
市民１００人大ワークショップ（第１回） 検討結果 

Ａテーブル  課題 ○1  高齢者  ２ 子ども  ３ 防災・防犯  ４ ごみ 

チーム名：地域で支える高齢者 

自分たちにできること 

・ご近所での支え合い 

 自助、共助、公助があるが必要なのは近助（近所）。 

 郵便配達、新聞配達員による訪問 

 買い物支援 

 

・高齢者同士のつながり 

仲間づくり 

集まる場所づくり（いろいろな場づくりがあるが元気な高齢者は来ないし、ニーズが違うため、集まる場所がない） 

 いつでも気軽に集えるサロンづくり 

 

・高齢者自身の地域参加 

 元気な高齢者の活躍 

 地域参加への価値観の変転を促す 

 こどもへの農作業の指導 

 

  



市民１００人大ワークショップ（第１回） 検討結果 

Ｂテーブル  課題 ○1  高齢者  ２ 子ども  ３ 防災・防犯  ４ ごみ 

チーム名：ハードルが低い社会づくり 

課  題 自分たちにできること 

・自治会に入れなくても不都合がない 

・自治会費が高く、参加できない 

・ハードルが低いのに高いと思われがちである 

・障害者が高齢者をケアしている 

・昼間に若者がいない 

・自治会役員になる人が少ない 

・自治会の役員ができないので退会する若者世帯が多い 

・老人会に入会する人が少ない 

・仕事で忙しく、仕事しないと食べていけない政策が悪い 

・少しのおせっかい、気軽におせっかい 

・世代を超えて声をかけあう 

・みんなが気軽に声をかけられる雰囲気づくり 

・女性が気軽に話せる雰囲気づくり 

・自分のことだけでなく人のことを考える余裕が欲しい 

・家族で参加して楽しい 

・若い人が忙しすぎる、小学生も忙しすぎる 

・若い人には学校のＰＴＡで活躍してもらう 

・自治会等は年配の方が多く、若者の参加が少ない。できるだけ若者が参加できる仕組みが必要  

・イベントを行う（土曜夜は町内の食事会） 

・食が人と人の心をつなぐ 

・気軽に参加できる場等が必要 

・自治会館が欲しい 

・子どもを預かって見守ってくれる高齢者 

・学生も高齢者も障害者も子どもも外国の方も住みやすいまちづくり（市政だよりの英

語版、絵入り地図） 

 

  



市民１００人大ワークショップ（第１回） 検討結果 

Ｃテーブル  課題 １ 高齢者  ○2  子ども  ３ 防災・防犯  ４ ごみ 

チーム名：こどもの勇気と感謝 

課  題 自分たちにできること 

・子どもの安心のために何ができるか 

 夢のある子が少なくなっている 

社会との繋がりがなくなってきている 

 居場所がなくなっている 

 世代間の交流が少ない 

安心を脅かす要因が多い（暴走バイク、学習の遅れ、事故の多発、いじめ、家庭内暴力）  

・あいさつの重要性 

 挨拶しやすい環境づくり 

 通勤時に子どもにあいさつする（繰り返し行う） 

 

・地域、学校、家庭、行政の繋がりをつくる、地域の子どもへ関心を持つ 

 （幼稚園、ＰＴＡバザー、遊び場） 

 

  



市民１００人大ワークショップ（第１回） 検討結果 

Ｄテーブル  課題 １ 高齢者  ２ 子ども  ○3  防災・防犯  ４ ごみ 

チーム名：チーム安心 

自分たちにできること 

防災 

・「防災会」で訓練を兼ねて芋煮会、餅つき大会を行う（継続的に、繋がりを強くしていく） 

・近所で防災訓練を行う 

防犯 

・若い人が参加できるパトロール方法 

・不審者情報の共有 

・子どもへの声掛け 

全体 

・向こう三軒両隣を重視 

・地域のみんなが参加できる仕組みをつくる（組織化できている地域とできていないところがあり、運営内容にも差がある） 

・みんなに参加させる仕組みづくりが必要（成功例としてまつりと防災の活動を一緒に実施）（退職者を地域に取り込む） 

・新サークルの立ち上げ支援 

・笑顔であいさつ 

・資金を集めることができる 

・目標を明確にする 

・場所を提供する 

・情報を発信する 

・地域の方々とコミュニケーションをとる 

  



市民１００人大ワークショップ（第１回） 検討結果 

Ｅテーブル  課題 ○1  高齢者  ２ 子ども  ３ 防災・防犯  ４ ごみ 

チーム名 「75歳は高齢者じゃない まだまだやります やれます」 

自分たちにできること 

【課題】 

（１）高齢者と若い世代が協力し、自治会等の地域活動を行うためにはどうすべきか。 

 

【自分たちにできること】 

（１）公民館等の公共施設を、開放する（行政の後ろ盾が必要になる） 

（２）自治会役員に、報酬を渡すことを検討する 

（３）子どもや大学生にも関わってもらう 

（４）地域のおまつり等で、自治会を PR する 

 

【地域活動を積極的に行うことで生じるメリット】 

（１）高齢者の健康・生きがいづくりに繋がる 

（２）健康になることで医療費の削減に繋がるのでは 

  



市民１００人大ワークショップ（第１回） 検討結果 

Ｆテーブル 課題 １ 高齢者  ○2  子ども  ３ 防災・防犯  ４ ごみ 

チーム名 「チーム 子たつ」 

課  題 自分たちにできること 

１ 子どもの「堀こたつ」的な場を作るには （１）子どもの居場所づくり、街づくりに参画する 

２ 場所（ハード面）はどうするか （１）公共施設を活用 

（２）一般家庭の空き部屋を借りる 

（３）空き家等を活用 

３ 大人の協力が必要では （１）周知・広報を行い、地域の人々に活動を知ってもらう 

（２）多世代が交流できるような環境を作る 

４ その他の課題 （１）ルールづくり 

（２）体制づくり 

（３）個人情報の管理 

【質問】 

（１）何歳くらいの子どもが対象か 

（２）場所づくりの最終的な目的は何か 

 

（３）ルールとはどのようなものか 

 

（１）年齢層が違うので、地域ごとにカスタマイズする 

（２）ア 共働きの家庭でも、子どもが安心して居られる場所としたい 

   イ 学校で息苦しさを感じる子どもたちものびのびと過ごせるようにしたい 

（３）ア 子どもが息苦しさを感じない程度の最低限のルール 

   イ 「子どもの多少のケガは保護者に許容してもらう」など 

  



市民１００人大ワークショップ（第１回） 検討結果 

Ｇテーブル 課題 １ 高齢者  ２ 子ども  ○3  防災・防犯  ４ ごみ 

チーム名 「防災ってなんだろう」 

課  題 自分たちにできること 

１ 防災、避難所運営委員会等をあまり知らないひと、 

防災意識があまり高くないひとにも地域防災に参加して 

もらうにはどうすべきか 

 

（１）意識の改革を図る 

２ 防災訓練などは準備が大変であり、町内会でやるには 

敷居が高い 

（１）市主体の防災訓練等に参加する 

 

３ まずできることはなにか （１）お隣のひとと災害時の対応について話してみる 

（２）SNS・ツイッターを活用する 

（３）インターネットを使えないお年寄りのための学びの場を作る 

（４）家でできる災害対応を実施する 

４ その他の課題 （１）千葉市のホームページの災害情報が分かりづらい 

（２）お年寄りは避難所まで行くのが困難 

 

  



市民１００人大ワークショップ（第１回） 検討結果 

Ｈテーブル  課題 １ 高齢者  ２ 子ども  ３ 防災・防犯  ○4  ごみ 

チーム名 「積み残されたゴミ問題解決」 

自分たちにできること 

【課題】高齢者と生ごみについて考える 

（１）高齢者にはゴミ出しが負担となる。いずれ個別収集すべきだが、コストが今の２倍かかる 

（２）ゴミの排出量を減らす際に、水分を含んでいる「生ごみ」は燃やしづらいため、一番問題となる 

 

【私たちにできること】 

（１）生ごみの水分カットを自治会等で各家庭に呼びかける 

（２）市の広報でも大々的に呼びかける 

（３）生ごみ減量機器を利用する 

 

【メリット】 

（１）生ごみの水分カットでゴミの排出量を減らすことで、市の予算を高齢者のゴミ出し支援に使える 

 

  



市民１００人大ワークショップ（第１回） 検討結果 

Ｉテーブル 課題 ○1  高齢者  ２ 子ども  ３ 防災・防犯  ４ ごみ 

チーム名 明るく、楽しく、健康（幸）に！ 

課  題 自分たちにできること 

（情報） 

・高齢者の情報が出てこない（民生委員だけ） 

・自治会等で集まる機会はあるが、体調が悪い人はどのように情

報を得るか。 

・福祉サービスが必要な時にどこに相談すればよいかわからない。 

・介護保険を利用したくてもシステムがわからない。 

・母が急にひとり暮らしになった場合、見守りを誰に相談すれば

よいかわからない。 

（地域への参加） 

・高齢者の居場所が少ない 

・高齢者が地域活動やイベント等に参加する機会が少ない（人生

の経験等を子ども、若者へ語る機会、高齢者が外に出てくるよ

うな行事） 

（その他） 

・友達の輪づくり 

・高齢者自身が地域に必要な存在であると自覚してもらう 

・高齢者学級の創設やサークル活動の実施など、高齢者が定期的に集まる機会を作る（高

齢者も初心者も海に気軽に出られる仕組みづくり、市民によるヨットハーバー文化や

海辺文化の創造・発展、海辺の生態系の維持、改善のために小・中学生と環境調査、

企業も交えながらの近県の港を結ぶクルーズ航路の開設） 

  



市民１００人大ワークショップ（第１回） 検討結果 

Ｊテーブル  課題 １ 高齢者  ○2  子ども  ３ 防災・防犯  ４ ごみ 

チーム名 みんなで子育てしよう！ 

自分たちにできること 

・みんなで子育てするような、あたたかいまちづくりにしていくためには、地域で挨拶し合うことが重要 

・まずは大人同士が挨拶し合う雰囲気を作る、それを見て子供も挨拶するようになる 

挨拶の際には、挨拶＋αの一言を付け加えるとより良い 

 （例）こんにちは＋「スカーフ素敵ですね。」「体調はどう？」etc. 

・挨拶の他、大人は子供に対して日常的に誉めることと叱ることも必要。叱る際には子供が落ち込まないようにケアする。 

・子供たちの考えを大人に伝えられる仕組みづくりが必要。 

 

  



市民１００人大ワークショップ（第１回） 検討結果 

Ｋテーブル  課題 １ 高齢者  ２ 子ども  ○3  防災・防犯  ４ ごみ 

チーム名 コミュニケーションで防犯・防災 

自分たちにできること 

・地域の防犯・防災活動を進めていくためには、「コミュニケーションの場づくり」と「行政の活用」が重要。 

・コミュニケーションの場として、お茶会や勉強会等を開催する。 

・行政の活用として、行政から示された方向性や情報を元に地域の防犯・防災を考えていく。 

・これらの活動を推進していくために、「街を良くするのは市民だ！」という共通認識を持つ。 

 

  



市民１００人大ワークショップ（第１回） 検討結果 

Ｌテーブル 課題 1 高齢者  ２ 子ども  ○3  防災・防犯  ４ ごみ 

チーム名 学んでススメ！！全員参加 

課  題 自分たちにできること 

・防犯・防災活動を行いたい気持ちはあっても、町内会の役員が

単年で入れ替わるため、長期的な計画を立てることができない。 

・一方で、他の町内会では、役員になる人が固定化されており、

地域住民の意見が町内会の活動に反映されづらいといった問題点

がある。 

・町内会の役員を単年交代とせず複数年交代とする。 

・同時に、地域住民の意見を町内会の活動に反映できるよう、お茶会等により日頃から

コミュニケーションを取る場を作るよう心掛ける。 

・一部の役員の意見だけでなく、女性や子供を含めた地域住民の視点を取り入れていく。 

・回覧板、メール、ＳＮＳ等を上手く活用して情報を共有する。 

 

  



市民１００人大ワークショップ（第１回） 検討結果 

Ｍテーブル 課題 1 高齢者  ２ 子ども  ○3  防災・防犯  ４ ごみ 

チーム名 困っている人にどう手を伸ばすか 

課  題 自分たちにできること 

・市から名簿を貰うだけではダメ 

・地域の繋がりが必要 

 

 

 

・防災の仕組み作り（地域で格差がある） 

 

 

 

・自治会加入率が低い 

・外国人とつながりにくい 

・隣近所と手助けする 

・民生委員やスポーツ推進委員と話す 

・夏祭りや運動会に参加して地域交流する 

 

 

・避難所運営委員会で防災体制づくりをしている（生浜地区） 

 →花見川区・美浜区はあまり知らない 

・自治会で備蓄品を準備する 

 

・関心ない人とある人の出会いの場をつくる 

・若い人を入れていく 

・高齢者と転入者のつながり、そういう場をつくる 

・公民館、コミュニティセンターでテーマを決めて人を集める 

 

  



市民１００人大ワークショップ（第１回） 検討結果 

Ｎテーブル 課題 ○1  高齢者  ２ 子ども  ３ 防災・防犯  ４ ごみ 

チーム名 高齢者の近未来ネットワーク 

課  題 自分たちにできること 

・千葉にきて、近所づきあいができていない 

・地域ぐるみ 広く、ネットワークを広げた方がよい 

・非物理的ネットワークでつながる（インターネットやＳＮＳ） 

→高齢者でＰＣなどを使えない人も、ＳＮＳを通じてつながり 

・物理的ネットワークでつながる（ふれあい） 

→調べなくても行けば何かあるという場づくり 

→世代間交流のメリット 

→団地の中の屋台村 

→趣味を通じた繋がり 

→認知症カフェ 

→趣味や気の合う人が集まり、緩やかに○○部を名乗る 

→地域見回り隊やお散歩隊の結成 

→衝突せずに良い関係を作る（３人制） 

 

  



市民１００人大ワークショップ（第１回） 検討結果 

Ｏテーブル 課題 １ 高齢者  ○2  子ども  ３ 防災・防犯  ４ ごみ 

チーム名 こどもの笑顔は未来へつながる 

課  題 自分たちにできること 

・こどもの居場所が家庭にないケースが増加（親が夜まで仕事し

ている、親の無関心） 

・塾などの習い事のため、群れで遊ぶ子どもが減少（子ども同士

の関係が薄い、遊びの体験が薄い） 

・いじめ、登校拒否の問題から学校（教育委員会）の在り方を考

える必要性 

・親同士のコミュニケーション不足（人とのつながり） 

・働いている親が地域の子にできることが見つけにくい 

・学校行事の人手不足 

・空き家の活用 

・子どもの居場所づくりに関わる 

・公的な居場所づくり 

・民間の居場所づくりを公的支援で支える 

・退職者を地域活動に参加させる 

・子どもの見守りパトロールへの参加（夜） 

・いきなり入るのはむずかしいので、きっかけ（メリット）を作る 

 

  



市民１００人大ワークショップ（第１回） 検討結果 

Ｐテーブル 課題 １ 高齢者  ２ 子ども  ○3  防災・防犯  ４ ごみ 

チーム名 防ぐ視点を考える 

課  題 自分たちにできること 

防災 

・火山 

・地震 

・災害時の子どもとの連絡 

・交通網の整備 

・帰宅支援 

・道路の冠水 

・インフラ老朽化 

 

防犯（犯罪） 

・家庭内暴力 

・空き巣 

・詐欺 

・車上荒らし対策 

・地域に若者が少ない 

・ＡＥＤが使える人の名簿作り 

・防犯防災のために税金を充てる 

・防災デー・防犯デーを作る 

・防犯・防災に悩む人の集会 

・火の用心の声をいい声でする 

・近所とのつながり 

・施錠確認 

  



市民１００人大ワークショップ（第１回） 検討結果 

Ｑテーブル  課題 ○1  高齢者  ２ 子ども  ３ 防災・防犯  ４ ごみ 

チーム名 高齢者が暮らしやすい町づくり 

自分たちにできること 

○居場所づくり 

・ 高齢者が互いに支えあう。 

・ 隣がいつも見守る。 

・ 介護施設を増やす。 

・ 手段として自治会がある。コミュニケーションがとりやすい。 

→ 自治体が少なくなっているが、作るのは難しい。 

→ カフェ、公園、公民館など、人が集まる場所を作る。 

・ まつりやゴミ拾いなどのイベントを実施し、居場所づくりのきっかけとする。 

 

  



市民１００人大ワークショップ（第１回） 検討結果 

Ｒテーブル  課題 １ 高齢者  ２ 子ども  ３ 防災・防犯  ○4  ごみ 

チーム名 ごみきれい！ 

自分たちにできること 

○ごみを出さない 

・昔、豆腐は鍋を持って買いに行っていた。 

・便利さを求めない。 

・ビニール袋など、自然に戻らない袋は避ける。 

・自然包装のものを買う。 

・レジ袋はすべて有料化する。ドイツなどでは数十年前から１枚２０円程度である。日本でも導入すべき。 

○分別の徹底 

・写真を撮る。 

・ゴミ袋に名前を書く。 

・外国人にも分かりやすく（守らない方が多い）。 

・ゴミ袋を透明化。 

・絵を書くなど、もっと分別を分かりやすく。 

・ゴミ出し場所を美しく、統一的に。 

 

  



市民１００人大ワークショップ（第１回） 検討結果 

Ｓテーブル  課題 １ 高齢者  ○2  子ども  ３ 防災・防犯  ４ ごみ 

チーム名 子どもの遊び 

自分たちにできること 

・ ゲーム機の存在により、土日も家にいて、外に行かない子どもが増えた。 

・ 外で遊ぶことで頭の回転が速くなり、柔軟な考え方ができるようになるとの研究結果もある。 

・ 校庭や空き地、学校施設などを利用すべき。 

・ プロスポーツとの交流も有効。 

・ せっかく公園に来ても、誰かがゲームを持ち込むとゲームをしてしまう。 

・ 公園や施設でイベントを多くやるべき。 

・ イベントをやることで、子どもだけでなく、親、祖父母も参加することができ、多世代交流につながる。 

・ イベントでルールを学ぶことで、相手を思いやる気持ちが育まれ、しつけにもなる。 

・ 財源の補助、プレーリーダーの養成、学校施設の開放について、市のバックアップが必要。 

・ 子どもも大人も笑顔になることで、地域活性化につながる。 

 

  



市民１００人大ワークショップ（第１回） 検討結果 

Ｔテーブル  課題 １ 高齢者  ２ 子ども  ３ 防災・防犯  ○4  ごみ 

チーム名 護美（ＧＯＭＩ） 

自分たちにできること 

・ 犬のフン、たばこのポイ捨て、ごみの分別など、ごみは身近な問題。 

・ 家庭でのしつけ、学校や地域での教育が必要。 

・ きれいなところにごみは捨てない → ゴミ箱を適切に設置する。 

・ ごみの基は必要なものだった → 資源として再生する、きれいに捨てることを考える。 

・ 行政には仕組みを作ってほしい（きれいな区コンテストなど）。 

 


