照らしてくれる自然環境をつく
ろう

昔テレビで見たのですが、蛍とはきれいな
水か空気、ありのままの自然がないと生き
られないそうです。香取市のすばらしい自
然を残し、川や森をきれいにすることで、夜
になると、蛍の光が町を照らしてくれるよう
なまちづくりをしたいと思ったからです。

760
一人ひとりが思いやりの心を持って行動し
ていく

思いやりの心を持てば
助けあうことができるし、
助け合うことができれば、
よい街にすることができるから

761 みんなで協力してきれいな市をつくろう！
リサイクル品などみんなで協力してゴミを集
めたり、みんなで掃除をしたりする。

762
守ろう　私たちの自然と文化
築こう　やさしいまち

緑豊な自然や香取市にしかない文化を守っ
ていきたい
環境にも人にもやさしいまちを築きたい

763 ポイ捨てを無くし、ゴミの分別をしよう

ポイ捨てが多いと汚いし、住んでいたくなく
なる。
ゴミの分別をして、リサイクルなどをすれ
ば、森林伐採などをしなくていいから
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764
川をきれいに
みんなできれいに

利根川が流れており、千葉県は水がきれい
なので、それをみんなで保とうということ

765 みんなで交通安全 交通安全に気をつけよう

766 みんなで遊べる場所を増やしてほしい
最近、みんなで遊べる場所が少なくなって
きたから

767
電車が通ってなかったり店が少ないので増
やしてほしい

店などが少なくて不便だから

768

美しい川を大切にし、いつまでも水源を守っ
ていきましょう。
地元の行事に参加し、地域の人との交流を
深めましょう。
自然豊なこの市を誇りに思いましょう。

栗山川などの川を、美しく川にするために、
ゴミを捨てないように心がけましょうというこ
とです。
佐原の祭りや栗源の祭りなどに積極的に参
加し、地域の人とさらに仲良くなれたらいい
と思ったからです。
香取市の自然をいつまでも私達が誇れるよ
うにしようという願いです。

769 僕は栗源の自然に意見します
このごろ道をみるとごみなどがいっぱい落
ちているので、ゴミをひろわないと自然がだ
めにしてしますので、このことにしました

770
自然があって絆があってみんなの笑顔が集
まる市

自然とは、緑を大事にすること、文化を大事
にするということ。
絆とは、みんなが協力して「香取市」のため
に行動することによって生まれてくるものと
いうこと。
みんなの笑顔とは、香取市のみんなが笑顔
でいること、そしてどこからか香取市に来た
人みんなも笑顔になるようにということ。
を願う市をつくろう。という意味

771
自然を大切にし、いつまでも住み続けていき
たいと思う市をつくる。

香取市にある豊な自然を一人一人が大切
にし、多くの若い人が香取市に残るような市
を作る

772 香取市の豊な自然を守る
そのためにはゴミのポイ捨てをなくし、市民
全員が協力し、積極的にゴミ拾いなど常に
一人一人が心がけて行動することが大切だ

773
香取市民一人一人が、市について考え、実
行し、よりよい香取市を築こうという意志をも
つ

香取市民である私達が、市について「どうし
たら、住みよくなるか。」「人々がくるか」など
を考えて、実際に行い、「よりよい香取市を
築こう」という意志をもつ

774 ゴミをなくしてほしい
最近、栗源がゴミだらけになってしまってい
るので、ゴミを捨てる人には罰金を要求して
ほしい。

775

１、人と人との心が通う、協力できるをつくり
ましょう。
１、歴史や伝統・文化を大切にし、愛するま
ちをつくりましょう
１、水と緑豊な自然と共生するまちをつくり
ましょう

私たちは、利根川の済んだ空気と水と緑豊
な自然と歴史。伝統を大切にする香取市民
です。香取の輝かしい発展のために力を合
わせて、この市民憲章を定める。

776 犯罪などがなく、明るい町を目指す 市民が楽しく暮らせるようにつくる

777
僕は、この香取市に店を多くしてほしいで
す。（商業の発展）
市民に笑顔が続くような市でいてほしい

店が少ないから
栗源にでっかい店ができたら、いちいち佐
原にいかなくても済むし、ガソリン代が浮く
から

778
人権を尊重し、思いやり、助け合い、笑顔、
あいさつで輪を広げる

相手の立場や気持ちを理解し、心のこもっ
た言葉を交わし合い、ともに支え合って生き
ていく人づくり
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779
僕は、栗源の環境について意見を述べま
す。

最近、僕は、栗源の自然について意見があ
ります。最近、公園で遊んでいると、川が汚
れているのがわかります。普通の土とは違
う赤い油のような土があるのがわかります。
川を汚している一番の原因は、やはり僕た
ちのゴミを捨てる時の責任感のなさだと思
います。このままだときっと栗山川が汚れて
しまうので、今よりもさらに多くに呼びかけ
の看板を設置してほしいです。

780 ゴミをちゃんと捨ててきれいな町にする。 ポイ捨てが多い

781 川を大切にし、豊な自然を守りましょう
香取市には『利根川・黒部川・栗山川』があ
るので、その川を大切にするのが私たちの
役目だと思います。

782 環境を大切にし、川にすむ生き物を守る
栗山川に住む生き物達を守るために、ゴミ
の回収や家では洗剤を少なくするなどの工
夫をしたほうが良いと思います。

783

①ゴミ捨て場や公民館のルールを守り、気
持ちのいい生活ができるようにしましょう。
②交通ルールを守り、事故を減らしましょう
③奉仕活動を積極的に行い、町をきれいに
しましょう。
④動植物を大切にし、きりえな自然を残しま
しょう。
⑤あいさつをし、コミュニケーション能力を上
げましょう

①ごみ捨て日の前日くらいからゴミがおい
てあるときがあり、とても臭うから
②通学路で、よく事故がおきているから
③田んぼや林によくゴミやカンがおちている
から
④自然環境が悪化していく中で、自然を未
来まで残したいと思ったから
⑤道を歩いているとき、あいさつをしたり、さ
れたりすると気持ちがいいから

784 自然を大切にする
元々栗源は、緑がいっぱいで、いいところだ
けど、もっと自然の力を借りていけば環境
やいろんなことに役立つと思います。

785
必ず出かけるときは、一人一枚ゴミ袋を持
ち、ゴミを見つけたら拾おう！

少しでも、道やその場所がきれいになれ
ば、使うときにいやな気分にはならないと思
う。そしてゴミを拾っている人自体もやって
いるうちにいい気持ちになると思った。

786

今は、使われていない沢小学校や高萩小学
校の校舎を有効利用していただき、大人か
ら子供までが楽しく遊べるようにグランドを
解放していただいたり、図書室などを自由に
使えるようにしていただきたい

僕達が休みの日に、公園にいくとたくさんの
人が公園を利用しています。その為、キャッ
チボールなどをして遊びたくても、他の人の
迷惑になってしまい、思うように遊べないの
で、有効利用していただくとみんなが安全に
楽しく遊べると思います。図書室なども、利
用したくても遠くまで足を運べないお年寄の
方などにも地域ごとにこような施設があれ
ば使用しやすいと思います。よろしくお願い
します。

787
美しい町
豊かな緑
明るい未来

左記のことを守ろう、目指そうと思います

788 資源を大切にする。
リサイクルなどで、ゴミを減らし暮らしやすい
町を作る

789 いろんなお祭りをふやしてほしいです。
栗源は合併して、お祭りが少なくなってきた
ので、もっと祭りを増やし、栗源を明るい地
域にしてほしい

790 年に１・２回の奉仕作業をする

年に１・２回の奉仕作業をすることによっ
て、より多くの人々に「環境がとてもいいな。
住んでみたいな」あるいは「いつまでもここ
に住んでいたいな」と思われるように私達が
頑張る
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791

かがやく太陽のように明るく
とびはねるような元気で
りっぱなあいさつを
しつづけよう

いつまでも祭りは続いてほしい明るく元気な
あいさつが、とび交うようなまちであってほ
しいという気持を込めて、「あいさつ」をお題
に考えてみました。

792
・人権差別をしない
・皆と仲良くする
・自然を大切にする

・農業をしに来ている中国人などを変な目
で見ない。
・いじめをしない。
・虫などを殺さない。
・ゴミのポイ捨てをなくす。

793
「市民憲章」とは、“ふるさとを守りたい”と思
いをこめた市民みんなのルールであり、ま
た、自分の目標となるものでもあります。

ふるさとを自分達の手でいつまでも守って
いきたいという思いで書きました。

794 木をふやす 木をふやすことで、自然がゆたかになるか

795
木をたくさん植え、緑あふれる香取市にしよ
う

木を切っているのを、よく見かけるので、そ
ういうのは、自然がはかいされてしまってい
ると思うので、木を植えた方がいいと思った
からです。

796
・きまりを守り、子どもからお年寄りまで住み
やすくきれいな町

今は、ごみのポイ捨てなどのマナーいはん
が増えているので、きれいで住みやすいま
ちづくりが必要だと思ったから。

797 ゴミ一つ落ちていない香取市

香取市には、佐原地区をはじめ、観光客が
たくさん訪れる場所があります。
多くの人に、きれいな街並みをみてもらうた
めにも、ゴミ一つ落ちていない、香取市に
なってほしいと思います。また、小野川、栗
山川、黒部川などが、さらにきれいなかわ
になってほしいと思います。

798
香取市の古きよき伝統と豊かな自然を守り
たいです。

香取市は、“伊能忠敬”や農業についてもす
ばらしいです。それを子孫の私達が引継い
でいかなければいけません。
それに、自然も豊かです。その自然をこわ
すと動物達が減ってしまいます。
なので、私は、この２つを守りたい。

799 川のことを考えて、水を流す。
台所とかの水は、川に流れるので、洗剤を
使いすぎない。魚には、洗剤が悪影響をあ
たえるので・・・

800
・緑をふやし、自然に囲まれた町
・明るく元気なあいさつができる町

801 これ以上、自然をきずつけない町づくり
このごろエコとはいっていても、その「エコ」
を実現していない人が多いから、みんなが
それを実現しようとする人を多くしたい。

802

・市内の環境や伝統をしっかり守り、未来へ
つなげよう。
・香取市市民としての誇りを持って生活しよ
う。
・市民一丸となって協力し合おう。

香取市は、自然が豊かなすばらしい場所だ
と思います。そして、たくさんの伝統もある
ので、環境と伝統が将来もずっと残るとい
いと思ったからです。
他にも、香取市を誇りを持って生活した方
が、より良い香取市をつくり上げられると
思ったからです。
最後に、協力し合うことで市のまとまりもで
きるのではないかと思い書きました。

803 協力し合う

「協力し合う」とは、みんなで「助け合う」とい
うことでもあるので、例えば、家の手伝いも
学校生活も協力だと思います。
協力をすれば、町の高齢者にも、常に助け
てあげることができると思います。

804 笑顔と緑のあふれる町に
自然を大事にし、市民がいつでも笑顔で過
ごせるような町にしてほしい。
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番号
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805 少子化対策＝子どもをふやす
子どもがふえれば、町全体の活気が上がる
から

806
健康な体をつくり、心を合わせて、明るい香
取市をつくろう

みんな健康な体をつくり、そして、みんなで
力を合わせ、心を合わせれば、明るい香取
市がつくれる。

807
みんなが助け合い、老人が安心して暮らせ
る優しい社会をつくります。

高齢社会が進む中で、みんなが助け合いな
がら、優しい社会をつくっていくということ。

808
自分の夢を（何がしたいのか）しっかりと決
める。
・夢を、ずっともちつづける。

自分の夢がかなうように、目標を決めてそ
の目標をもとに、どりょくしてがんばる。

809
ゴミのない公園をたもち、町もキレイにして
いく

キレイな町がいいし、キレイだとキモチがい
いから

810
・緑を大切にし、ｅｃｏな香取市にしよう。
・みんな仲良くあかるい市にしよう。

・緑をいっぱいふやして地球温暖化をすこし
でもへらしたい。
・仲の良い、みんながあかるくいられるよう
な市にしたい。

811 ゴミがない町にしたい。
このごろ、ゴミを捨てる人が多いから『ゴミが
ない町にしたい。』から

812 みんな一人一人信じる心を持ち続ける。 明るい心を持ちつづけるために・・・。

813
誰にでも元気にあいさつ、１人１人が心がけ
コミュニケーションを大切に。

まわりの人にあいさつをする。

814
公園などみんなで使う場所をキレイにする
活動。

公園にのみかけのコーヒーがベンチの上に
あり、イヤな思いをしたことがあるから。

815 ごみ拾いなどの町をきれいにする活動。

小学生の頃は、近所の人達とごみ拾いをし
ていたんですが、今は、していないんです
が、まだ、たくさんのゴミがあるので書いて
みました。

816
明るく、みんなと安全に楽しくすごそう香取
市民

明るく＝みんなが笑顔になれる市
みんなと安全に＝事故などのおきない市
楽しくすごそう＝みんなが楽しくおもえる市

817 ３Ｒのできる市

廃校のりユース（使える物は繰り返し使う）
切りたおされた木のリサイクル（再び資源と
して使う）
選挙のポスターなどををリデュース）ごみを
できるだけださない）

818 おとしよりにやさしい町づくり
おとしよりと接して子どもからおとしよりまで
仲の良い町にする。

819
・最後まで、自分の目標や夢をあきらめず持
ちつづけよう。

・自分の目標や夢を持ちつづけることで、な
にがあってもあきらめず、やる気が出るか
ら。

820
教育に力を入れてもらいたい。香取市の偏
差値が千葉県、できれば日本でトップクラス
になってほしい。

偏差値が高くなり、それに合わせて勉強し、
いい学校にいけば、将来いい大学いい仕事
に就けるかもしれないから。

821 ルールを守る香取市 最近の世の中は、暗いニュースが多いから

822
みんなの使う場所をキレイにしてほしい。（と
うげこうの道など）

ゴミなどがすててあっていやな思いをしたか
ら。

823
①歴史と文化を大切にし、受けついでいき
ましょう。
②川をきれいに保ち、自然を守りましょう。

①香取市には、たくさんの歴史があります。
それを、これから生まれてくる香取市民に
受けついでほしいという意見です。
②「利根川」など、日本でも有名な川があり
ます。だから、よごしたくない！という意見で
す。

824 図書館がないのでつくってほしい

825 香取市は、美しきかな大自然
香取市をみて来た人やおとずれてきた人が
「なんというきれいな自然」という詩

826 心がけよう　ふだんからの　ゴミ捨てを
常に心がけてゴミ捨てをしていれば、ゴミ処
理場の作業員が困らない。
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827 香取にもっと人がくるようにする 香取に人がくるように、花をいっぱいうえて

828

学校に行くときや、買い物に出かける時に、
よくゴミがおちているから、自分たちの地域
をきれいにするために、ゴミ拾いの日を決め
てほしい。また、ゴミを捨てないように呼びか
けてほしい。

829 植物をもっと大切にする。
・ゴミを林の中に捨てたりして、植物にとって
よくないから、ゴミをちゃんとゴミ箱に入れ、
分別する。

830 きれいな香取市にしよう
時々、林とか見るとゴミが落ちてるからその
ゴミをなくしてきれいな香取市にしたい。

831
・お店をふやす
・ゴミをへらす

・たとえば、デパートなど・・・
・いろんなところに、ゴミがおちている

832 みんなであいさつすること

みんなであいさつをすれば、地域の人たち
とも、ふれあうことができると思うし、あいさ
つをすれば、みんなも、気持ちよくなれるか
ら。

833 みどりを多くしたい
しんりんばっさいをしなければ、へらないで
逆に多くなっていく

834 町をキレイにする
・ポイすてをなくして町をキレイにすれば、み
んな気持ちよくすごせる。

835 ゴミ拾い一人拾えば、大きな一歩
ゴミを一つひろうのも、ひろわないよりかと
てもいい。町や市の人みんなが１つでも拾
えば、何千何万のゴミが減る

836
・ぼくは、森の中などにゴミが見かけられる
ので、そういうゴミをみかけたくないので、ゴ
ミなどをなくしたいです。

837 ゴミひろい、せいそう活動

ゴミひろいやせいそう活動などもそうだけ
ど、一人一人がゴミをすてないようにきをつ
けて、未来のためにも、この自然を守りみん
ながすみやすく住み続けられるような町にし
ていったらいいと思います。

838

・人に合ったらあいさつ
・困っている人がいたら手伝いを進んでする
・なやみ事は人にそうだんする
・命を大切にする
などを守れる町がいいと思います。

まず、「人に合ったらあいさつ」は、人々が
気持ちよく生活できるようにです。
次に、「困っている人がいたら手伝いを進ん
でする」は、困っている人も助かるし手伝い
をした人は、「いいことをした！」という自信
がもてるからです。
次に「なやみごとは人にそうだんする」は、
なやみごとは、人にそうだんすると、スッキ
リするからです。
最後に「命を大切にする」は、生き物すべて
にたいしてです。虫など「キモイから殺す」な
どと言って殺してしまう人もいるからです。

839

か　からだをきたえ、元気な人であふれるま
ちにしよう。
と　ともだちを大切にし、たがいに支え合うあ
たたかなまちにしよう。
り　リサイクルにつとめ、環境に優しいまち
にしよう。
し　自然を守り、美しいまちにしよう。

香取市は、豊かな自然に恵まれたまちで
す。この美しく伝統のあるまちを後世に受け
つぐため、みんなで力を合わせてより良い
まちづくりにしたい。

840
犬の放し飼い禁止
散歩は、リードをつけて散歩しよう

自分のけいけん、昔、大きい犬においかけ
られたことがあるからです。
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841

１　自然を大切にする。
２　みんな仲良くする。
３　あいさつを進んでする。
４　ごみがおちていないきれいな市にする。

１　木や草、花を大切にする。
２　いじめなどは、しないでみんな仲良くす
る。
３　あいさつを進んですればみんな仲良くで
きる。
４　ごみがたくさんおちている所があるか
ら。

842
ゴミを拾ったり、ゴミをポイ捨てしない。なる
べく地球やさしいことをする。

夏は、前にプールが入れるか入れないぐら
い寒いときがあったのに、さいきんは毎日
プールに入れるぐらいあついので、おんだ
んかのせいだと思うからです。

843
地域の人にあいさつをし、友達や家族を大
切にしていく。

気持のヨいあいさつをし、いい地域だという
感じをもつ。家族や友達を大切にする⇒み
んなに親しまれる人間になる。

844 町をきたなくしない。ゴミの分別！ 道にゴミがおちているから。

845

・みんな仲良く毎日楽しく。
・CO2を減らしていこう。
・自然環境を増やして守ろう。
・リサイクルをしよう。
・だれにでも優しくできる人になろう。
・みんなにそんけいされる市になろう。

・いじめやさべつなど、人のいやがることを
する人がいるから。
・二酸化炭素が増えて、地球温暖化の原因
になるから。
・自然が減少してきているので、増やしなが
ら守っていきたいと思ったから。
・リサイクルできるものもしないで、ごみも増
やしていって環境も悪くなるから。
・人によって態度を変える人がいて、される
人はかわいそうだから。
・みんなが住みたいと思える市になりたいか
ら。

846
昔の歴史や現代の技術を取り入れた、おと
しよりから子どもまでが住みやすい所にした
いです。

昔から伝わる文化や、パソコンなどの現代
のものがある年齢関係無しの所にしようと
いう考え。

847
ゴミの分別、ポイすてなど、町をきたなくする
こういをしない。

町でよく道ばたにゴミがおちていたり、分別
されていないのをよく見かけるから、そのよ
うな事がなくなればいいと思ったから。

848 自然を守りきれいなまちをつくりましょう。
水や緑を大切にして、きれいですみやすい
まちにしたいと思ったからです。

849 自分がきづけば地域も変わる。
何事もだれかがきづけば、何かが変わる。
だから、自分のことだけじゃなく、地域のこと
も考えたら、町がきれいになる。

850
私の香取市への目標は、ポイ捨てない香取
市です。

草むらなど、ごみ捨ての指てい場所ではな
い場所に捨てているのと、運転しながらタバ
コをすっていた人が道路にタバコを捨てて
いたからです。

851 ごみ一つない町にしたい。
ごみをポイすてしないと言ってもごみがおち
ているから。

852 安心してあいさつが出来る香取市
えんりょせず、たくさんの人にあいさつがで
きるように

853 自分からあいさつができるようにしたい。
854 いつでもどこでも自分から元気なあいさつ

855
ゴミを道路や川や草むらに捨てるのはやっ
ちゃいけないと思う。

町がきたなくなって住みにくくなるから

856 郷里（まち）みんなで築く郷里（まち）づくり

ゴミ箱を設置し、そのゴミ箱やリサイクルの
機械により、帰郷してもきれいな町でありつ
づけていけるようにする。住んでいる人もゴ
ミのない町である様にの願いもこめて。

857 みんがあいさつできるまち

858
もっと一人一人の市民が自然を大切にし
て、あいさつがいきわたる市にしたい。

香取市は自然が多くあるので、もっと自然
やあいさつをしっかりして、活気がある市に
したいので。
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859

大きな声であいさつができる香取市。
みどりと水を大切にして自然がたくさんの香
取市
ゴミがないきれいな香取市

あいさつをきちんとする。
水をよごさずゴミをすてないできれいにす
る。

860

・香取市民の目標は、やはり、ごみの分別、
水や電気のむだ遣いをしないことだと思い
ます。
・太陽のように笑顔のあふれる町にしたい。

・今、日本では、地球温暖化が進んでいま
す。だから、少しでもやり方を変えればぐん
とよくなると思います。
・香取市は、もと笑顔がふえるといいと思い
ます。

861

・ごみが一つもないきもちいい香取市にした
い。
・一人一人、あいさつをし、人よりさきにあい
さつをして元気いっぱいの香取市にしたい。
・ごみは、すてないように、いしきする。

・ごみがとちていたら、一人一人、ごみをひ
ろう！
・人よりさきに、あいさつをする！

862
①川をきれいにきもちのいい香取市
②大きな声であいさつをする香取市

①私は、なぜ川をきれいにしたいと思った
かというと、家族で川に行った時ゴミが捨て
てあったからです。私は、その時、きたな
かったので、気持ちがよくありませんでし
た。私は、魚が泳いでいるのが見える川が
いいなと思いました。
②私は、昔あいさつしたことがありませんで
した。すると、自分もあいさつされませんで
した。なので、あいさつを大きな声ですると、
返ってくることに気がつきました。私は、あ
いさつがとても大切だと思いました。これか
らも、あいさつをしていきたいです。

863 ゴミのないきれいな町へ
ゴミをなくすように、みんなで協力して、市を
きれいにしよう。

864

①げんきではたらき豊かな町をつくります。
②川と緑のゆたかな自然をまもり、うるおい
と活気ある町をつくります。
③子どもが、ゆたかにそだち、だれもが生き
がいをもてる町をめざします。
④災害につよい、安心してくらしやすい町を
めざします。

ぼくなりに、どうすれば住みやすいか、住み
やすいためのルールを考えました。

865
差別やいじめのない心豊かなまちをつくりま
しょう。
自然豊かな心地よい町にしましょう

差別やいじめにより不登校などが増えてい
うため対策を考えていきたい。
自然的なものがなくなってきているから。

866
・海や川でごみを捨てないようにしよう
・自然をよごさないようにしよう・守ろう

大人の人が、海や川に行くと、飲んだペット
ボトルを捨てたり、粗大ごみを捨てたり、食
べたごみを捨てたり、時々ビンや、ビンのか
けらが捨てられているから危ないのと、良い
気持ちがしないからやめてほしい。

867
・みどりがもっとふえる町
・ゴミがへる町

・みどりがいまはすくないからです。
・ゴミがへるように

868
・緑ゆたかでゴミが落ちてない町
・進んであいさつができる町

・緑がたくさんあって、紙やたばこのすいが
らなどが落ちていない町にしたい。
・いろんな人に進んであいさつをするような
町にしたい。

869 あいさつをしっかりとする
香取市みんながあいさつをすると、他の市
などが香取市をほめてくれる。
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870
・環境がよい香取市にしたい。
・笑顔が絶えない香取市にしたい。
・犯罪のない安全な香取市にしよう。

・みんなでごみを拾い、きれいな香取市にし
たいという意味。
・いつまでも笑顔な香取市でいたいという意
味
・全体で防犯行動をし安全にしたい

871

・ゴミが一つもなく明るい町。
・古い町並みを守る。落ちていないキレイな
町
・しぜんを守りゆたかな町

・色々な所に、あきカンや、たばこのすいが
らなどが落ちているので、それがなくなるよ
うにしたい。
・笑顔であいさつをし、きもちよくすごせるよ
うにしたい。

872
・住みやすい町にする。
・ごみがなく、きれいな町にする。
・緑が多い町にする。

住みやすい町にするためには、ごみを捨て
ないことと、地域の人にあいさつをすること
だと思う。
ごみの分別も必要だと思う。
ごみを捨てなければ、川もきれいになると
思う。
緑を大切にする。

873

・道路や田んぼなどに、ゴミをすてない、き
れいな香取市にしていきたいです。
・元気があふれる香取市にしていきたいで
す。

ゴミのポイすてをしないようにしたりすれば
いいと思います。

874

・もっと小見川の町を大切にしたい
・あいさつをする
・環境を大切にしたい
・安全にくらせるような町

・最近、小見川町を見ていると、ゴミが、いろ
いろなところにたくさんおちているから。
・いろんな所へいくと、会った人にあいさつ
をしない人が増えている。

875
・あいさつをする
･町をよごさない
・川をよごさない

あいさつをすれば、元気な町になると思う。
町をよごさなければ住みやすい町ができ
る。

876 緑がかがやくゴミない香取市

・どてやふつうの道や草原などにポイすてさ
れたゴミなどがとてもめだつから。
・それと、花火大会のあとのゴミがすさまじく
すてられている。自分で食べたり、飲んだり
楽しんだりした後は、せきにんをもってかた
ずけてほしい。すてる人がいると次の日の
朝はやくにひろっているボランティアの人が
いてかわいそう。

877 いじめのない町 いじめが一切ない町

878

・花火大会など、終わったあとのちらばった
ゴミをボランティアの人たちが毎年片付けて
いる。
・しぜんを大切に気持ちよい、自然作りを！

いつも、ごみなどがすてずに、ちらばってい
るので、ボランティアの人が朝早く片付け
て、分別をしなければならないので、一人一
人が、ゴミをもち帰ったり、ゴミ箱にすてるよ
うに香取市がもっとキレイになってほしい。

879
ルールや決まりを守って、安全な香取市に
したい。

ケンカなどをしないで、仲良く安全に暮ら
す。

880 豊かな精神と体
外で活発に友達などと遊び、物を大切に
し、体を動かす。

881
道などにゴミは捨てないで、家でしょ分す
る。

道などに、空きカンやペットボトル、おかし
のゴミ、この他にもたくさんのゴミがおちてい
るのを見かけます。なので、みんなで気をつ
けて、自分で出したゴミは自分の家でしょ分
すれば、環境にも良いし、住みやすい地い
きになるからです。

882
香取市が活気ある市になるように、いろいろ
な行事をしてほしい。

人の集まる祭りなど、いろいろな行事をして
ほしいと思う。
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883 車をできるだけ使わない。
地球温暖化が進んでいるので、近い所はで
きるだけ自転車を使う。

884 ゴミをポイ捨てしない
ゴミが道路に捨てられている時があるから
です。

885 やめようポイ捨て！

このキーワードは、香取市内を車で走って
いると、道ばたに、タバコのすいがらや、あ
きカン、川を見ていると、ペットボトルや発泡
スチロールなどが、流れてきました。そこ
で、このキーワードが思いつきました。

886
ぼくは、香取市をみんながルールを守る町
にしたいです。

なぜかというと、一人一人がルールを守れ
ば、みんなが安心して暮らせる香取市にな
ると思うからです。

887 もっと緑がふえてほしい 緑が少ないから

888 自然豊かな水のきれいな市にしよう！
魚が川に帰るように、人も帰りたくなるよう
なやさしいふるさとに、なるように・・・

889
私が大人になったら、今よりみどりが多い、
しぜんなみらいになってほしい

しぜん（みどり）を大切に。

890 水や緑を守り　豊かな市をつくる。
サイクリング道路や川遊びができるようなき
れいな川をつくる

891 自然をたくさんにする。 花木をうえたり、川のゴミをひろったりする。

892 ごみがないようにする
草むらや道路にごみが捨てられているの
で、なくなるようにしたい。

893 もっと、みどりをふやしてほしい 今、みどりがへってきているから
894 町のごみをへらす ごみがおおいから

895 人のことも考えてこうどうをしよう！
トイレなど、あとの人のことをかんがえてつ
かうほどいい

896 自然を守ろう自然は大切 緑がないと人がいきられないから

897
もう少し、川をきれいに、ゴミを少なくしてほ
しいです。

川では、もう少し、きれいに、してほしいで
す。
ゴミでは、ゴミがおちていることがきになる
からきれいにしてほしいからです。

898
広場と公園がいっちした、あんぜんな、ば
しょを、かくちいきにほしい

なぜかというと、公園だったら小学生のが公
園で遊んでいるときに、中学生がキャッチ
ボールをしていたらあぶないから、公園と広
場をいっしょにつくって、みんながいっしょに
あつまるところになったらいいからです。

899
①伊能忠敬のふるさとが香取市ではありま
せん？
香取市が伊能忠敬のふるさとです。

①あまりにも有名な伊能忠敬に負けないく
らい水郷（水の郷）香取市を全国にアピー
ルする時です。！
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900

一歩一歩のつみかさね
思いやりとありがとうの気持ちが夢につなげ
たよ
四千万歩あるいて
おしえてくれた
たいせつなこと

香取市で商いをしていた伊能忠敬は四千
万歩（地球一周分）歩いて日本地図を作り
ました。一歩一歩歩いて、じしゃくで方角を
はかって、帳面に書きつけて、地道な努力
で地図を作り上げていきました。子供の頃
から星を見るのが好きで、大人になって商
いをしながらも「地球の大きさを知りたい」と
いう夢を持っていた忠敬は、まず日本の形
と大きさを知るために、北海道から測量を
始めました。忠敬は「ありがとう、ありがとう
よ、みんな。これでやっと、夢の日本地図が
できます。」と隊員達にふかぶかと頭を下げ
て感謝の気持ちを伝えました。地図が出来
上がるまでには、沢山の苦労、困難があっ
たと思います。それらを乗り越えて夢を叶え
ることが出来たのは、仲間の支えのお陰だ
ということを忠敬はつくづく感じたのでしょ
う。思いやりと感謝の心を持つことの大切さ
を教えてくれた偉大な人が香取市にいたこ
とを忘れないでほしいです。

901

自分は学校で車いすで生活しています。だ
けど、車いすでは行けない所があるので、
少しでもバリアフリーをこの、香取市にもっと
バリアフリーがあるといいなと思いました。

902 「ごみ、汚い」思うだけでは×すぐ行動！

私が、いつも外にいる時、ゴミすててた人が
いたりすててあるのをそのまんまで歩いたり
している人がいるからです。「汚い！！」と
思っても、そのまま通りすぎる人をみて、
「すぐ行動して！！」と思ったからです。

903
①特産物などにほこりをもってほしい。
②きれいな所にしていきたい。

①「いっぱいとれるのはここなんだ。」あまり
食べれない所もあるからほこりにもってほし
い。
②きれいかもしれないケド、もっとすみよくし
たいから私はきれいな所にしていきたいに
しました。

904

①古き良き歴史薫る町並みを愛し文化あふ
れる香取市を作りましょう。
②地域を愛し近所の人とあいさつし合い笑
顔あふれる香取市をつくりましょう。
③自然を愛し動物と植物と共生し緑あふれ
る香取市を作りましょう。
④豊かな大地を愛し、豊かな実りに感謝し
パワーあふれる香取市をつくりましょう。

「あいさつ」について取り上げてくれるとうれ
しいです。下の説明で、②に書いたとおり、
あいさつを返してもらいうれしくなったので、
お願いします。
①これまで、この町並みを残してくれた人達
のおかげで観光客も増えたので、このまま
残していきたいです。
②いつも、登下校の時、あいさつをしたら、
笑顔で返してくれてとてもうれしかったから
です。地域のつながりが市全体に広がると
いいなと思います。
③私の家のまわりは、林や田んぼでかこか
れています。緑があると心がいやされるの
で、このまま残してほしいからです。
④農産物も家で作ったものなので、安心し
て食べられます。

905 いつまでも住み続けたいきれいな町
きれいな町にして、みんなが、いつまでも、
香取市に住み続けたいと思うような香取市
（町）にしたいです。
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906

ぼくはこの自然を守りたいです。そのために
は、
・ポイすてをしない。
・虫など生き物をむだに殺さない。
・水をきれいに、むだに使わない。
この３つを守りたいです。

都会にはない、自然を一生守って生きたい
のでこの３つの約束を守りたいので書きまし
た。

907
・人と人が支え合う地域のつながりを広げま
す。
・郷土を大切に美しい環境を守りましょう。

・あいさつをする事によって、ひとり暮らしの
お年寄りに声をかける事ができる。
・佐原の歴史的町なみ（小野川沿い）を守
る。

908
私の意見は、道におちているゴミをへらした
方がいいと思います。

なぜこの意見にした理由は、道にゴミがお
ちていると、いやな気もちになるからです。
しかも住んでいる人も、住みたくないという
気もちになってしまうからです。

909

か　かけがえのない伝統文化を残すため、
み
　　んなで守り育てましょう。
と　ともに助け合いだれもが幸せだと感じる
街
　　をつくりましょう。
り　理想の街をつくるため緑を育て、ゆたか
な

みんなに、親しみをもってもらえるよう、頭文
字に　か　と　り　をいれました。

910 ポイ捨てがないきれいな町
森戸にはごみが多いからもっと少なくするた
めに

911

１　市民一人一人が思いやりの心をもつ。
２　市民であることにほこりをもち、市をきず
つ
　　けない。

１　書いたとおり、思いやりの心を持つこと。
例えば自分の落としたゴミじゃなくても、そ
れをひろったりする。
２　自分のほこりある市だから、市にある植
物、動物などをきずつけない、ころさない、
ということ

912
ぼくたちは山など林などがあるのでそれを
みんなでまもっていきたいです。

ぼくたちの学校のまわりは、山と林なので
かこまれているのでこの市民憲章をかきま
した。

913

１、家族を大切にし、明るい家庭にしよう。
２、友だちとけんかをしないよう、友だちを大
切にしよう。
３、町をよごさないよう、ゆたかな町にしよ
う。
４、え顔がいっぱいある元気な生活をしよ
う。

１、けんかをしないような家庭。
２、友だちとずっと仲よくいられるようにしよ
う。
３、ごみを町にすてないようにしよう。
４、みんなが気持ちいいようにえ顔がいっぱ
いの町にしよう。

914

１、ごみのない自然ゆたかな町をつくりま
しょう。
２、交通事故のない町にしましょう。
３、あいさつがかよい合う平和なまちにしま
しょう。

１、みんながごみ拾いをして、きれいな町に
するように。
２、このごろ事故とかが多いので、つくりまし
た。
３、あいさつをしていない人がいるので作り
ました。

915

１　自然を大切にしてきれいで住みよいまち
を作りましょう
２　笑顔がかよいあう平和なまちにしましょ
う。

１　香取市は木などがたくさんあるので自然
はかいをおこさないようにという気持ちで作
りました。

916
１．山や動物を大切にし自然ゆたかな町を
作りましょう。

木を切ったり、動物を大切にしなかったりす
るのがいやだから作りました。

917
１、いつも平和でみんなえ顔になる町を作り
ましょう。

１、事けんが起きてほしくないから。
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918
１、人々が助けあい心のかよう町をつくりま
しょう。

１、協力して助けあう町になってほしいなと
思ったからこれにしました。

919
１、みんなが気持ちよく住める町をつくりま
しょう。

１、香取市には、川とか草はらにゴミがおち
ているので、ゴミをなくしたいといういみで書
きました。

920
１．きれいな町を作って心ゆたかにしましょ
う。
２．平和な町を作りましょう。

１、ゴミをそのまますてないで心がスッキリ
する町にしたいからこの市民憲章を考えま
した。
２、悪がない町にしたいからこの市民憲章
を考えました。

921 ・ゴミをすてない町 ゴミをだしたら、ちゃんとゴミ箱にすてる。

922
・みんな仲良く楽しい町をつくりましょう。
・安全な町をつくりましょう。

923
・ゴミがすてる場所じゃない所にすてられて
いない町

924 しげんを守り地球にやさしいまちにしましょう
地球温だん化が進んでいるのでなるべくエ
コをしたほうがいいと思ったから

925
豊かな自然を大切にし、いつまでも緑を残
そう。

最近森林のばっさいが進んで森林がへって
きているので、香取市もそうなってほしくな
いから。

926
・ごみを捨てないで、きれいな町にしよう
・いじめや差別をしない、みんな仲よくする
町にしよう。

・ごみが道路などに、おちているので、ごみ
を捨てず、きれいにしてほしいと言う願い。
・いじめや差別などをしない仲良く、助け合
えるようと言う願い

927

・ぼう力や争いのない香取市にしていき、み
な仲よく豊かでいよう
・みんなあいさつをしていきふれあい市民全
員にこにこしていこう。
・物は大切に、こわさないようにしよう。

・ぼう力で人に傷をつけてもなにもいいこと
がない、もしそれで死者をだして住みずらい
香取市にはしてほしくないから。
・みんなあいさつをすると絆が深まり香取市
民がいつもにこにこでいてほしいから。
・物を大切にしないでこわしてもとくすること
はない。

928

・ごみをすてず、きれいな町にしましょう。
・地域や色々な人にあいさつをし、元気な町
にしましょう。
・お年寄りを大切にし、心温かい町にしま
しょう。

・道路のはし、他の人の目の届かないところ
などにごみをすて、いくらきれいにしてもご
みが増えるから。
・あいさつをしても、無視して通り過ぎてしま
う人、あいさつをしてもその声が小さいこと
もあるから。
・お年寄りに反こうしたり、無視したりするか
ら。

929
１、自然や文化を大切にしましょう。
１、きまりを守り、平等に暮らせる町にしま
しょう。

・自然や香取の文化を大切にして、いつま
でも伝統のある香取市にするような願い。
・きまりや規則をまもって、みんなが平等
に、平和にくらせるような香取市を目指す志
し。

930
１　森や町をきれいにしましょう。
１　町のルールを守ろう。

１、森や町にゴミをすてないで、住みやすい
環境にすること。
２、町のきまりを守って楽しい町にしよう。

931

１　昔からの伝統を、守り、受けつぐ街をつく
りましょう。
２　身近な自然を大切にし、きれいな街をつ
くりましょう。
３　子供からお年寄りまでが喜ぶ、楽しい街
をつくりましょう。
４　ごみのない、快適な街をつくりましょう。

１　佐原など、水郷や、古いまちなみを大切
にし、後世へ受けついでいくということ。
２　川や森、田畑など、ふだんわたしたちとく
らしている自然に関心をもち、大切にしてい
くということ。
３　どのような年れいでも、仲よく分かち合
い、笑顔がたえなく、楽しくすごすというこ
と。
４　ごみやよごれなどが、一つもなく、快適
で住みよい街をつくるということ。
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932

・水がきれいな自然ゆたかな香取市は、気
持ちの落ちつく心のふるさと。
・わたしたちの香取市と全国に発信して知名
度アップさせよう。
・えどの文化の香りただよう佐原の町みんな
で守ろう大切な市民のたから。

933

香取市は川と緑と日本地図を造った伊能忠
敬はっしょうのち、この緑あるきれいな町を
守るため市民けんしょうをさだめます。
川をよごさないようにします。
緑を守ります。
古い町なみを守ります。

934

佐原市が小見川、山田、くりもとの４町と大
きくなり発てんすることを期待したが大きくな
る前より人口も少なくなり佐原も小見川も多
くの人が集まっていた。大きな店が閉店にな
りさみしいです。個人の商店不景気で、次々
と閉店し空地が多くなりました。そのかわり
利根川のむこうの茨城県あずま市はアピ
タ、パルナ、ケーズ電気とえい画館もわが多
く客をあつめております。香取市もこれを手
本とするよりこれに負けないような計画とゆ
めが必要だと思います

935
元気な毎日、輝ける未来ある町をつくりま
しょう。

自分や家族、市民全員が元気で明るくこの
香取市でくらすことができたらいいなと思い
ました。

936 安心で安全ですごせる町づくり

937
・あいさつかわし、広がる仲間の輪にしよう。
・小さなゴミでも、ポイ捨てしないできれいな
市に

938

１　自然を大切にし、美しく、住みよい町にし
ましょう。
２　明るい家庭をきづき住みよい町にしま
しょう。
３　子どもから高れい者まで助けあえる町に
しましょう。

１　香取市には自然が多いので、自然を大
切にして、住みよい町をつくりたいから
２　子どもが少なくなっていたので、明るい
家庭を作る町にしたいから。
３　子どもから高れい者まで、助けあって仲
良くする町になってほしいから。

939
・古い町なみを大切にし、ゴミ１つも落ちてい
ない町をつくりましょう。

・観光客が来てゴミが一つも落ちていないと
気持ちがいいし、また来たいという気持ちに
なってたくさんの人に来てもらえるような町
にしたいです。

940 老人も大人も子どもも笑ってくらせる市 市にくらすすべての人がにこにこできるよう
941 あいさつからつながる助け合いの心

942 自然にみちた美しいまちをつくりましょう。
自然を大切にしたまちを造りたいと言うこと
から考えました。

943
・伝統文化を守りましょう。
・みんなそれぞれ自然を大切にし、すてきな
町にしましょう。

944

香取市市民憲章
ごみが落ちていない、自然が豊かな、緑の
多い住みよい町づくりを進めるため、この憲
章を定めます。
１、ごみを、道路に捨てずごみ箱の中に入
れる。
１、自然が豊かな緑があるきれいな町。
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945

ここは、わたしたちの香取市、自然にかこま
れ、水がゆたかな市です。お祭や山車など、
伝とう文化もたくさんあります。わたしたち
は、この文化や自然を守り育てていきます。
１、自然を大切にしよう。
２、文化を守ろう。
３、助けあい、思いやりで、あたたかい市に
しよう。
４、よく働きみんなで楽しい市にしよう。
５、新しい文化をきずきあげていこう。

山車やお祭など、歴史や文化がたくさん
残っているので、それを守っていく。
利根川や田、畑がたくさんあるから。
笑顔いっぱいの市にしようということ。

946 未来をつくる子どものしあわせな町にしよう
私達みんなの力で悪い環境から子どもを守
ろうと思うから

947

１．公園を充実させる
２．安全な町づくり
３．清潔な町づくり
４．季節に合わせてイベントを行う。
５．差別をしない
６．点文字や介助犬などの福祉を充実させ
る。
７．香取市内の駅(電車)を活性化させる。
８．佐原駅南口の商店街を活性化させる。
９．交通標識をわかりやすくする(観光客の
ため)

１．公園の遊具が減ってきているし、部屋の
中で遊ぶ子が増えている。
２．どぶのふたがゆるいことが多いから。
３．ごみがその辺によく落ちているので、ゴ
ミゼロ運動を心がける。

948 ふれいあいと対話ができる明るい町

949 自然を大切にする市民！
香取市は森林などの緑がとても多いので。
これを大切にしていきたいから

950
助け合い、支えあい、そしてみんなが笑って
過ごせる平等な市。

なんらかの事情ですごく困っている人がたく
さんテレビでも見るので裕福な人たちや普
通な生活を送れる人たちで、そういう人たち
を支えていける市になってほしいです。

951 緑をもっと多くして自然を大切にしてくださ 森や木がなくなったら人は死んでしまうか

952

・差別がなく平等な市民。
・伝統を大切に伝えていく市民。
・お年寄りを大切にする市民。
・笑顔が絶えない市民。
・人の気持ちを考えながら話す市民。

自分がされたらいやなことだったり、江戸の
町で有名な市なので、町の伝統を残してほ
しいと思ったからです。

953 常に笑顔が絶えない町
年齢や世代関係なく毎日が楽しく過ごせる
ように。

954
・笑顔がたえない市民。
・孤独を感じさせない市民。

・笑顔がなくなってしまうと、とても印象が暗
くなってしまうからです。
・人は誰でも孤独でいると悲しくて怖いから
です。お年寄りでも孤独でいるのは悲しい
です。

955 明るいあいさつが飛び交う香取市民
明るいあいさつをされればうれしいから、香
取市民みんなが明るいあいさつを目指した
らいいと思う。

956 1人1人がゴミをなくすことを心がける市民
1人1人がゴミを拾うことや、ポイ捨てをしな
いように心がけられる市民にしてほしいか

957
あいさつが多い市
明るい市
元気のある市

もうちょっと香取市を明るくしたいから

958 ゴミが目立たないきれいな町づくり
・市民一人ひとりがゴミゼロの意識を持つ。
・ゴミをそこら中に捨てない（ポイ捨て禁
止)。

959 みんな明るく元気なあいさつをしてもらいた 市のみんなが明るくなってほしいから
960 ありがとうと言える町 ありがとうは良い言葉だから
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961 みんなが仲良い市
スーパーなどで会ってもみんなが話してい
たらいいと思ったから。

962 すれ違ったら、あいさつを交わす市民

あいさつをされるとすがすがしい気分になる
から　みんなあいさつをされてうれしくない
人はいないし、お年寄りを元気付けられる
から。

963
・近所でとても仲がいい市民
・1人1人が思いやりを持ち、ゆずり合う心が
ある市民

・近所で仲がいいと、困った時とかに仲が良
くてよかったと思えるのでいいと思います。
・犯罪が少なくなって、事故も減るのでいい
と思います。

964
しないがきれいで市民や他の県から来た人
が気持ちよくすごせる町。

・1人1人がゴミのポイ捨てなどを気をつけて
生活していければいいと思う。
・市民だけではなく、他の県の人たちも気持
ちがいいような町づくりをすればもっといい
ところになると思う。

965 ・行事やお祭等に積極的な市民

行事などに全員が参加して、とても明るく、
祭の屋台もいっぱいできて、山車もみこしも
全員踊ってできるような川もよく、すごく楽し
い積極的な市民。

966 毎日がいつも楽しい市民 いつもみんなで楽しめるといいから

967
近所づきあいをよくして、市の祭など活動や
ボランティアに積極的に参加する市民に
なってほしいです。

・近所づきあいをよくしたら、家にずっといる
お年寄りが毎日楽しくなるから。そして、寂
しい日日がなくなるから。
・祭などに参加すれば市が活性化するか
ら。　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ボランティ
アに積極的に参加すれば、ゴミ拾いなども
するので市がきれいになるし、道徳的ない
い考えができるようになるから。
・私はこういうことができれば、香取市は
もっと良くなると思います。

968
1人1人が高齢者や人の手助けをする市民。
ゴミのポイ捨て防止意識をする。

・最近は、高齢者が多いので、手助けやふ
れ合うことを多くしたいと思ったからです。
・所々に缶や袋などのゴミがいっぱいある
ので減らしたいと思いました。

969 ・どんな時でも人を助ける市。

・おじいさん、おばあさん、妊婦さん、子ども
に対して、困っているとき、人を助けられる
市になってもらいたい。
・忙しいときでも、人を助けることはいいこと
だと思うから。

970 1人1人が協力し合う市民 協力すればなんでもできるから
971 自然が多い地域にしたい 地球温暖化だから

972
笑顔であふれる香取
未来が明るい香取

嫌なことがあっても、笑顔があれば明るくな
れるから
明るい未来のほうが暗い未来よりいいから

973 世合話がたえない町づくり
老人が毎日「いつ死ぬのかな」とか言わな
いで、世合話でもっと生きたい思ってほし

974 生活が第一 安全で生活するのが第一
975 みんなが笑っていられる町にしたい。 笑っている楽しい町がいいから
976 みんなが平和で普通に暮せる市 普通が一番

977 森がたくさんあって、祭がたくさんできる市
自然がたくさんあってほしいから。祭は楽し
いし、盛り上がるから。

978
・あいさつがいっぱい。
・ご近所付き合い

すれ違ったとき気持ちよくあいさつができた
ら・・・

979 あいさつ 明るくあいさつ
980 みんな祭が大好き 楽しいし、やりたいから

981 緑がきれいで、cleanな町
田んぼなどの自然が多く、ゴミがポイ捨てし
てなくて、空気がきれいな町

65



作品
番号

意見・文案 説　　明

982
・市の設備や施設をきちんとする市
・無駄な金を使わない市

・設備などをきちんとする。
・金を無駄にしない

983 あいさつをしっかりする香取市民
あいさつをしたらあいさつをしっかりかえし
てくれるため

984 みんな元気で明るい市民
985 ゴミ捨て罰金 ゴミが多いから　自分のゴミだから

986

自然を大切にしてきれいな緑を残していけ
るように
ポイ捨てなどしないで、植樹活動に積極的
に取り組む

自然が好きだし、地球温暖化が進んでいる
から

987 元気な市民 もっと元気があればいいと思ったから

988 1人1人のつながりがふかまるようにしたい

989 安全な香取市 歩行者の道にガードレールをつけてほしい
990 祭とか楽しくできていい。街がきれい。
991 ご近所付き合いがよい香取市 最近、近所でトラブルが多いから
992 だれにでもやさしくできる お年寄り、子どもだれにでもやさしくしたい
993 明るくあいさつする 合った人全員と挨拶する

994 靜かで自然の音がどこまでも響く市
いろいろと建物ができたり、車がいろんなと
ころを走っていてうるさいから。

995 一人ひとりが他の人のことを良く見る市民
一人ひとりの意見を聞いて、みんなが決ま
りごとを決めたほうがいいと思うから。

996
自然を大切にし、ごみのポイ捨てや交通
ルールを守り、一人１人が安全に暮らせる
ようにする。

子どもとかがよくポイ捨てをしているし、交
通ルールを守らない大人がいるから何の罪
もないお年寄りや子どもが巻き込まれてい
てかわいそう

997
ごみのポイ捨てをやめて、自然がいっぱい
で元気な明るい町にしたい

最近ごみがいっぱい捨ててあるし、自然が
なくなっているから。今よりもっと元気なとこ
ろにしたいから。

998 笑顔がいっぱいの香取市
999 みんなが平和な市 平和がいいから

1000 挨拶がたえない香取市
挨拶がきちんとできて、笑顔で挨拶ができ
るため

1001 緑を増やそう！ 緑が少なくなっているから。

1002
これからも事件がおきないで、平和の国が
いい

事件はおきないでほしい

1003 ごみのポイ捨てやめてきれいな香取市へ
よくごみを祭りのときや、子ども会祭りのと
きなどに、ごみ箱が近くにあるのに、ポイ捨
てする人がいるから。

1004
生き物がたくさん住む自然豊かな町にした
い

生き物たちが住みやすい町にしたいと思っ
た

1005 明るく仲の良い、環境にやさしい町
明るく仲の良い環境にやさしいエコな町を
つくっていきたいから

1006 あいさつをよくする あいさつをして町の印章を明るくしたいから

1007 明るい町　ごみのない町
みんなが仲が良くて楽しく生活をしたいか
ら。近所をみるとごみがたくさんおちている
からキレイにしたい。

1008 共に協力し、支えあい、活気あふれるまち

1009 住みよい町づくり　市民平等
みんなが住みやすいように。貧富の差がで
ないように
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1010

①町のみんなが１人のためにみんなが協力
しあえる町
②朝も夜も町の人に出会ったら快くあいさつ
しあえる町がいい。

①お年寄りなど困っているひとがいたら、み
んなで助けてあげられるような町にしたいと
思ったから。見てみぬ不利をするような町
はヤダから。
②いろいろな人（町の人）にいっしょの場所
にいて常識の挨拶をしない暗い町など変な
町だと思うから。

1011 暴力がなく、やさしい明るい町にしよう 市で暴力がないようにする

1012 ごみがないきれいな町
よくポイ捨てする人がいるけど、そういうこと
がないような、ごみのないきれいな町にした
い。

1013 自然を大切にして、みんなが挨拶できる町
1014 健康でみんなが明るくなれる町にしよう

1015
水と緑の自然を大切にし、歴史を守っていく
まちにしよう。

川や緑のある美しいまちと香取の歴史や文
化を大切にしていきたい。

1016 明るく、笑顔のたえない市 暗いといやな気分になるから

1017
緑を守り、水を守り、人を守る、豊かな町づく
り

豊かな緑や水と共に生活できることは、素
晴らしいことだと思います。また、未来にも
この自然を残していかなければならないと
思います。

1018 人々が仲良く住めるような町

1019

緑を大切に。
みんなで協力しあった、１人じゃできないけ
どみんなとやれば乗り越えられることもあ
る。

1020 挨拶ができて明るい町
挨拶を一人ひとりがきちんとできて明るい
町にする

1021 マナーの守れる街
マナーが悪いので、マナーをよくしたいから
です。

1022
ごみのない町。だれにでもやさしくできる人
たち

最近、近所にごみのポイ捨てをしている人
をよくみかけるから。イジメや虐待などが最
近よく聞くので、よくないことだと思う。

1023 みんなでつくろうきれいなまち
みんなでいろいろな意味できれいにしようと
いう呼びかけ。ごみのないきれいなまち。人
の心のきれいなまち。人の優しさを感じるま

1024
水のきれいな香取市いつまでも緑の多い街
にしよう

水がきれいなら、草木なども育つし、みんな
が健康でいられるから。

1025 健康で明るい、老人が元気な町 健康な老人が多くいてほしいから
1026 あいさつができ、みんなが仲が良い町 みんなが仲良くなれば、いい町になるから
1027 協力のできる町　みんなで助け合う町

1028
佐原の駅前にレストランや公園などができ
たらいと思います。

佐原の駅前はいつもさみしいので、子ども
が大好きな公園などを作ったり、空き地が
多いので、お花を植えれば、あまりさみしく
ならなくなるとおもいます。
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1029 植物を大切にしよう なんとなく

1030 ごみをもっと減らす、緑を多く。
ここらへんでは、ごみがちょっとあるのでご
みを減らしつつ、緑を増やしていったほうが
いいと思う。

1031
みんなの命を尊びます。
笑顔の絶えない明るい町。
歴史を守り、未来へ育みます。

明るいまちだとだくさんの人が訪れるから。

1032
お年寄りが元気なまち
子どもを守れるまち
みんなが笑顔なまち

お年寄りを大切にできる若い人が多けれ
ば、お年寄りが元気で長生きできると思う。
それに、子どもを危険から守れるまちは、と
ても少ないと思うし、子どもを守るための対
策などは、お年寄りも含めていろいろな人を
守るための対策へとつながると思う。みん
なが笑顔なまちであれば、まち全体が少し
でも良くなると思う。

1033
年齢、性別関係なく、協力でき、活気あふれ
るまち

最近は、地域ぐるみの付き合いが減ってい
ると思い、またこれからは高齢者が増えて
いくということなので、お年寄りから若者た
ち皆で住みやすい町（市）を作りたいから。

1034
子どもからお年寄りまで協力し合える地域
にしよう！

地域全体が協力して、一つの大きな目標を
かなえられるような地域にしたいので。

1035 ポイ捨てゼロの香取市にしたい。
1036 ポイ捨てをしない。 ごみが落ちていると、環境破壊になるから。
1037 緑をつくろう。 森林などをもっと増やす

1038 自然を大切にする（植物、動物、空気など）
これから植物などを大切にして自然を守る
ことも大事だけど、廃棄ガスとかがあまりな
く空気がきれいなところにしたいから。

1039
緑がたくさんあり、美しく優しい笑顔があふ
れるまちにしたい

緑がきれいで、ごみなどが捨ててなく、美し
く、お年寄りなどには、優しくし、みんな笑顔
のまちになってほしいと思います。

1040 マナーの守れる街 マナーがあまりよくないので、よくしたいで
1041 緑を大切にする
1042 ゴミゼロ運動
1043 ごみを減らしてきれいな街にする 積極的にみんなでごみを拾ったり努力する

1044 緑の多い豊かな香取
山や田んぼなどを大切にし、香取の農作物
をもっと広めたいと思ったからです。
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1045

１．私たちは、人、自然、文化を大切にし、共
生し、成長します。
１．私たちは、子どもたちのより良い未来を
考えます。
１．私たちは、人との絆を深め、住み良い、
明るい地域を作ります。
１．私たちは、この地域から、地球の環境を
改善します。
・私たちは、良い事を必ず実行します。

１．香取市の素晴らしい自然を愛し、守り、
共に生きてゆきたいから。
１．子どもたちの先のことをよく考えてもらい
たいし、私たちも大人になったら、次の世代
の子どもたちのことをよく考えたいから。
１．人と人とのつながりを深めて、私達の住
み良い地域にしたいから。
１．地球の温暖化など、問題を良くしていか
ないと、地球が大変なことになってしまうか
ら
１．良い事は言葉だけではなく、実際に行い
たいから。

1046
伝統ある香取市の文化をこれからも大切に
し、住み良い街作りをしましょう。

夏や秋の祭り、香取市の昔ながらの街並み
や風景を大事にしていきたいと思います。

1047 楽しくて仲良くできる街づくり とても楽しくて、人間関係の良い街にした

1048 さわやかな佐原の町。

佐原は町自体がとても美しく、とてもさわや
かなでみんがとてもあたたかいので、”さわ
やかな佐原の町”にしました。私は本当に
佐原だけではなく、香取市全体がとても好
きです。

1049 緑豊かなふるさと 温暖化なので、緑が多い方がいいから。

1050
伊能忠敬先生の名に恥じない市民であるこ
とを忘れない

伊能忠敬という偉大な人の名に恥じないよ
うに香取市民として立派に生きていく。

1051 香取市は元気な人がいっぱいいます。 あいさつが多いから

1052 お年寄りに優しいまち
お年寄りの介護をする人が減ってしまったり
しないように

1053
郷土の偉人”伊能忠敬”の努力と向上心を
誇りに思い、彼のいき方を手本に生きる。

現在、国際化が叫ばれていますが、彼こそ
が本当の国際人だと尊敬しています。何故
なら、彼が行ったことは、どんな国の人が見
ても大偉業だからです。

1054
いつでも　どこでも　だれとでも　仲良くでき
る　香取市

みんなが仲良くなって友達を多くして、いつ
までも住みたいと思えるようにしたいから

1055
みんなで明るい笑顔つくろうよ　きたれ!!　香
取の町へ

市民で明るい笑顔を作れば住んでいる人
は、すっとここにいてほしいし、住んでいな
い人は、この香取市に住みたくなるように気
持ちをこめて書きました。

1056 ・歴史と文化の町並みや行事を守ろう。
伊能忠敬　小野川　祭り　大切にして次の
世代に引き継いでいこう

1057
この香取市が、これから都会へではなく、
ずっと田舎であり続けること

東京都をテレビで見ていると都会なので
まったく田んぼや畑もないし、東京タワーや
スカイツリーなどの大きなビルが建てられて
いるので、それに合わせて大きな大きなビ
ルを建てていることで、ビルなどに住み、普
通の家に住まなくなってしまうかもしれない
ので、香取市だけでもせめてずっと田舎で
いてほしいと思いました。

1058 友情
みんなが仲良く誰とでも遊べるようなところ
にしたい

1059 伝えよう自分の気持ちを人々へ
もっともっと自分の気持ちを人々に伝え仲
良くできるようにするため

1060
落ちている缶はなかなか拾えないけど、自
分では絶対捨てないように続けたい。

1061
環境を住みやすくするためには、ゴミが落ち
てたら拾うこと。

69



作品
番号

意見・文案 説　　明

1062 稲実る　水の都の　水郷の香取
たくさん田んぼがあっておいしい米ができ
る。　　　タナゴがいる川があったり、小野川
やあやめが咲いているから。

1063 緑の町
ゴミなどが落ちてなく、木などが多い、きれ
いな町にするために、ポイ捨てや資源を無
駄に使わない。

1064 自然を大切に。
今の世の中に、自然がどんどん減っている
ので、千葉県香取市の中でも自然を守って
生きたいです。

1065 なにごとにも思いやり

お店のシャッターに落書きするような人や未
知にガムを捨てる人、ジュースのビンを割っ
たり、捨てたりするような人がいます。反対
に信号で困っているお年寄り方に手を引い
ている人もいました。私はなにごとにも思い
やりが大切なんだと思いました。いたずらを
する人には、あとから使う人の気持ちを考
えて使ってほしいし、お年寄りの方に優しく
するのは、とても良いことだと思いました。

1066 ゴミを道などに捨てないようにする香取市 よく道などにゴミがいっぱい捨ててあるから

1067 あいさつのできる香取市になろう。
あいさつが他の市に負けないようにするた
め

1068
これからも、佐原の祭や町並みを大切にし
ていきたい。

古い建物や歴史ある祭りをこれからも、大
切にして、佐原の文化を次の世代に伝えて
いきたいと思います。

1069 ゴミのないきれいな町にしよう
道のはじにゴミを見かけるので、ゴミのない
町にすれば気持ちがいいから

1070
歴史ある香取市に新しい歴史を重ねてい
き、より味わい深い町にしていこう。

香取市は、香取神宮、伊能忠敬、祭りなど、
さまざまな歴史があり、それを大切にしなが
らも新しい香取市の歴史や活動をみんなで
取り組んでいくことでみんなの町に造って行
くという思いです。

1071
”いつまでも住み続けたい”と思えるような町
にしていくためには、ゴミを捨てないようにす
ればいいと思います。

ゴミが道に落ちていたら、ゴミを拾うことやゴ
ミを道に捨てないようにする。

1072

①二酸化炭素などの有害になる物などは、
できるだけ出さないでほしい。
②自転車放置、ゴミ出しルールが守れない
などの嫌がらせはなくなってほしい。

①今、温暖化の原因は二酸化炭素だ。だか
らきれいな町にしてほしい。
②自転車放置やゴミ出しのルールが守れな
いと言うのは、他の市民が嫌な気持ちにさ
れるから、ルールなどは守ってほしい。

1073 ゴミがない町にする。 ゴミを道に捨てるのではなく、ちゃんとゴミ箱

1074

・世界一きれいな町にして、笑顔があふれる
環境にしたい。
・無駄遣いが少ない町にして、環境に優しく
なろう

・やっぱり何もかも一番で輝いていた方が
いい。そして、笑顔があふれて楽しい町が
いい。
・食べ物や道具を大切にして使う。食べ物
は命をいただいているから残したら失礼。

1075

１・自然を守り、緑でいっぱいの香取市を作
りましょう。
２・決まりを守り、安全でみんなが笑顔にな
れる町にしましょう。

１・香取市は自然や緑がいっぱいあるけど、
もっと増やして守ろうと思いました。
２・決まりを守って事故などを少なくして、み
んなが笑顔になれるように

1076
・ゴミを捨てないキレイな市にします。
・川を汚さない市にします。
・水産業を手伝いましょう。

・ポイ捨てをしている人がいるから。
・川にゴミが浮かんでいることがあるから。
・お年寄りの人がやっているから。
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1077

１．ごみを一日一つでもいいからとりましょ
う。
２．笑顔であいさつをしましょう。
３．外で元気に遊びましょう。
４．農業や漁業を大切にしよう。

１．毎年クリーン作戦でごみがいっぱい落ち
ているから。
２．笑顔であいさつしている人があまりいな
いから。
３．暑くて家でだらだらしている人がいるか
ら。
４．どんどん人が少なくなっているから。

1078
・植物や環境を考え、緑を多くして豊かな町
にしたい。
・明るく元気な笑顔があふれる町にします。

・香取市は緑が多いので、もっともっと増や
して豊かな町にしたいと思っている。
・明るい人達元気な人達が笑顔でいられる
ようにしたい。

1079

・川、緑、自然を大切にし、きれいな町にしま
しょう。
・元気良くあいさつをし、みんなが笑顔の町
にしたい。
・交通ルールをしっかり守り、みんなが安全
に、安心して暮せる町にしよう。

・理由、香取市は緑や川が多いので、緑や
川がきれいな町にしたいと思ったから。
・理由、元気良くあいさつをしていない人も
いるから、みんなが元気良くあいさつをすれ
ば笑顔の町になるから。
・理由、交通事故がなくなれば、みんなも安
全に安心して暮せると思ったから。

1080
・川や緑などを大切にします。
・思いやりがたくさんある市にしたい。
・農業を大切にします。

・川や緑にゴミが捨ててあるから。
・思いやりがない人が多いから。
・農業をやっていない人が多いから。

1081
・自然や笑顔のある町にします。
・ごみを減らし環境のいい町にしましょう。

・自然をもっと大切にしたいし、笑顔のいっ
ぱいある町にしたいから。
・ゴミをポイ捨てする人が多いし、毎年ク
リーン作戦をしてるから。

1082

・香取市は、川をきれいにし、より良い香取
市にします。
・香取市は、川で田の緑をもっとふやしてい
く、香取市にします。

・香取市は川が多いけど、ゴミを捨てる人が
いるから。
・香取市は、川も田も多いけど、川からじゃ
ないところから汲み上げているから、川の
水を使った方がいいから。

1083
１．自然や緑を大切にして、香取市をきれい
にしよう。
２．米や野菜を無駄にせず、大切にしよう。

１．香取市や自然や緑がたくさんあるから。
２．香取市は、米や野菜をたくさん育ててい
るから。

1084
緑を増やし、さわやかな町にしたい。
川を汚さないでごみは自分の家に持ち帰り
捨ててゴミの少ない町にしたい。

緑が少ないから。
たまに川を見るとゴミが浮いているから。

1085
１．田や畑などの緑を大切にします。
２．町全体が笑顔になるようにします。
３．農家の人の手伝いをします。

１．田や畑などで米を作ったりするのが盛ん
だから。
２．笑顔だとにぎやかな町になるから。
３．お年寄りの人がたくさんやっているか
ら。

1086
・自然を大切にし、すっきりした気持ちの市
にしたい。

・いつも歩く時に、釣りの人がゴミを捨てて、
いやな気持ちになるから。

1087
・広々とした自然を守り、水を大切にするき
れいな町にします。
・米を大切にし、緑豊かな町にします。

最近、ゴミが目立っていたり、水が汚かった
りするから、もっときれいな町にしたいから。
米はおいしいし、緑もきれいなので、もっと
大切にしたいから。

1088

・香取市の市民で協力し合い、自然豊かな
町にしたい。
・人と会ったら、自分から進んであいさつをし
ましょう。

・田んぼや畑を大切にして、市民で協力し
合って、自然をもっと増やしていって、自然
が豊かな町にしたいから。
・自分から進んであいさつをして、あいさつ
が絶えない町にしたいから。

1089
・あいさつをよくしましょう。
・ゴミを増やさず、自然を大切にしましょう。

・佐原のほうは、よくあいさつをしているか
ら。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
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1090

・ゴミを捨てずに緑を守り、より豊かにしま
しょう。
・明るく人より先に元気良くあいさつをして町
をにぎやかにしましょう。

・ポイ捨てをよくしている人がいるので、草、
木などの環境を壊すことはよくないと思うか
ら。
・「おはようございます。」と言っても言葉を
返さない人がいて、あまりにぎやかじゃない
から。

1091
川がきれいでポイ捨てがない。
世界で一番きれいな町。

川がとっても汚くてゴミが川にポイ捨てされ
ていて、悪いときは、道にもゴミが捨ててあ
るので、それをなくしたい。
町全体が汚いので、その町全体がポイ捨て
などが一つもないきれいな町にしたい。

1092

一、自然や動物を大切にし、全体が調和さ
れるまちをつくりましょう。
一、水とふれ合い、親しめるまちをつくりま
しょう。
一、共に安全、そして健康に住めるまちをつ
くりましょう。
一、古い町並みを保護できるまちをつくりま
しょう。
一、おたがいが尊重しあえるまちをつくりま
しょう。

自然や動物(昆虫）などが、調和された町が
ぼくは好きだからです。
住人が怪我や事故をしないような町になっ
てほしいからです。

1093

一川を大切にし、水の豊なまちをつくりま
しょう。
一友を大切にし、差別のないまちをつくりま
しょう。
一笑顔があふれる楽しいまちをつくりましょ
う。
一きまりを守るすばらしいまちをつくりましょ
う。
一どこよりも立派なまちをつくりましょう。

１つ目は川が多いので、昔のような川を取
り戻したいから
２つ目は、友達と仲良くできるまちをつくりた
いから
３つ目は、いつまでも楽しいまちにしたいか
ら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４つ
目は、自分の好きにしないで、きまりを守っ
ていけるまちにしたいから
５つめは、どこよりも立派なまちにして、自
分たちもそして次の世代の人でも誇れるよ
うなまちにしたいから。

1094

１．笑顔が絶えないまちをつくりましょう。
１．美しく、きれいな川をつくりましょう。
１．いつまでも笑顔なまちをつくりましょう。
１．心のふれ合う豊なまちをつくりましょう。
１．助け合い心のふれ合うまちをつくりましょ
う。

１つ目、笑顔

1095

１．水や緑や自然を大切にし、ごみのないま
ちづくりをしよう。
１．ともに協力し合い、助け合いのまちづくり
をしよう。
１．健康で働き、明るい元気な家庭のまちづ
くりをしよう。
１．きまりを守り、住み良い豊かなまちづくり
をしよう。
１．感謝と奉仕の気持ちを大切にしましょう。

１．自然を大切にすること。
１．協力や助け合いがほしいから。
１．健康で明るい元気のことを書いた。
１．きまりを守り、住み良い豊かなまちづくり
を書いた。
１．自然や社会からの恵みに対して感謝の
気持ちを忘れずに。
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1096

１．自然豊かなまちをつくりましょう
１．みんなで助け合い、支えていくまちをつく
りましょう。
１．かぎりある命をむだにしないまちをつくり
ましょう。
１．みんなが幸せなまちをつくりましょう。
１．歴史あるまちなみをこのまま残していき
ましょう。

１．ここらへんは自然が豊かなので、このま
ま残していきたいです。
１．人が困っているのを助けて、みんなで支
えあえるまちをつくりたい。
１．命を大切にしないで、殺してしまう人が
いるから。
１．きまりを守って１人１人が幸せなまちを
つくります。
１．香取市は歴史がいっぱいあるまちだか
ら、このままこのすばらしいまちなみなどを
残していきたい。

1097

１．水や緑を大切にし、美しいまちをつくりま
しょう。
１．ともに助け合い、心のふれ合うまちをつく
りましょう。
１．きまりを守り、住みよいまちをつくりましょ
う。
１．笑顔で明るく楽しいまちをつくりましょう。
１．みんなで仲良くすごせるまちをつくりま
しょう。

１つ目は自然を大切にできるまちをつくりた
いからです。
２つ目は、みんなで助け合えるまちを作りた
いからです。
３つ目は、みんなできまりを守って、住みや
すいまちをつくりたいからです。
４つ目は、いつも笑顔で明るいまちをつくり
たいからです。
５つ目は、誰とでも仲良くすごせるまちをつ
くりたいからです。

1098

１．自然を大切にしみんながすみよいまちを
つくりましょう。
１．みんななかよく笑顔でいられるまちをつく
りましょう。
１．文化の高いまちをつくりましょう。
１心がふれあうまちをつくりましょう。
１．豊かなまちをつくりましょう。

１自然を大切にしたいから
１みんなが今よりもっと仲良くなれたらいい
から
１文化が高まってもらいたいから
１心がふれあいたいから
１今までより豊かなまちにしたいから

1099

五ケ条
一、皆が幸せになる豊かな町をつくりましょ
う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一、明るく
楽しい家庭をつくりましょう
一、皆が健康で助け合う町をつくりましょう
一、笑顔で元気にあいさつをしよう
一、この町の水や緑を大切にし、住み心地
のよい町をつくりましょう。

自然が多くて楽しい町にしたかったからつく
りました。私達の町が一番の町としていられ
るようにがんばりたいです。

1100

一、環境によい、清らかなまちをつくりましょ
う。
一、みんなで協力し、住みよいまちをつくり
ましょう。
一、水や緑を大切にし、豊かなまちをつくり
ましょう。
一、尊重しあい、助け合えるまちをつくりま
しょう。
健康に気をつけ、明るいまちをつくりましょ
う。

一つ目は、自然を大切にしたいから。
二つ目は、みんなでなかよく生活したいか
ら。
三つ目は、世界一の自然を作りたいから。
四つ目は、協力し合えるまちにしたいから。
五つ目は、病気をある程度なくしたいから。
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1101

１、元気に働き、仲のよい家庭の多い町をつ
くりましょう。
１．共に助け合い、笑顔があふれる町をつく
りましょう。
１．豊かな自然を大切にし、いつまでもきれ
いな町にしましょう。
１．みんなで楽しく学び教養の深い町をつく
りましょう。
１．古き良き文化を大切にし、受けついでゆ
ける町をつくりましょう。

１つ目の文は、仲がよいのはとても良いこと
だと思うから。
２つ目の文は、笑顔はとても大切だから
３つ目の文は、香取市は自然が豊かだか
ら、その自然を保てるように
４つ目の文は、みんが楽しく学べればいい
なと思った。
５つ目の文は、昔からの文化が多いから、
受けついでいければいいなと思ったから

1102

一、水や緑を大切にし、美しいまちをつくり
ましょう。
一、協力し、きまりを守って住みよいまちを
つくりましょう。
一、元気に働き、健康で明るい家庭をつくり
ましょう。
一、尊重しあい助け合えるまちをつくりましょ
う。
一、生涯を学び文化の薫り高いまちをつくり
ましょう。

１つ目は自然を守りたいからです。
２つ目は、みんなで協力し合える香取市に
したいからです。
３つ目は、明るい家庭をつくりたいからで
す。
４つ目は、助け合えるようにしたいからで
す。
５つ目は、香取市の文化を守り続けたいか
らです。

1103

１．自然を大切にするまちをつくりましょう。
１．笑顔があふれるまちをつくりましょう。
１．きまりを守るまちをつくりましょう。
１．明るいまちをつくりましょう。
１．まわりの人たちが助け合うまちをつくりま
しょう。

１つ目は、自然を大切にしたほうがいいと
思ったから
２つ目は、みんなで笑顔でいたいと思った
から
３つ目は、きまりを守っていたいと思ったか
ら
４つ目は、みんなが明るくいたいと思ったか
ら

1104

１．動物や自然を大切にする町をつくりま
しょう。
１．共に学び合い、働ける町をつくりましょ
う。
１．きまりを守り、安全な町にしましょう。
１．みなが健康で明るく、助け合う家庭があ
る町をつくりましょう。
１．文化や歴史を大切にする町にしましょ
う。

１つ目は、香取市の川や田を大切にする必
要があると思うから。
２つ目は、学び働ける町にしたいと思ったか
ら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３つ目
は、安全に生活できる町にしたいから。
４つ目は、健康で明るく助け合う家庭がある
町にしたいから
５つ目は、文化や歴史を大切にしたいと
思ったから

1105

１、限りある自然を守り美しい町をつくりま
しょう。
１、きまりを守り、夢のある町をつくりましょ
う。
１、互いに助け合い笑顔のあふれる町をつく
りましょう。
１、生物を大事に命あふれる町をつくりま
しょう。
１、差別をなくし、仲のよい町をつくりましょ
う。

一自然が多く守りたいと思うから
二きまりを守り小さい子に夢を与えてほしい
から
三困っている人などを助けてほしいから
四よく生物を殺す人がいるから
五差別していじめる人がいるから

1106

一笑顔のあふれるまちをつくりましょう。
一明るい家庭をつくりましょう。
一きまりを守りましょう。
一自然を大切にしましょう。
一ともに助け合いましょう。

自然がきれいで笑顔の絶えないまちをつく
りたいので考えました。
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1107

一、みんなで助け合える町をつくりましょう。
一、古い町なみを残しましょう。
一、あいさつのできる町にしましょう。
一、豊かな川や緑をつくりましょう。
一、尊重と思える自然をつくりましょう。

一、助け合える町をつくった方が、みんなに
とっても住みやすくなるから。
一、最近、古い町なみが減ってきたから
一、あいさつをしたらみんなの心が変わって
くるから
一、世界一のきれいな自然にしたいから
一、私たちにとっての大切な町と思ってほし
いから

1108

１、規則を守り、住みよい町をつくりましょう。
１、子どもが豊かに遊べる町をつくりましょ
う。
１、水や緑を大切にし、心ふれ合う町をつく
りましょう。
１、元気で働き、明るい家庭につくりましょ
う。
１、ともに助け合い、学び合う町をつくりま
しょう。

１つ目は、規則を守らなければ、住みよい
町がつくれないからです。
２つ目は、子どもが豊かに遊べれば、親た
ちも豊かになれる。
３つ目は、私たちには、水や緑が必要だか
らです。
４つ目は、元気に働き、家庭をつくればみん
なが幸せになる。
５つ目は、ともに助け合い，学び合えばみん
なが少しずつわかってくる。
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