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場所つくりチームのテーマ ⇦ 千葉市の現状に不満足

『市⺠が気軽に集える 多様性と発展性はあるが

場所をつくる』 住みたい街のランキングは下位

市⺠の孤独と孤⽴を救えない

チームのミッション ⇨   調査し 体験し 提案する

気軽に誰でも集える 手分けして調査、視察する

場所を見つける

持続できるシステムはなにか？

続けられる秘訣？

楽しそうだと認知される場所を

未来は？ つくる



【千葉市の現状と未来】

◆理想とする千葉市の暮らし
雑種のまち：いろいろ混ざり合ってなんでもあり（多様性）

境界のない街：世代 分野 地域 心 のバリアフリー

◆現状の問題
市⺠の多様性が⽣かされていない

気軽に集える場所が少ない

コミュニティの制度が生かされていない



1)公共の場所の現状・問題
誰でも『気軽に』とはなっていない

2) 公園・広場の現状・問題

市⺠の公園が少ない・市⺠の広場はない・改善が必要

◆◆◆◆現状現状現状現状 問題問題問題問題 将来変化将来変化将来変化将来変化

3)千葉の場所づくりプロジェクトの現状・問題

各地の良いプロジェクトに匹敵するものがない

※例えば：横浜市上郷ネオポリス 茅野市ワーキングスペース

5) IT空間の現状・問題
未知の空間 手探り状態

4)  その他の場所の現状・問題
千葉も各地に色々な場所が
あるが知られていない



☆『場所づくり』関連で視察：調査した現場など事事事事
■WEB講演会
①橋爪先生講師『まちづくりと図書館』

②大和ハウス工業様 瓜坂講師 『上郷ネオポリス再耕』
③UR都市機構様『これからのまちと暮らしをデザインする』

④オンライン音楽会参加
■現地視察実施
◆各地の公園⇒⑤中央公園 ⑥新宿公園 ⑦みなと公園 ⑧幕張・稲毛海浜公園他
◆廃校跡地活用

⑨千城台南小学校 ⑩千城台⻄⼩学校 ⑪千城台公⺠館
⑫真砂小学校 ⑬鋸南町 保田小学校 ⑭白浜町 ⻑尾⼩学校

◆図書館関連 ⑮ちばぎんざ図書館 ⑯千城台図書館
◆新たに集える場所を作った現場
⑰横浜市 上郷ネオポリス ⑱茅野市 ワーキングスペース
⑲ウエルシア薬局 ウェルカフェ ⑳鋸南町 スーパー跡地活用のコミュニティ
㉑鋸南町 空き家活用のコミュニティ
◆既存店舗活用 ㉒KK Duo ㉓明日葉マルシェ ㉔ まる空間

◆ストリートピアノ ㉕稲毛駅ストリートピアノ ☆全２５対象☆

【千葉へのエアレース

⇐⇐⇐⇐ 招致にご尽力頂いた】



『気軽に集える場所づくり』に向けて
人が集まる場所の定義を調査

１１１１、、、、サードプレイスとはサードプレイスとはサードプレイスとはサードプレイスとは『『『『集集集集えるえるえるえる場所場所場所場所（（（（交流交流交流交流スペーススペーススペーススペース））））』』』』

①ファーストプレイスは ⇒ お家
②セカンドプレイスは ⇒ 仕事場
③③③③☆☆☆☆サードプレイスサードプレイスサードプレイスサードプレイス☆☆☆☆

『地域ならではの魅力で人々が自然に集るような街づくりの拠点』

2.2.2.2.サードプレイスサードプレイスサードプレイスサードプレイス（（（（集集集集えるえるえるえる場所場所場所場所））））のののの必要性必要性必要性必要性

・産業化：効率化：合理化が進められ人との交流が失わている
・利便性を重視し人々の孤立・孤独 が深刻化

こんな現在の改善に向けて必要なもの !
３３３３....古古古古きききき良良良良きききき時代時代時代時代は・・・・・・・は・・・・・・・は・・・・・・・は・・・・・・・

・昔ながらの飲食店や個人商店には 自然な形で人が集まっていた



≪ ≪ ≪ ≪ プレイスメイキングというプレイスメイキングというプレイスメイキングというプレイスメイキングという考考考考ええええ方方方方 ≫≫≫≫

その場所は、ただ『与える』ものであってはいけない︕



☆☆☆☆チームのチームのチームのチームの提言提言提言提言コンセプトコンセプトコンセプトコンセプト☆☆☆☆

≪あらゆる世代の孤独・孤立をなくす≫

・市⺠がいつでも気軽に集まれ、
何かができる場所をつくる

☆各地の拠点は『『『『ヒトのヒトのヒトのヒトの駅〇〇駅〇〇駅〇〇駅〇〇』』』』とする☆

※ポイントは持続できるシステムを創ること！



【調査報告と提言】

公共の場所

配付のみ資料あり



   公共の場所を誰でも自由に集える場所にする事事事事

【具体的活動】
1)既存の施設

◆各区のコミュニティセンター・・・各区に2-3ヶ所
◆各区の公⺠館・・・・・・・・・・各区に5-10ヶ所
◆中央図書館はじめ各地の図書館 学習支援センター
◆市美術館やキボールのフリースペース

⇧
予約が必要で特定のグループなど利用者が限られている

2)フリーラウンジがある公共スペース
格安で設備も良い市⺠が使いやすいこのタイプを増やしたい。

《 提 言 》



■京成千葉中央駅 ⻄⼝ビル『ヒトの駅千葉中央』をつくる
◆４階：コミュニティスペースとインキュベーションセンターを

   『未来研各グループや////////////////
    市の有志の活動と発信の拠点』としたい！

◆１階：店舗スペースに市⺠が気軽に集まれる場所を
新宿公園ともつながる

《 提 言 》

◆主要駅広場に
ベンチ・ステージ・フリーピアノの設置し

市⺠が気軽に集える場所をつくる

３）駅広場の活用



公共の場所
①コミュニティセンター

各区に2-3ヶ所

②公⺠館
各区に5-10ヶ所

③図書館 中央図書館 各区の図書館 学習支援センター

④市美術館、キボールのフリースペース

⑤その他 市⺠活動⽀援センターなど： 格安 設備が整っている

気軽に使えるこのタイプを増やしたい。

配布のみ



駅ビルの活用
①千葉駅と周辺

駅ビル エキナカ ペリエ + イベントができる場所

建設中の東⼝ビルや⻄⼝ビルに市⺠が気軽に集まれる場所を

②稲毛駅 ⻄千葉駅

ペリエとフードコート + 歓談場所を

稲毛エキナカピアノ（2020.11）は好評

③京成千葉中央駅 改造計画中
１,2階：店舗スペース 市⺠が気軽に集まれる場所に

４階：コミュニティスペースとインキュベーションセンターを

未来研各グループの発信拠点としたい。
４-6階：事務所、ホテル にも会合ができる場所を

配付のみ



☆なぜ駅周辺が良いか？☆☆なぜ駅周辺が良いか？☆☆なぜ駅周辺が良いか？☆☆なぜ駅周辺が良いか？☆

• 多様な人が集まれる
• 色んな出会いとアイディアが生まれる
• 便利で他地区と交流できる
• コンパクトシティの核となる
• 発展性・持続性がある

参考）先進例：茅野市ワーキングスペース
WORK LABO YATSUGATAKE
茅野駅直結ベルピア２F
茅野市役所商工課と森ビルが運営



茅野市茅野市茅野市茅野市ワーキングスペースワーキングスペースワーキングスペースワーキングスペース
フロアマップフロアマップフロアマップフロアマップ



4階

千葉中央駅⻄⼝ビル



配付のみ



【調査報告と提言】

公園の活用

配付のみ資料あり



《 提 言 》

 公園 広場の整備：活用 事事事事

1)  新宿公園 緊急災害対応場所としても整備
◆千葉中央駅とポートアリーナの繋がりを生かす

◆誰でも使いやすいベンチや屋根のあるスペース、花壇の設置を行う

2) みなと公園
◆千葉みなと駅と市役所をつなぐ 駅側からも入りやすく開放的な公園に

◆誰でも使いやすいベンチや屋根のあるスペース、花壇の整備を行う

3）中央公園 通り町公園 葭川公園の一体化 ⇒ 中央広場へ

そして最寄り駅 葭川公園駅名変更 ⇒ 中央広場駅へ

◆市⺠の集いやイベントの中⼼ 中心街活性化になる

４）幕張・稲毛海浜公園や各地域の公園も同様に



公園の活用
①千葉市の主要公園：市⺠全体の公園 広さと施設とアクセスが重要

1) 駅から近い

千葉公園 中央・通り町公園 新宿公園 みなと公園

幕張海浜公園 千葉ポートパーク 稲毛公園

：活用されている公園と活用されていない公園がある

気軽にもっと活用したい。街とつながる公園にしたい。

2) 駅からやや遠い

稲毛海浜公園 真砂中央公園 幕張ベイパーク ：コンセプトが重要

有吉公園 泉谷公園 駐車場が必要？

3) 駅からかなり遠いが有名な公園

⻘葉の森公園 泉公園 蘇我スポーツ公園

加曾利貝塚縄文遺跡公園 昭和の森公園 ：駐車場が必要

②地域の公園 ：地域密着には手頃な広さと施設が必要

配付のみ



■もっと活用したい市⺠公園
• 中央広場： 中央公園 通町公園 葭川公園

• 新宿公園

• ちばみなと公園

• 幕張海浜公園 稲毛海浜公園

◆語らい＆イベントが出来るように

もっとベンチや屋根とテーブルのある場所を

◆防災拠点に

◆みんなで活用出来るシステムへ（パークマネジメントなど）

配付のみ



◆設置が目的でつくった公園は閑散︕

◆『どの様につかう』かを考え、改修後は【にぎわう公園へ】︕

改修成功例
≪南池袋公園≫

≪ ≪ ≪ ≪ プレイスメイキングをプレイスメイキングをプレイスメイキングをプレイスメイキングを活用活用活用活用 ≫≫≫≫



    ◆◆◆◆特特特特    にににに◆◆◆◆

             ！

駅駅駅駅にににに近近近近いいいい

新宿公園新宿公園新宿公園新宿公園 ちばみなとちばみなとちばみなとちばみなと公園公園公園公園

をををを改修改修改修改修してしてしてして みんながみんながみんながみんなが気軽気軽気軽気軽にににに

活用活用活用活用できるできるできるできる公園公園公園公園にしたいにしたいにしたいにしたい

配付のみ



【調査報告と提言】

各地のプロジェクト

住⺠主体＋官⺠学連携
で街に新たな交流の場を



１)その場所は
『『『『みんながみんながみんながみんなが集集集集うううう、、、、昭和昭和昭和昭和のおのおのおのお店店店店のののの様様様様なななな場所場所場所場所』』』』！！！！
元気な街づくりを進め健康寿命増進にも貢献

２）その場所は
廃校跡廃校跡廃校跡廃校跡 空空空空きききき家家家家 空空空空きスペースきスペースきスペースきスペース活用活用活用活用 新設新設新設新設もももも有有有有りりりり
『保田小』『真砂小』『話せる図書館』などの成功例に学ぶ

※※※※市内市内市内市内のののの第第第第１１１１号号号号のモデルとしてのモデルとしてのモデルとしてのモデルとして 高齢化率高齢化率高齢化率高齢化率がががが高高高高いいいい千城台地区千城台地区千城台地区千城台地区のののの

西西西西・・・・南小学校跡施設南小学校跡施設南小学校跡施設南小学校跡施設にににに新新新新たなたなたなたな「「「「場所場所場所場所づくりづくりづくりづくり」」」」をををを目指目指目指目指すすすす

  ☆まちの活性に向けて、市内各地に『集える場所』をつくる☆

《 提 言 》



横浜市栄区『上郷ネオポリス』

①『まちづくり委員会』を新たに
発足させ企画 運営実施

②横浜市との関係構築 企業の支援
行政の協力で新たなルールづくり

③大学の協力を得て
『つかう』を２年かけて
住⺠中⼼に意⾒交換
全住⺠のアンケート：データ分析
イベント企画などを協働

住⺠主導でコミュニティーを作るまでの
ポイントを知るために視察実施（2020年12月3日）



コンビニ併設の『集う場所』をつくった事例

≪住民が運営≫

≪イベントも企画実施≫

≪住民がコロナ対策実施≫

≪簡単につながる

 TＶ電話も実証中≫ ≪遠隔地との交流≫

≪冷暖房費もコンビニ経費で≫

≪商品も住民が希望≫



住⺠運営のため継続が可能《仕事も創造》

《民産学官の連携を構築》

配付のみ



横浜市 栄区様 広報より

⾃由に動けない住⺠の為にお店が移動する︕︕

☆住⺠の声から移動販売にもチャレンジ
◆お買い物を更に便利に◆

配付のみ



全国に広がる街の再活性への取組み 配付のみ

是非千葉でも
実現したい事例



ワクワク広がる、まちのコラボスペース

フューチャーセンターならしの

習志野市の中央公⺠館、市⺠ホール、図書館、

体育館、野球場などを含んだ複合公共施設

プラッツ習志野を
多くの人にとっての

「活躍舞台・交流拠点」とするため

市⺠・団体・学校・企業・⾏政の交流や協働、
対話を後押しするプラットフォーム

（施設管理：スターツ）

帰宅前の会社員も立ち寄るサロン
持ち寄り型の運営を目指す

（習志野市）



空き家活用の
ご近所コミュニケーション

『芝の家』
子どもから高齢者まで安心して暮らすことがで
きる地域づくりをめざし、昭和30年代にあった
ような、あたたかい人と人とのつながり・支え
あいを再生することを目的とした拠点。交流が
生まれるような取組みを日々行っている。

『ご近所ラボ新橋』
自分の住む場所や勤め先・縁ある地域など
「ご近所的な」地域での「イノベーション活動」
人と人、組織と組織をつなぐことができる「人財
（じんざい）」を養成、継続的な支援をしている。

（東京都港区×慶応義塾大学）



【【【【空空空空きスペースきスペースきスペースきスペース活用活用活用活用】】】】
元元元元スーパースーパースーパースーパーをををを活用活用活用活用したしたしたした
コミュニケーションスペースコミュニケーションスペースコミュニケーションスペースコミュニケーションスペース

鋸南町鋸南町鋸南町鋸南町
『『『『地元の個人の方が運営地元の個人の方が運営地元の個人の方が運営地元の個人の方が運営』』』』



≪≪≪≪本棚本棚本棚本棚のみつくりのみつくりのみつくりのみつくり、、、、図書図書図書図書はみんなではみんなではみんなではみんなで持持持持ちちちち寄寄寄寄るるるる≫≫≫≫

自由自由自由自由にににに話話話話せるコミュニティせるコミュニティせるコミュニティせるコミュニティ
としてのとしてのとしてのとしての図書館図書館図書館図書館

静静静静かにかにかにかに読書読書読書読書がががが出来出来出来出来るるるる
サイレントルームもサイレントルームもサイレントルームもサイレントルームも設設設設けるけるけるける

≪≪≪≪図書館図書館図書館図書館をををを““““話話話話せるコミュニケーションのせるコミュニケーションのせるコミュニケーションのせるコミュニケーションの場場場場””””へへへへ≫≫≫≫



【調査報告と提言】

各地のプロジェクト

廃校を交流の場へ



【【【【保田小跡活用保田小跡活用保田小跡活用保田小跡活用】】】】

交流スペースあり



【【【【白浜町白浜町白浜町白浜町 長尾小学校跡地長尾小学校跡地長尾小学校跡地長尾小学校跡地】】】】シェアオフィスシェアオフィスシェアオフィスシェアオフィス：：：：貸会議室貸会議室貸会議室貸会議室：：：：交流交流交流交流のののの場場場場へへへへ

【【【【千葉市千葉市千葉市千葉市 真砂小学校跡地真砂小学校跡地真砂小学校跡地真砂小学校跡地】】】】図書館図書館図書館図書館：：：：貸会議室貸会議室貸会議室貸会議室：：：：料理教室料理教室料理教室料理教室へへへへ

どちらも
交流スペースが

欲しい



◆ ポイント①：住⺠が企画・運営(継続出来る取組みへ）

◆ ポイント②：住⺠ 行政 未来研 大学

協力企業などとの連携でサポート

※成功例のネオポリスでは産学官が住⺠をサポート

千葉では市と未来研が中心に企画：運営をサポート

 ☆持続性ある『気軽に集える場所』をつくるポイント！



【調査報告と提言】

既存店舗を交流の場へ



《 提 言 》

■既存店舗との連携で『集える場所』をつくる

参考１：『明日葉マルシェ』

無国籍居酒屋さんが起点 町内のお店と連携しイベント開催

参考２：『ＫＫ ＤＵＯ』

レンタルカフェがベースとなり、朝食会 音楽会

学習支援室にもなる
参考３：『Welcia café』

ウエルシア薬局さんが地域の交流の場を提供：協力

参考４：『〇空間』

日替わりで色々な店舗や集まりの場所になる

  ☆まちの活性に向けて、市内各地に『集える場所』をつくる☆



【【【【既存店舗活用既存店舗活用既存店舗活用既存店舗活用】】】】

『『『『KK DuoKK DuoKK DuoKK Duo』』』』

• 千葉中央のレンタルカ
フェの朝食会

• ミニ音楽発表会

も可能

• 第２第４水曜

• 学習支援室にもなる



【【【【既存店舗活用既存店舗活用既存店舗活用既存店舗活用】】】】

『『『『明日葉明日葉明日葉明日葉マルシェマルシェマルシェマルシェ』』』』
普段普段普段普段はははは無国籍居酒屋無国籍居酒屋無国籍居酒屋無国籍居酒屋のののの
皆皆皆皆さまがさまがさまがさまが独自独自独自独自にににに企画企画企画企画しししし開催開催開催開催。。。。
近隣近隣近隣近隣のののの農家農家農家農家・・・・商店他商店他商店他商店他のののの
協力協力協力協力をををを頂頂頂頂いたいたいたいた様様様様ですですですです！！！！

新検見川新検見川新検見川新検見川



【【【【既存店舗活用既存店舗活用既存店舗活用既存店舗活用】】】】
地域地域地域地域ｺﾐｭﾆﾃｨｺﾐｭﾆﾃｨｺﾐｭﾆﾃｨｺﾐｭﾆﾃｨづくりづくりづくりづくり

ウエルシアウエルシアウエルシアウエルシア薬局薬局薬局薬局さんがさんがさんがさんが店舗店舗店舗店舗のののの一角一角一角一角へへへへ
コミュニケーションスペースコミュニケーションスペースコミュニケーションスペースコミュニケーションスペース
ＷＷＷＷelcafeelcafeelcafeelcafeをををを設置設置設置設置



【調査報告と提言】

≪ＩＴ活用≫
オンライン音楽会など



《 提 言 ３》

■オンラインＬＩＶＥ企画・実施 (遠隔地との交流も可能)

オンライン音楽会

を体験しました！

コロナ禍に 北海道から鹿児島、更にはニューヨークからも参加

☆リアルでは無くても集える場所づくり（ＩＴ活用）☆



■誰でも簡単に使えるZOOM的なツールを

広める

使いこなす

開発する

◆この取組みついては、テクノロジーチームさん他と

連携して取組みたい！

☆リアルでは無くても集える場所づくり（ＩＴ活用）☆

配付のみ



【最終提言】



☆実現するには持続する活動チームと拠点が必要

《 場所づくり最終提言 》

☆気軽に集える場所を千葉市と共に創設する☆

☆まちづくり未来研が担い手になる☆



まちづくり
未来研

千葉市

大学

企業

〇〇町

商店街

〇〇町

自治会

〇〇町

まちづくり

〇〇町

再開発

プロジェクト

〇〇区

地域振興課

 ☆市内各地、『集える場所』サポート体制イメージ☆

調査と支援アドバイスと
  協働

支援と協働



ALL千葉市⺠による総合まちづくりプラットフォーム

コンテンツ提案

成功事例の共有

相互の交流推進

働き

かけ

活動できる場所

自治会

図書館

美術館

コミュニ

ティカフェ

NPO

公園運営

公⺠館

コミュニ

ティプラザ
参加・参画

千葉市⺠の地域参加の活性化

千葉市まちづく

り未来研究所
千葉市 連携

企画・コンテンツの協力

市内

⺠間企業
市内

教育機関

他地域

プレイヤー

協力

広義の千葉市⺠

千葉市在住

97万人
千葉市在勤

15万人

千葉市在学

3万人

配付のみ



『世代を超えて交流できる』
『孤独なひとをつくらない』

千葉市をつくります！
よろしくお願い致します


