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開催概要
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• 実施目的

市民主体の対話形式での議論を通じて総合計画策定にかかる意見を収集する。また、地元高校生に、まちづくりとの接点を作ることによっ

て、将来課題への当事者意識と愛郷心を醸成する。

• 開催期日、開催場所

平成29年3月28日（火） 13：30～15：30 佐原中央公民館

• 参加対象・参加者

香取市内にある高校（佐原高校、佐原白楊高校、千葉萌陽高校、小見川高校）の2年生

• 参加者

22名

かとりの未来☆まちづくりカフェ（高校生）

開催概要
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第1ラウンド 香取市の魅力

第2ラウンド 香取市の理想の未来像

第3ラウンド 理想の実現に向けて、私たちにできること

振り返り 第2～3ラウンドの振り返り

ホスト役1名を残して、席替え

ホスト役1名を残して、席替え

はじめの席に戻る

各個人の意見表明（ふせんに記入、貼り付け）
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実施内容



かとりの未来☆まちづくりカフェ（高校生）
での検討結果
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まちづくりカフェでの議論の結果（第2ラウンド・香取市の理想の未来像）

活気・にぎわいのあるまち、交通等の利便性がよいまち、地域資源を有効に活用したまちが理想の未来像
として挙げられました。

自然・遺産 地産地消のまち

古いまち並みは残しつつも若者が楽しめるデパートをつくるなど老若男女が楽しめるまち

まち並みを残しつつもっと活性化したまち

地域の特色がもっと伸びるまち（食べ物とか地域ブランドの強化）

それぞれの地域の伝統を残していけるようにする

古いまち並みが残るまち

自然を残しつつ遊べる場所をつくる

古いまち並みを残す

子どもが遊べるスペースを増やす

未分類 バリアフリーが多く高齢者にやさしいまち

高齢者向けのアスレチック

幼稚園や保育所を増やす

住む人を増やすために手当を多くして多くの人に住んでもらう

子ども手当がある

学生や若者が他県に行かなくてもよいようなまち

グローバル化したまち

活気・にぎわい 他地域の人々が来るまち

明るく誰でも住みやすいと思うまち

遊ぶ場所など人の集まるものをつくる

若者も楽しく住めるまち

学生（若い人）が外に出て楽しめるようなまち

さまざまな所から人が集って来るまち

高齢者が過ごしやすいまち

関東（香取市）にUSJをつくろう！（若者も楽しめるまち）

より高齢者が住みやすく若者が楽しめるまち

ショッピングモール、ラウンドワンをつくる（若者も楽しめるまち）

若者も遊べる商業施設

若者がいて活気のあるまち

外で遊べる施設をつくる

漫画、ガイドブック、イベントでもアピールしているまち

活気あるまち

若者が増えるまち

人々でにぎわうまち

デパートがある

中学生が遊べるアスレチック等がある

商業が活発に行われているまち（ショッピングモール、遊ぶ場所等）

交通 人が集まりやすいまち（交通を整備する）

交通機関の整ったまち（ニーズに合っている）

電車とバスが増えたまち

交通整備がよくされているまち

交通機関をより利用しやすくする

電車の本数などが多く行き来しやすいまち

電車の本数を増やし交通の便がよいまち

交通が発達しているまち（電車の本数ＵＰ、バス、駐車場等）
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まちづくりカフェでの議論の結果（第3ラウンド・理想の未来のためになにができるか）

学生が主体となったイベント、身近なツールを使った活動展開、農業を後押しする等の取組への主体的な
行動が意見として出されました。

イベント 若い人たち主体のイベントの発案

多くのイベントを行う

積極的に手伝いイベントを増やす

地域の人とふれあえるように積極的にイベント等に参加していく

イベントをつくる

農業 農業体験をしていく

農家の人と交流（体験・レンタル）

農業機械を買うと高いのでレンタルサービスをしよう

農業の機械をレンタルする

地域のものをつくっていくために小さい頃から農業などの体験学習を行う

農業などに積極的に関われる機会を増やす

農業体験を若者にしてもらう

農業活動を活発にするために子ども達に農業体験をさせたり、機械のレンタルをする

未分類 自分の思っていることを市に言う

大学や専門学校をつくる

防犯対策をしっかりとし安心して暮らせるようにする

店の開店時間と閉店時間を延ばす

人々のつながりを大切にする

SNSでPR 香取市の名産をネットやSNSで伝えよう

香取市で話題になっていること、イベントをツイッターでつぶやく（専用のアカウントを作る）

SNSで魅力を発信！

SNSで地域情報が拡散していく

食べ物などをSNSで紹介する

SNSで幅広く拡散

SNSを使う

SNSで香取市を広める（まち並みやイベント、特産品）

SNSなどで若者に自分のまちをアピール

SNSを上手く活用し香取市の魅力（イベント等も）を多くの人に知ってもらう

香取市のものをSNSなどで広める

ネット ネットを使って外に発信

ネットで香取市のよいところを広める

インターネットで香取市のよいところを広げる

地域のものをネットで広める

学生主体のイベント 学生が主体となってイベント活動を行う！

デパートと商店街が連携してまちを盛り上げたり、祭りが成田の祭りとかぶらないようにした
り、祭りの回数を増やす

若者主体の地域のイベント（中高生によるツアーガイドなど）

イベントを高校生主催でやってみる！

学生ボランティア 学生がツアーの案内をする

まちを紹介するツアーに参加する

ガイドなどのボランティア活動に参加する！

ゴミが少ない ゴミの少ないまちをつくる

ゴミ拾い（きれいなまち並み）

アイドル アイドルグループを作る



かとりの未来☆まちづくりカフェ（高校生）
アンケート結果
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1. 最初に該当する性別及び年代に○をつけてください。

2. 本日参加された感想をお聞かせください（該当項目に○をつけてください）。

本日のまちづくりカフェはお楽しみいただけましたか？

本日のまちづくりカフェでは、ご自分の意見を十分に発言できましたか？

本日のまちづくりカフェでの話し合いの時間（長さ）は、いかがでしたか？

今後、今回のまちづくりカフェのような、市民参画の機会があれば、また参加したいと思いますか？

3. 本日のまちづくりカフェに参加して、気づいたことや学んだことを記載してください。

4. 今後の香取市のまちづくりにもっとも必要なことは何だと思いますか。また、あなたがもし、香取市長であったら、何を

していきたいですか。

香取市のまちづくりにもっとも必要なこと

市長としてやりたいこと

5. その他、本日のまちづくりカフェの中で、気づいたことや感じたことがあればお聞かせください。

9

アンケート質問項目一覧

アンケートでは、まちづくりカフェ参加の感想、今後の参加意向を把握しました。



まちづくりカフェ（高校生）の参加者数は22名で、アンケートへの回答者は21名でした。

参加者でアンケートを回答した人のうち90.5％（19人）が、まちづくりカフェを楽しめたと回答しています。

参加者でアンケートを回答した人のうち66.7%（14人）が、自分の意見を発言できたと回答しています。

参加者でアンケートを回答した人のうち71.4%（15人）が、話し合いの時間がちょうど良かったと回答しています。

参加者でアンケートを回答した人のうち90.5%（19人）が、市民参画の機会があればまた参加したいと回答しています。

まちづくりカフェとおしての気づき・学びは、対話の重要性についての意見が多く、市の今後についての意見も出されま

した。

香取市のまちづくりにもっとも必要なこととして、市政への積極的な参加、地域資源の継承、にぎわいづくり等について

の意見が出されました。

まちづくりのうち、市長として取組んでみたいこととして、施設整備やイベント実施による賑わいの創出、市のプロモー

ション戦略、市民意見が反映されるしくみの創出についての意見が出されました。

自由記述では、対話の重要性についての意見が多く出されたほか、今後の展開やまちづくりカフェの運営についての感

想が述べられました。

かとりの未来☆まちづくりカフェ（高校生）・アンケート結果の概要

多くの参加者が、まちづくりカフェで楽しみながら活発に意見を発言でき、今後も市民参画の機会があれば、
また参加したいと考えています。

10



参加者の状況

参加者の性別 参加者の年代

開催日時 平成29年3月28日（火） 13：30～15：30

アンケート回答者数 21名（参加者数：22名）

性別 人数
男性 7人
女性 14人
無回答 0人
総計 21人

年代 人数
佐原高校 5人

佐原白楊高校 5人
千葉萌陽高校 5人
小見川高校 6人
無回答 0人
総計 21人

男性

33.3%

女性

66.7%

回答者：21人

佐原高校

23.8%

佐原白楊高校

23.8%千葉萌陽高校

23.8%

小見川高校

28.6%

回答者：21人
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まちづくりカフェの感想

参加者でアンケートを回答した人のうち90.5%（19人）が、まちづくりカフェを楽しめたと回答しています。

2-1_本日のまちづくりカフェはお楽しみいただけましたか？

楽しめた

90.5%

やや楽しめた

9.5%

楽しめたか

回答者：21人

回答者のうち、
楽しめたと回答した割合は
90.5%でした。
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まちづくりカフェの感想

参加者でアンケートを回答した人のうち66.7％（14人）が、自分の意見を発言できたと回答しています。

2-2_本日のまちづくりカフェでは、ご自分の意見を十分に発言できましたか？

発言できた

66.7%

おおむね発言できた

33.3%

発言できたか

回答者：21人

回答者のうち、
発言できたと回答した割合
は66.7%でした。



ちょうど良かった

71.4%

やや短かった

28.6%

時間はどうか

回答者：21人
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まちづくりカフェの感想

参加者でアンケートを回答した人のうち71.4%（15人）が、まちづくりカフェでの話し合いの時間がちょうど良
かったと回答しています。

2-3_本日のまちづくりカフェでの話し合いの時間（長さ）は、いかがでしたか？

回答者のうち、
ちょうど良かったと回答した割
合は71.4%でした。



15

まちづくりカフェの感想

参加者でアンケートを回答した人のうち90.5％（19人）が、市民参画の機会があればまた参加したいと回答
しています。

回答者のうち、

また参加したいと回答した割合は

90.5%でした。

2-4_今後、今回のまちづくりカフェのような、市民参画の機会があれば、また参加したいと思いますか？

参加したい

9.5%

できるだけ参加したい

81.0%

どちらとも言えない

9.5%

今後の参加意向

回答者：21人
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まちづくりカフェをとおしての気づき・学び（主な意見）

対話の重要性についての意見が多く、市の今後についての意見も出されました。

3_本日のまちづくりカフェに参加して、気づいたことや学んだことを記載してください。

総括

• 自分だけでは気づかないことが対話を通じて
気づくことができた。

• 対話することの大切さを学んだ。

• みんな香取市を良くしていきたいという気持ち
は共通であると感じた

• 高校生の視点から意見をふくらませていくと面白い。自分では考えつかな
いものが出ると学んだ。

• 香取市についての意見がたくさん出て、皆、香取市を変えていきたいと本
気で思っているのだと感じることができました。

• 最初に「まちづくりカフェ」と聞いてカフェの話をするのかと思ったら、カフェ
のように気軽に話すということを聞き大変驚きました。香取市をよりよくす
るために話し合うのは未来の香取市にとっても、私達にとっても良い経験
だと感じました。

• 皆それぞれ若者のことだけでなく、高齢者のこともきちんと考えているんだと
思いました。香取市がもっとこうしたら良いことについては、考えていることが
皆同じでした。

• 香取市のために私達ができることはたくさんあるということに改めて気づいた。

• いろいろな人の意見を聞き、新しい発見があった。
１０年後、２０年後のよりよい未来のために、SNSや
インターネットで情報提供していくことが大切である
ということがわかりました。

• 香取市の良さがこんなにもたくさんあるんだなと思い
ました。

15人

4人 1人 1人

「対話の重要性について 」（15人が回答）

「地域の良さについて 」 （1人が回答）

「今後の進め方について 」 （1人が回答）

「市の今後について 」 （4人が回答）
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香取市に必要なこと（まちづくりにもっとも必要なこと）

市政への積極的な参加、地域資源の継承、にぎわいづくり、様々な人が住みやすい環境等についての意
見が出されました。

総括

• 市政に若者の意見を積極的に反映
させることや市民が積極的に市政に
関わるべきなど、市政への参加促進

• 祭りや景観など地域資源の継承

• 交通の利便性向上や、商業施設の
増加などにぎわいの創出

• 様々な人が住みやすい環境

・市などに「～してほしい！」と申し出る積極性 ・たくさんの人達の視点
・人々の協力 ・市民が意見を言う ・若い人達の意識 ・市民の意見にもとづいたもの

・子ども、高齢者などの市民が住みやすいまちにするための知識
・若い年代の方々が過ごしやすいまちをつくること
・高齢者、若者がより住みやすく楽しめるようにすること
・防犯対策がしっかりとしていいるまちづくり

・子ども手当 ・少子高齢化をなくすためにも福祉的なことを充実させる
・大学や専門学校など若い人が本当に進みたい道に行けるようにする

・古いまち並みを壊さずこれからも大切にしていく
・古いまち並みや祭りなどの伝統を残す

・古いまち並みを残しつつも若者が楽しめるデパートやテーマパークなどをつくる
・行事を増やす ・電車の本数を増やす ・交通手段を増やす
・たくさんの方々に来てもらう

・活気あるまちにする ・高齢者、若者問わず人々を活気づけること

・学生の私達には集える場所が必要、駅の近くに集いやすい飲食店があったら嬉しい

・住民として迎え入れるために、どの年代にアピールするかを明確にすること
（高齢化→若者のまちへ）

・いろんな世代の交流（小学生と高校生とか、子供とお年寄りなど）

市民参加
（5人が回答）

住みやすさ
（4人が回答）

子育て・教育・
福祉の取組

（3人が回答）

地域らしさ

（2人が回答）

利便性（交通・
施設の充実）

（2人が回答）

にぎわい

（2人が回答）

交流できる場

（1人が回答）

プロモーション

（1人が回答）

「多世代交流・
住民交流」

（1人が回答）

4_今後の香取市のまちづくりにもっとも必要なことは何だと思いますか。

また、あなたがもし、香取市長であったら、何をしていきたいですか。

カテゴリー 意見
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香取市に必要なこと（市長としてやりたいこと）

施設整備やイベント実施による賑わいの創出、市のプロモーション戦略、市民意見が反映されるしくみの創
出についての意見が出されました。

総括

• 商業施設や観光スポット、イベントの
創出などのにぎわい創出

• 香取市のプロモーション戦略

• 市民意見が反映されるしくみの創出

・年配の方も若者も楽しく過ごせるように、ショッピングモールや公園などの施設をつくる
・交流できる活動、場所を増やして提供していく ・施設（お店、学校etc）を増やす
・各施設を充実させ、より住みやすいまちへ ・商業施設を増やす
・地域の人々がふれあえる場、機会を増やす ・デパートと商店街が連携した施設をつくる
・交通機関を増やして、どんどん流行を取り入れた施設をつくり、改善をしていきたい

・古いまち並みを残しつつ、若者や外国人など幅広い人々に来てもらえるまちを目指す
・さまざまなイベントを行い、多くの人々に香取市に興味を持ってもらう
・地元での新しい発見ができるようなイベント、年齢を問わずふれあえるようなイベント
・夜景スポットをつくり観光客を増やす ・特産物のアピール ・イベントを増やす

・香取市民、学生にアンケートを行い、声を聴いて可能な限り実行する
・市民のために「声」を聴いて、なるべく実現できるよう努力する
・それぞれの年代が、暮らしやすく永く住めるようなアイデアを高齢者の方に聞くなら老人ホー
ムに行ったり、若い世代に聞くなら学校に行って聞いたりして、それを取り入れる
・市民から意見をとり、それをもとに実現させて市民全体を楽しませたい

・学校教育の充実 ・学校の合併問題についての話をまとめたい

・無駄のないまちづくりにするための取組 ・香取市にもっとお金が入るようにしたい

・商業の活発化

・医療費などの見直し

・交通整備

・人々の生活への援助やサポート

施設の充実
（8件）

地域の
アピール
（6件）

市政参加
（4件）

教育の充実

（2件）

行政改革

（2件）
商業の活性化

（1件）
医療の充実

（1件）
交通整備

（1件）
生活支援

（1件）

4_今後の香取市のまちづくりにもっとも必要なことは何だと思いますか。

また、あなたがもし、香取市長であったら、何をしていきたいですか。
カテゴリー 意見



カテゴリー 主な感想

積極的に意見を出し合うような場所、時間は大切だと感じた。

自分とは違う考えをたくさん聞くことができた。

初対面でも、案外話すことができるのだと思いました。こういった話し合い
の場をもっと増やすと良いと思います。

他の人の意見を聞き、受け入れることの大切さを知った！

今後の進め方について
「～してほしい」という若者の要望はあるので、それらを実行させていきた
い。

地域の良さについて
地域の良い所を知れた。共有した意見が実現されて未来の香取市をつ
くっていければ良いと思う。

参加者の属性について 若い世代だからこその見方があるんだなということに気がつきました。

まちづくりカフェの
運営について

精一杯動いてもらって本当に申し訳ないけれども、この２時間が市のため
に、若者（高校生）の意見を聞くためにつくられたならば、会場の大人（職
員の方々）の数はもう少し減らした方が「まちづくりカフェ」として意味のあ
るものになると思う。多少ではあるが意見の誘導があるように感じたた
め、次の機会があったら改善されていると良いと思う。

対話の重要性について

【参考】　意見カテゴリ分布

対話の重要性について 8人

今後の進め方について 3人

地域の良さについて 2人

参加者の属性について 2人

まちづくりカフェの運営について 1人

記入なし 5人

回答数 16人

総計 21人
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まちづくりカフェ実施に対しての自由記述（主な意見）

対話の重要性についての意見が多く出されたほか、今後の展開やまちづくりカフェの運営についての感想
が述べられました。

5_その他、本日のまちづくりカフェの中で、気づいたことや感じたことがあればお聞かせください。



参考：まちづくりカフェの様子
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まちづくりカフェ 各テーブルの様子

ワークショップの開会 アイスブレイクの様子

アイスブレイクの結果発表 議論の内容をメモに記載
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まちづくりカフェ 各テーブルの様子

各テーブルでの意見を共有しながら議論を進める テーブルでの議論を踏まえ、個人の意見をまとめる

個人の意見を模造紙に貼付け、
ファシリテーターが全体の意見傾向をまとめる

感想発表
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各テーブルでの議論メモ
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各テーブルでの議論メモ
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各テーブルでの議論メモ
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各テーブルでの議論メモ
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各テーブルでの議論メモ
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検討結果


