
市 民 懇 談 会 概 要 
 

 

１ 日 時  平成１９年４月１２日（木）15 時 30 分～17 時 00 分 

 

２ 場 所  香取市役所 本庁 ５階会議室 

 

３ 参加者  市内高等学校代表生徒 ４０人 

佐原高等学校生徒 10 名  佐原白楊高等学校生徒 10 名 
小見川高等学校生徒 10 名  千葉萌陽高等学校生徒 10 名 

 

４ 市職員  宇井市長、関教育長、久保木総務部長、菅井企画財政部長 
      （事務局）佐藤課長、寺島班長、小林、小出 

 

５ 概 要 

（１）開会 

（２）市長あいさつ 

（３）職員紹介 

（４）懇談 

 

（事務局説明） 

・行政との協働について 

・配布資料について（ボランティア・提案制度のしおり） 

 

※ 以後、関教育長がコーディネーターとなり懇談会を進行する。 

 

（教育長） 

 皆さんの中で、今までにどんなボランティア活動に参加してきたかお話いただけますか。 

 

（生徒） 

・兄が身体障害者とういうこともあり、障害者施設との関わりで施設での様々な催しの司

会や、その他地域の清掃などにも参加したことがあります。 

・母が要介護者老人ホームを経営しているので、そのお手伝いを何度かしました。主に催

しものなどのお手伝いですが、とても楽しかったです。 

・小学校 3年生頃から小見川でガールスカウトをしていますが、花火大会後のごみ拾いや、

文化祭への協力などをしています。しかし、そういう催し物に出ても町や市の人には分か

ってもらえなくて、若い女の子たちがやっているなという感じで見られるのがちょっと寂

しい。とても良いことをしているので皆さんにも参加して欲しいなと思います。 

 

（教育長） 

 今、とても良いボランティアをしていても皆に気づいてもらえない、或いは理解してい

ただいてないということで寂しい思いをしたというお話がありました。 

 皆さんが何かをしたときに、気づいてもらえなかったという経験がある方はありますか。

ボランティアに限らず、例えばサークル活動をしていて、こんなことを皆に知ってほしい

とか、そういうことがあればお話ください。 

 



（生徒） 

・小見川の「ふるさと祭り」に毎年参加していますが、「どんなことをやってるの？」と言

われ、ごみ拾いや町の人たちが楽しく交流できたらと思って活動しているんですと言った

ら、スポーツ少年団と一緒なんじゃないと言われました。私たちは町や市、またガールス

カウトは世界に広がっているので、そういう人達のために活動しているので、それをスポ

ーツ少年団さんと一緒じゃないのと言われ、理解してもらえず寂しい思をしました。 

・配布された資料で、数多くのボランティア団体があることを今日始めて知ったので、他

の高校生にも知ってもらいたいなと思いました。 

・小・中学生のときに、厚生園という施設でソーラン節を踊ったことがあります。そのと

き、厚生園の方達は本当に喜んでくれました。 

・私は小見川でバンド活動をしています。はんない祭りや城山の桜祭りなどにも出たこと

がありますが、老人の方達もすごい喜んで下さって、こういうのもボランティアの一つに

なるのかなと思ったことがあります。しかし、お父さん世代の人達からは、低俗なことを

やってなとか、バンドをやってから悪く思われがちです。 

・高校に入ってからボランティアに参加していませんが、小・中学生のときには地域ごと

に集まってごみ拾いや募金活動をしました。私の高校にはボランティア部があって、活動

する姿を見ると皆気持ちよさそうだし、街も綺麗になって良いことだと思います。 

・小学校のときには週に 1 回位、駅のごみ拾いを高学年全員参加でやりました。中学校で

も、夏休み中に地区ごとに、公園や駅、神社などのごみ拾いや草抜きをしました。 

・中学校のときに、香取養護学校の子供達と一緒に芋ほりをしましたが、すごい笑顔でや

っているのを見て、やって良かったという満足感を感じました。 

・小・中学校ではボランティアに関わる機会がありましたが、学校を通じてそういう機会

が多くあったと思います。 

・高校に入ってから、ボランティア活動に参加する機会がないので、そういう機会があれ

ば参加してみたいと思っています。 

・小学校のときに地域の合唱団に所属していたので、老人ホームに合唱の慰問にいったり

して、皆さんに喜んでもらったのが嬉しかったのを覚えています。高校でも合唱部に入っ

ていますが、慰問などは行ってないので、そういうところで発表してみたいと思いました。 

 

（教育長） 

 それでは、市長さんの経験を聞いてみたいと思います。どんな経験がございますか。 

 

（市長） 

 私が皆さんと同じ 16，17 歳の頃、今から 30 年程前になりますが、小学生、中学生がボ

ランティアに携わるという機会は少なかったと思います。 

 佐原ＪＣ，佐原青年会議所という会がありますが、そこに母が入っておりまして、小野

川の掃除を一緒にしたことがあります。当時はすごく汚くて、ごみが捨てられていて、自

転車なんかもが捨てられていました。私もボーイスカウトに入っていましたので、ボーイ

スカウトでもボランティアの経験があります。 

 また、当時は、今皆さんからお話のあったような、高齢者福祉施設、障害者福祉施設な

どはほとんどありませんでした。皆さんのように、おじいちゃん、おばあちゃんとお話す

る機会はありませんでした。ですから、どんとん関わりをもって、お話をしてもらいたい

なと思います。 

 私も高校のときから、ずっとバンドをやっていました。その頃は、バンドをやっている

人はすごく少なかった。当時は、ギターを持って街中を歩いていると、石を投げられ 

くらい偏見がありました。不良がやるものというイメージがありました。 



 だけど、あなたが、間違っていない、悪いことをしていない、と信じてやるのであれば、

周りの人も認めてくれると思います。そこで、君が折れてしまったら駄目ですよ。 

 

（教育長） 

 今、お話があったのは、主に福祉施設、老人介護施設などでのボランティア活動、慰問

や介護などが多くありました。また、もう一つは清掃活動も多い意見でした。 

 その中で、未だに偏見でものを見られている、理解をしてもらえなかったというお話も

ありました。しかし、やると喜ばれるということは、皆さんに共通していると思います。 

 そこで、差別、偏見などを感じたこと、誤解されたことなど、どなたかあればお願いし

ます。 

 

（生徒） 

・市長さんから言われたことを貫いて頑張りたいと思います。（バンドの話をした生徒） 

 バンド活動をやるにしても、以前から偏見はありますが、市長が言ったように、自分は

間違っていないと思ってやればいいと思いました。 

 

（教育長） 

 ガールスカウトをしていて、嫌な思いをしたことがあったら教えてください。 

 

（生徒） 

 基本的には楽しいのですが、9 月で切り替えになるときに、継続してくれる人と辞めて

しまう人がいます。今度、高校生が 5 人、中学生が 2 人で、どんどん人数が減っていてい

ます。やはり、部活や勉強と両立していくのがすごく大変だと思います。 

父母の理解が少なくて、土日に迎えにいくのが面倒だから駄目とか、自分達に何も帰っ

てこないので、お金を取られるだけでしょと言われます。楽しいので、皆に知ってもらっ

て入って欲しいと思います。 

 

（教育長） 

 そこに参加している人達は、自分のやっていることの意義を分かっている。だけども、

よそから見たときに、帰ってくるもの、目に見えるものが無いので、それはお金だけ払っ

て大変だねと、だんだん辞めていってしまう。高校生になると、勉強の方も忙しい、部活

動も忙しいということで、中々ボランティア活動も少ないような感じがします。 

 それでは、周りからの理解が少ないということですが、それをどのようにしたら改善で

きるか、或いは仲間が増えていくか、そんなことについての考え、ご意見があればお聞き

したいと思います。 

 このようにしていくとボランティアが進むんじゃないかという意見を出していただいて、

その後、香取市を皆さんでつくっていくときに、どんなアイデアがあるか。どんなことで

も結構ですから、色んな意見をいただきたいと思います。 

 

（教育長） 

 香取市にこういうことがあったら良いとか、このようにしたらどうかという意見があっ

たら、何でも結構ですからどんどん出してください。 

 

（生徒） 

・この佐原でも高齢化がどんどん進んでいると思います。佐原駅前には閉店している十字

屋や清見屋などがありますが、そこを建て直して、専門学校や福祉のスタッフを養成する



場を作って人材を育成していけば、すぐ近くで仕事の場を見つけられるし、若い人がこの

佐原に留まってくれれば地域の活性化にもなると思います。 

・小見川の一部の話ですが、城山の桜はご存知でしょうか。桜の名所と言われていますが、

今年の桜はとても短く花も咲いていませんでした。私は市外から学校に通っていますが、

入学してとても感動しました。桜の手入れにについて少し考えていただきたいと思います。 

・先程も話しが出ましたが、私もこんなにボランティアのグループがあるとは知らなかっ

たので、学校とかにも流してくれたらもっと興味を持てるし、やってみたいと思う人もい

ると思うので、もう少し宣伝したらボランティア活動も広がるんじゃないかと思います。 

・中学校のときに、祭りの前に清掃活動をしましたが、そのときに目だったのがタバコの

吸殻でした。観光で来た人もよく思わないと思います。タバコの煙を嫌がる人もいます。

ですから、観光客が来るときは、街中だけでも路上での喫煙をやめた方がいいと思う。 

 また、飲食店で禁煙でないところが多いので、そういうのを改善して欲しいと思います。 

・高校に入って忙しくなってボランティアを辞めてしまいました。入っていると毎回参加

しなきゃいけないと思って、もっと気軽に参加できるような感じだったら、皆が参加でき

るんじゃないかと思いました。高校生でも出来そうな、練習しなくても出来るような清掃

活動などをする大きな団体を作って、そこに多くの高校生を登録してもらって、暇な時間

に出来るようなオープンな感じでボランティア活動ができたら、もっと皆が参加できるの

かなと思いました。 

・小学校・中学校では、総合学習とかの時間でボランティアをする機会が多くて、積極的

にできた部分がありましたが、高校にも総合学習でボランティアをする機会を作ったらい

いと思います。また、ボランティア部を作ったり、授業の中でボランティアをする機会を

取り入れたら、皆が積極的に活動できると思います。 

・電車通学の友達も言っていましたが、駅前にはゴミが散らかっていたり、大きなデパー

トが辞めてしまって、とても寂しいと思います。観光客の方も沢山来てくれているので、

まずは駅から、近くの高校生、私達が週に 1 回でも集まってゴミ拾いをしたりとか、駅前

に色んなお店があったら、もっと明るく良い市になると思います。やはり駅前は、その街

の入り口なので、とても大事な場所だと思います。 

・ボランティアをするにあたって、強制的にやらされると愚痴も出たりします。やっぱり

後に褒められると嬉しいので、市でボランティア団体を表彰したら、意欲とか参加する

方も増えるんじゃないかと思います。 

 

（教育長） 

 大分色んな良い意見が出ました。駅前の商店街の活性化については、後で企画財政部長

さんからお話を聞きたいと思いますが、その前に、駅前を綺麗にしたいというご意見があ

りました。もし、良いアイデアがあれば聞かせていただきたい。 

 ボランティアは義務的にやると続かない、だけども、自分の出来るときに参加すればで

きるという意見があったと思います。また、登録制というお話もありました。 

 この辺について、皆さんのお考えを聞かせていただけると大変有難いと思います。 

 

（生徒） 

 さっき話が出たように、褒められると伸びるというのがあると思います。無理にやらせ

るのは良くないという話がありましたが、私の場合、母親がやってみなよということで、

ガールスカウトに無理に入ったんです。 

 中学生や高校生になると、色んなものに目がいき過ぎて、ボランティアとか大事なもの

に目がいかなくなるので、無理にでも学校全体で児童ボランティアをやらせて、その後は

自由参加という形にしたらいいと思います。一回やると楽しさが分かるので、やったこと



がない人も沢山いると思うので、楽しいなと思えた人はその後もやってくれると思います。 

 学校の授業でやるとか、そうした方が綺麗にもなるし、やってくれる人は残ると思いま

す。 

 

（教育長） 

 ボランティアの参加ということで、必ずどこかで経験してもらう、そういう機会を設け

てというご意見でした。他に何かございませんか。 

 

（生徒） 

・ボランティアという英語は、自発的にとか自発的なという意味があって、やはり自発的

にやることがボランティアの意義だと思います。そこで、中学生・高校生など私達のよう

な年代が、気軽にボランティアに参加できるような舞台づくりは必要だと思います。 

 例えば、若者向けに宣伝するとか、キャンペーンキャラクターを作るのもいいと思いま

す。また、手伝ってくれた人に何かご褒美をあげるとかすれば、私達の年代は積極的にボ

ランティアをすると思います。 

 色々話がありましたが、学校とかでボランティアの意識を高めようとする動きがあまり

ないと思います。だから、学校単位で生徒達のボランティア意識を高めようとする動きが

必要だと思います。私達のような年代が、これから社会に出るにあたって、そのような人

を助けるというボランティア精神は必要だと思います。 

 

（教育長） 

 それぞれの学校で、ボランティア意識を高めるというお話がありました。 

 それではボランティア意識を高めるにはどうしたらいいか。何かご意見はありますか。 

 

（生徒） 

・私の学校でもＪＲＣ部というのがありますが、部活動として入部する生徒が少なくて、

私も違う部活に入っています。部活動として作ったとしても入らないこともあります。 

 また、授業時間も少なくなってきているので、中々時間は取れないと思いますが、生徒

会を通してでも、ボランティアをやることを拡げられたらいいと思いますし、地域ぐるみ

でやることも大切ですが、学校ごとに少しでも分担して、週に 1 回でも交替で出来たらい

いと思います。 

 

（教育長） 

 具体的に交代制ということで、駅前のそうじをするのも考えられるというご意見だと思

います。この点についてはどうでしょうか。 

 

（生徒） 

・校舎内のゴミを掃除して綺麗にしようという活動はするんですが、それは校舎内に留ま

ってしまいます。ロングホームルームの時間でもいいので、校社外に出て掃除するような

ことを、生徒会が中心となって拡げていけたらいいと思います。 

 

（教育長） 

 時間が少なくなってきましたので、企画財政部長さんの方から駅前のことなどついてお

話をいただきますが、せっかく皆さんお集まりですから、佐原の駅について、交代制で掃

除をしたらどうかなどお話がでましたが、そういうことをきっかけにして何か出来ること

はないでしょうか。小見川の駅もありますね。例えば、駅前のゴミかごをきちんと整備し



て、乗り降りの際に、周りに落ちていたら捨てようとか、何かございませんか。 

 

（生徒） 

 初に謝っておきますが、 悪の意見をいいます。現状でボランティアが少ないという

事実は、やりたくないからという意見もあると思います。やりたくないんだから、無理に

やらせても続かないと思います。 

 だから、強制的にやらせてしまう。例えば、小見川高校の 1 学年を強制的にやらせたと

したら 260 人いますが、少なくても 60 人は真面目にやってくれます。小見川駅の 1駅分に

60 人は十分なので、これを定期的に繰り返すだけでも改善が見られるという意見ですがい

かがでしょうか。 

 

（教育長） 

 面白いアイデアだと思います。時間のことを申し上げて恐縮ですが、間もなく 5 時にな

りますので、ここで私の方から、こんなことを提案させていただきます。 

 せっかく 4 つの高等学校の生徒さんが来ていますので、ボランティアということで駅前

を綺麗にするとか、そういうことから始めていくのも大きな意味があろうかと思います。 

 ですから、それぞれの学校で生徒会の皆さんが中心になって、その辺を検討してくださ

い。主に清掃のボランティアのお話がありましたが、その他こんなことがあったらいいよ、

ということを市の方にどんどん提案していただけると大変有難いと思います。 

 それでは、部長さんのお話をいただいて、その後、市長さんにまとめてお話をしていた

だきたいと思います。 

 

（企画財政部長） 

 旧佐原市時代に策定された中心市街地活性化基本計画という中で、町並みを生かした小

野川沿いの部分、それと今盛んに工事をやっている堤防の所の本宿耕地、そこに新たな都

市機能を作っています。その他に市の玄関口である佐原駅周辺を整備しようということで、

この 3 つを拠点として整備することによって、佐原の活性化が得られるという街づくりの

戦略を作ったわけです。 

それに従って、駅はきちんと玄関口らしく綺麗にしようと、残念ながら乗降客は減って

いますが、逆に観光客は年々増えています。現状ではお客様をお迎えするのにふさわしい

とはいえないと思います。やはり大きなお店が閉店になってしまい、商店が歯抜け状態に

なり、空き店舗から空き地になっている。こういう流れを何とか食い止めようという事で、

昔パチンコ屋だったところに、まちづくり会社のゼットやっぺい社が町の駅わいわいとい

うのを作って頑張っているわけです。ぜひ電車通で通っている方の意見を言っていただい

て、ターゲットはあの前を通る人たち、学生の皆さんもそうですから、そういう人たちの

ニーズにあった商売をやってもらわないと、市も出資している関係上困るわけです。 

そういうところに、商業的なアドバイザーのような形で入り込んでもらうものいいのか

なと思っています。というのは、富山市などではチャレンジショップというのをやってお

りまして、そういうチャレンジもありかなと思っています。 

かつて、駅前に落書きが多かったとき、高校生の美術部の皆さんに材料をお貸しして、

何箇所かに絵を書いていただきました。あれは本当に狙いどおり、その後落書きをする人

がいなくなりました。そういうのも皆さんの先輩方にやっていただいた事例です。今回、

行政との協働とうことですが、やはり、強制じゃなくて登録制というもの良いし、強制で

1 回やらせてみて、どれだけ歩留まりがあるかとう話もありましたが、とにかく色んなこ

とをチャレンジすれば、私たち市の職員も市長を先頭に皆さんの応援をしますので、いい

話がずいぶん出ましたので、ぜひ取り組んでいただきたいなと思っております。 



 

（市長） 

 1 時間半という時間でしたが、本当に有難うございました。皆さんの意見は大変参考に

なりました。私の方で気がついた点を、幾つかお話させていただきたいと思います。 

 まず、高齢者福祉施設、障害者福祉施設などでボランティアをされた方が、意外と多い

のに驚きました。私も市内で特別養護老人ホームを経営しましたが、そのには白楊高校の

生徒さんがボランティアとして毎年来ていました。週に 1 回か 2 週に 1 回だか、夏には 3
学年の方全員がきていらっしゃって、社会福祉協議会から表彰もされています。15 年位前

になりますが、私も一緒に喜んだことを覚えています。 

 ボランティアというのは、今皆さんが考えているのも一つのボランティアですが、ボラ

ンティアの形はもっともっと大きいわけです。ですから、皆さんが興味を持つようなボラ

ンティアはいっぱいあると思います。自分の身近な生活の周りには、いたるところにボラ

ンティアがあります。例えば、城山の桜の木ですが、桜の木の寿命は約 60 年と言われてい

ます。ちょっと太い木はもう 30 年から 50 年が過ぎています。桜の木が枯れた所に新しい

苗木を植えても育ちません。そこの土壌が悪くなってしまうからです。ですから、違う所

に植えるか、土壌をすっかり変えなくてはなりませんが、いずれにしても、接木をしてい

く、そういうボランティアもあります。また、小見高生なら分かると思いますが、有名な

阿玉台貝塚がありまして、そこには 1,000 本の梅の木が植えられています。それを剪定す

るボランティアもあります。 

今日、私たちが何を申し上げたいかというと、冒頭に言ったように、ボランティアとい

うのは自主的というお話がありましたが、そういう気持ちを持ってまちを創っていくとい

うことです。ゴミを拾って気持ちいい、それは既にまちづくりに貢献しているんです。皆

さんの町です。それを創っていくのは、正しく君たちなんです。それを実感してもらいた

いなと思います。もちろん、ゴミを拾ったり、おじいちゃん、おばあちゃんとお話して、

とても気持ちいい、それが 初の入り口だと思います。皆さんの家の周りだとか、強いて

はこの香取市全体を作っているんです。 

 これから、皆さんがこのまちを創ることが出来る、逆に悪くすることも出来ます。皆さ

んのような清らな心であれば、良いまちが出来ると思います。是非お力を貸していただき

たいと思います。今日は本当に有難うございました。 

 

（教育長） 

 進行がまずくて、皆さんの意見を十分に吸い取れなかった面があろうかと思います。 

しかし、今日のこの懇談会をもとに、それぞれの学校でも色々考えてください。 

そして、是非それぞれの地区で、まちづくりのためにご協力いただけると大変有難いと思

います。 

 


