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千葉市 有識者ワールドカフェ開催記録 

 

Ⅰ．実施概要 
 

日 時 令和２年１月２７日（月） 午後 4 時～5 時 30 分 

会 場 オークラちばホテル３階 ウィンザー 

参 加 者 ２８名 

 

Ⅱ．プログラム 

１６：００ 開会 

熊谷市長挨拶 

１６：０８ １ラウンド 

①自己紹介・意見表明（テーマ：千葉市の特性・魅力） 

②意見交換 

１６：３３ 席替え 

１６：３８ ２ラウンド 

 ①自己紹介・意見表明（テーマ：千葉市の特性・魅力と未来への期待） 

 ②意見交換 

１７：０４ メッセージ記入    （テーマ：未来の千葉市への期待） 

１７：０７ テーブル内でメッセージ公表 

１７：１５ 集合写真撮影 （自身の記入したメッセージを持って） 

１７：２０ 閉会 
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Ⅲ．各テーブルで話された意見 

１．千葉市の特性・魅力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（１）話題の傾向 
 

【有識者ワールドカフェ参加者の意見】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆千葉市の魅力として、海や緑など自然が豊かであること、生活に便利な都市機能が充

実していることを指摘する声が多く聞かれました。こうした意見は市民ワールドカフ

ェの結果と概ね同様の傾向となっています。 

◆住民については市民ワールドカフェと同様に人柄の良さに触れる意見があったことに

加え、外から入ってくる人に対する受容性の高さを指摘する声も目立ちました。 

◆一方、都市機能が分散していること、多様な魅力ある資源を十分に活用できていない

点を課題として指摘する意見が聞かれました。 

回答割合
（％）

1位 自然 30.4

（うち海に関連） 5.4

（うち公園・緑・花に関連） 5.4

2位 都会と自然のバランスの良さ 18.5

3位 人柄の良さ 14.1

4位 住みやすさ 7.6

5位 利便性 5.4

歴史・文化 4.3

レジャー関係 4.3

※回答割合は回答者総数92名のうちの当該項目回答者割合

魅力の内容

6位

＜参考＞
　　市民ワールドカフェで聞かれた千葉市の魅力

言及人数
(人)

全体に占め
る割合

自然 21 75.0%

うち　海に関連 11 39.3%

うち　緑・里山に関連 7 25.0%

② 17 60.7%

③ 13 46.4%

④ 6 21.4%

⑤ 5 17.9%

⑥ 4 14.3%

⑥ 4 14.3%

⑥ 4 14.3%

⑥ 4 14.3%

⑥ 4 14.3%

⑥ 4 14.3%

教育環境

都会と田舎の両面性

特性・魅力の内容

①

都市機能の充実
（生活利便性・交通利便性等）

人柄・人間関係

歴史的な資源

プロスポーツチーム

独自の経済圏形成

美術館等の文化施設集積

温暖な気候

なんでもある
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（２）各テーブルで話された千葉市の特性・魅力 

テーブル 良い面・特徴的な面  課題面  

ちはなち

ゃん 

・都会と田舎の両面がある 

・新旧の住民の交流がある 

・プロスポーツチームの本拠

地となっている 

・東京に近い 

・「共生」教育、特別支援教育

が充実 

・教員の質が高い 

・里山がある 

・海がある 

・球場や加曽利貝塚など、市

が持っている資源の活用が

不十分  

 

ふうたくん ・立地している大学の構成バ

ランスが良い 

・イベント向きの大規模施設

がある 

・ボランティア機会が豊富  

・気候が温暖  

・海がある 

・いい大学がある 

・緑が豊富  

・道路網が充実  

・水がきれい 

・独自の経済圏を持つ 

・住民の受容性が高い 

・貝塚など歴史的資源がある 

・学生にとって魅力に欠ける 

・高齢者の生活支援の充実  

・市内地域間の交流活性化  

・海と緑の活用  

バクハリ君 ・人口が流入  

・昼夜間人口比率が高い 

・独立した経済圏  

・都会と田舎の両面がある 

・何もないのでいろいろな可

能性を秘めている（アートな

ど） 

・市政だよりの内容が良い 

 

・千葉駅が物足りない 

・千葉神社が活かされてない 

・楽しめるスポットが少ない 

・芸術家の交流の場がない 

・大学生が卒業後に流出  

・加曽利貝塚の老朽化  

・見どころが分散  

マリーンズ ・都市規模が中途半端  

・地域間で文化特性異なる 

・気候が温暖  

・豊富な食材が採れる 

・新旧住民に交流がある 

・東京圏の一部  

・海外からのアクセスが良い 

・住民の受容性が高い 

・自然が豊か 

・未開発地が豊富  

・千葉市美術館の評価高い 

・貝塚、動物園等の文化的施

設が充実  

 

・人を引き付けるものがない 

・資源が分散し、面として人を

集められていない 

ジェフ ・都市機能の利便性を備えて

いて住みやすい 

・都会にしては地域コミュニテ

ィの結びつきが強い 

 

 

 

・県と市の二重行政の無駄が

みられる 

・交通整備が不十分（自転車

レーンなど） 

・女性からみた魅力に欠ける 

・繁華街に活気がない 

ミライトワ ・住民の受容性が高い 

・海があり、潮の香がする 

・里山がある 

・東京からのほどよい距離  

・プロスポーツチームの拠点と

なっている（観戦しやすい） 

・歩道が整備されている 

・教育レベルが高い 

・気候が温暖  

・住民の人柄がよい 

・ハード面、ソフト面の両面で

障害者への対応が進展  

・治安が良い 

・プロスポーツチームの本拠

地となっている 

・地元でモノやカネが回る仕

組みが必要 

・ブランド戦略が不十分  

・都市機能が分散し、交通網

充実が課題  

・千葉駅前がさびしい 

・ソフト充実が必要  

ソメイティ ・住民の受容性が高い 

・加曽利貝塚が特別史跡  

・生活に必要なものがバラン

ス良く揃っている 

・国際化が進んできた 

 

 

・児童虐待が多い 

・都市機能が分散  

・障害者は住みにくい 
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２．未来の千葉市への期待 

 

 

 

 

 

（１）話題の傾向 

【有識者ワールドカフェ参加者の意見】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）各テーブルで話された千葉市の未来への期待 

テーブル名 未来への期待 

ちはなちゃん ・ソフト面を充実して暮らしやすいまちに。 

・地域間のつながりを強めたい。 

・緑や海をもっと活かしたまちに。 

・多様性があり、受容性が高いという住民のいい面を伸ばしたい。 

・いろいろなものが揃っている一方で「これは一番」というものがない。本当に魅力ある資

源をつくっていくことが必要。 

・千葉都心と幕張新都心のそれぞれの役割を踏まえた発展。 

・高齢者の増加に応じた安全・安心なまちづくりへの投資確保。  

・観光地にストーリー性を持たせることで誘客増強。 

ふうたくん ・市内の区と区の間における交流、都市部と農村部の交流の活性化。  

・高齢世代と若い世代がお互い支え合うまちに。 

・加曽利貝塚という資源を活かした縄文文化の発信。 

・魅力的な市内観光資源周遊ルートを開発し、人が集まるまちに。 

・新しく来た人にオープンであるという長所を対外ＰＲし、さらに開かれたまちに。  

・情報、通信、デザインなどの新しい産業を地域に根付かせることにより、人を集め、税

収を増やす。 

・歴史資源やプロスポーツチームなど、多様な市内資源を活かし、子供に夢を与えられ

るまちに。 

・地域に仕事を創り出す起業人を育成し、街の活性化を図っていくべき。 

・健康寿命を伸ばすために、公民館等を活用したコミュニティの活性化。  

・地域の安心・安全を支える自治体と企業の連携促進。 

・女性が活躍できる場の拡大。 

・団地空き家を有効活用したビジネス展開。 

◆未来の千葉市への期待としては、「産業の発展」に関する意見が最も多く、特に「中

心市街地の活性化」についての意見が目立ちました。続いて、「住民間交流の活性

化」と「観光の振興」についての意見が多く聞かれました。 

回答割合
（％）

自然豊か 25.0

住民間交流・協調 25.0

3位 楽しい・わくわく 23.9

ゆとり 15.2

心豊か 15.2

6位 安心・安全 13.0

生活利便 12.0

多様性（年代・性別・出身国） 12.0

※回答割合は回答者総数92名のうちの当該項目回答者割合

未来の千葉ライフの内容

＜参考＞ 市民ワールドカフェで聞かれた
　　　　　　　　　未来に望む千葉ライフ

7位

1位

4位

言及人数
(人)

全体に占め
る割合

産業の発展 17 60.7%

うち中心市街地の活性化 6 21.4%

② 観光の振興 10 35.7%

③ 住民間交流の活性化 9 32.1%

福祉の充実 8 28.6%

うち高齢者の生活しやすさ 4 14.3%

⑤ 共生社会の実現 5 17.9%

未来の千葉市への期待の内容

①

④
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バクハリ君 ・社会福祉の充実。 

・高齢化を見据えた医療施設の充実。 

・プロスポーツチーム、加曽利貝塚など市内にある多様な資源を活用する明確なビジョ

ンの策定。 

・千葉市美術館と周辺美術館との連携。 

・千葉市美術館、稲毛海浜公園など施設周りの駐車場整備。 

マリーンズ ・農村部を活かした子育て環境の整備。 

・オリ・パラをきっかけとした大学生のボランティア参加、まちづくり参加の活性化。  

・シェアリング社会の進展による市民同士のつながり強化。 

ジェフ ・思いやりのある子供を育成する福祉教育の充実で、家族の大切さを取り戻す。  

・幕張メッセ周辺に、エンタメ施設、ホテル、会議場などの施設をあわせ、魅力を高める。 

・湾岸エリアの施設、イベントを船で結ぶ取り組み。 

・若い人たちが市長と直接意見交換できる場を、アプリ活用などで実現してほしい。 

・東京駅での京葉線乗り換えの利便性を高めることで、これまで以上に幕張に人が来や

すくなることを期待。 

・千葉駅周辺が昔のように活気あるエリアに戻ってほしい。 

ミライトワ ・若い人と昔から住んでいる住民との交流の場ができれば、多くの人が千葉の良さに気

付くようになる。 

・子供が大切に育てられる環境の整備。 

・障害者や外国人を認め合う心のバリアフリー化を実現したい。 

・将来にわたって障害者への社会の理解が深まるように、オリ・パラ以降も子供たちへの

出前講座を続けたい。 

ソメイティ ・障害者スポーツが盛んな点で日本の先進都市になってほしい。 

・自転車レーンの整備を含めた市内交通網の充実。郊外と市街地との結びつき強化。  

・若い女性にとって魅力的なまちづくり。 

・おしゃれな飲食店の充実など、千葉駅周辺のソフト面の充実。 

・市内の企業で働きたいという人を増やす取り組み。 

 

 

Ⅳ．メッセージ 

 

 

 

 

 

◆未来の千葉市へのメッセージとして参加者が記載した内容を分野ごとにみますと、

最も多くの方が記載したのが「共生」に関するメッセージでした。続いて多かった

のが「シビックプライド」「歴史・文化」「市民力の活用」に関するものでした。 
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