
・「20代」(28%)が最も多く、
「30代」(18%)「40代」(21%)「50代」(22%)
とそれぞれ2割前後。

シンポジウム/結果報告 全体

▼事前登録者属性

51%

7%
15%

12%
6%5%

4%

住所

市外 花⾒川区 中央区 稲⽑区
緑区 若葉区 美浜区

3%

28%

18%21%

22%

5%
2%
1%

年代

10代 20代 30代 40代
50代 60代 70代 80才〜

n=314名

・参加者は、「市外」(51%)が半数を占め、
次いで多かったのが、「中央区」(15%)と
「稲⽑区」(12%)。

バーチャル空間 全体数値

事前登録者数 314名

20⽇最⼤同時アクセス数 135名

20⽇累計アクセス数 ※20⽇〜21⽇17時 704名

20⽇LP累計アクセス数 ※20⽇〜21⽇17時 2223名

20〜27⽇累計視聴者数 753名

20〜27⽇LP累計アクセス数 2612名
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24%

9%

10%
9%10%

7%

30%

1%

中央区

花⾒川区

稲⽑区

若葉区

緑区

美浜区

千葉市以外（⾃由記⼊）

未回答

▼アンケート回収率

・仮想空間視聴者 753⼈中、152⼈がアンケートに回答
・アンケートの回収率は、20.2％

❶年齢を教えてください。（単⼀回答）

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80才以上

n=152

❷どちらにお住まいですか。（単⼀回答）

中央区 花⾒川区 稲⽑区 若葉区 緑区 美浜区 千葉市以外

n=152

1%
20%

23%

21%

24%

6%
1%
1%
3%

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代

80才以上

未回答

シンポジウム/結果報告 アンケート

・千葉市以外の回答
千葉県 市川市、市原市、⼤綱⽩⾥市、佐倉市、船橋市、習志野市
東京都 ⾜⽴区、あるき野市、⽬⿊区
神奈川県 川崎市
埼⽟県
⽯川県 ⾦沢市 など
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❸このイベントをどのようにして知りましたか︖（複数回答）

市のホームページ 家族・知⼈に教わった ポスター・ちらし その他 市政だより
町内⾃治会役員向けメールマガジン PEATIX チーム千葉ボランティアネットワーク

n=152

❹このイベントに参加しようと思った理由は何ですか︖（複数回答）

千葉市基本計画に興味があった ⾃分の意⾒を市の計画に反映させたい 登壇者に興味があった
千葉市が好きだから 千葉市をもっと知りたい 仕事に活かしたい 千葉市を良くしたい
市政に関わりがある なんとなく 家族・知⼈に誘われて オンラインでのシンポジウムに興味があった
その他

n=152

0.0%
1.0%
2.1%
7.3%
6.3%

10.4%
13.5%

25.0%
34.4%

0.0% 5.0% 10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%

未回答

チーム千葉ボランティアネットワークホームページ
PEATIX

町内⾃治会役員向けメールマガジン

市政だより

その他

ポスター・ちらし

家族・知⼈に教わった

市のホームページ

0.0%
0.0%
3.0%
3.5%
4.0%

5.9%
7.4%
8.4%
9.4%
10.9%
11.9%

14.4%
21.3%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

未回答
なんとなく

⾃分の意⾒を市の計画に反映させたい
その他

家族・知⼈に誘われて
仕事に活かしたい

登壇者に興味があった
千葉市をもっと知りたい
市政に関わりがある
千葉市が好きだから
千葉市を良くしたい

オンラインでのシンポジウムに興味があった
千葉市基本計画に興味があった

・本イベントを知ったきっかけとしては、「市のホームページ」が34.4%と最も多い割合。
・その他としては、「⼤学の教授から」「Facebook」「SNS」など。

・その他としては、
「来年からデベロッパー企業に就職するので、⾏政側からのまちづくりに関する⽣の声を知りたかった。」
「まちづくりNPOの⼀員として聴いておきたかった。」
「就活の⾯接に備えて」 など。

シンポジウム/結果報告 アンケート
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❺本⽇の満⾜度と、その理由を教えてください。（単⼀回答）

満⾜ やや満⾜ やや不満 不満

n=152

▽満⾜と回答した理由

55%31%

10%
4%

0%

満⾜

やや満⾜
やや不満
不満

未回答

・⾯⽩い取り組みだと思った。
・楽しく、興味深く視聴できた。
・双⽅向型のシンポジウム
・バーチャル空間が新鮮だった。
・バーチャルという新しい可能性に出会えた。
・⾃分以外の参加者がいることを感じることはできなかったが、この時世のやり⽅に相応しい

バーチャル空間でのパネルディスカッションだった。
・仮想空間が新しいと思い、操作性も良かった。
・パネラーが新鮮な話しをしていただき、まちづくりに興味を持てた。
⾃分なりにパブコメに意⾒を出そうと思った。
・様々な専⾨家の⽅による分かりやすい議論が⾮常に良い。
・とてもテンポが良く、今後留意しなければならないポイントがしっかりと押さえられてた。
・登壇者のまちづくりに関する意⾒がわかりやすい構成となっており、⼤変勉強になった。

登壇者の⼈選も様々な経歴の⽅々を幅広に選出していたため、まちづくりに対する様々な視点からの
知⾒をうかがうことができ、とても有意義であった。
・進⾏もパネリストも、話が分かりやすく、良い話が聞けた。
・経験豊かなパネラーの皆さまのご意⾒、そして市⻑⾃らの声でお考えなどを聞かせていただけて、
⼤変参考になった。千葉市まちづくり未来研究所に参加しており今後の活動にも⽣かして参りたい。
・短い時間で専⾨家の意⾒を聞くことができ、質疑対応にも参加できた。
・短い時間であったが、パネリストの話も分かりやすく、市のビジョンの理解が進む内容であった。
・パネルディスカッションでは⾝近な例を出しながら進⾏されていて、分かりやすかった。
・様々な視点から千葉市のまちづくりに関する考えをお聞きできたから。また、「⼿間」をかけた街という
⾔葉は⾃分の頭にはなかったので、新たな視点を得られてよかった。
・まちづくりに求められる要素を知ることができた。

千葉県から東京に出る⼈が２割と聞いておどろいた。
・今の千葉市や、今後の千葉市の⽅針について考える良い機会となった。
・改めて、というか初めて千葉市の魅⼒を知るきっかけとなった。
・内容が⾯⽩く、興味深かった。HPで、千葉市基本計画・まちづくり総合8分野も拝⾒した。
今⽇は仕事で東京だったが、オンラインでスマホで視聴できた。
・千葉市の魅⼒を再確認することができ、より千葉市で働いてみたいと思った
・千葉市では市⺠の意⾒を取り⼊れた様々な取組みを進めており、千葉市の良さを改めて知ることができた。

シンポジウム/結果報告 アンケート
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・総花的な話でもう少し突っ込んだ話が聞きたかった。
・仮想空間において数枚のパネルしか展⽰されていなかったため具体的な情報が少なく感じられた。
・パネリストの中で、千葉市について事前の情報収集が不⼗分であったと思われる⽅、

あるいは千葉県と千葉市を混同したような発⾔内容になっている⽅がいたように思う。
・⾃分対パネラーだったので、ユーチューブやヴァーチャルに参加している⼈たちと話せるような

チャット欄があってもいいように思えた。⾃分が参加してる感があまりなかった。
・SDGsやスマートシティー、脱炭素社会などの国が⼒を⼊れている単語が話の中には出てきましたが、
多様性を⽣かせる千葉市に話題の重点があったように思った。しかし、国あっての地⽅都市。
千葉市は、ちばしチェンジ宣⾔︕のような、国が定めることに対して今後はどう対応する︖
国の⽅針達成には、本当に解決可能かどうか⾸をかしげたくなるような課題が盛り沢⼭。
どう取り組むべきか︖ それは別の機会に、とお考えでしょうか︖
冒頭、世界のスマートシティー実証実験の多くは失敗に終わっているという話で始まったので、
それそれ︕と思っっていたのだが...

・時間が少し短い。視聴者との質疑応答時間をもう少し⻑めにしてほしかった。
・時間が限られていたこともあるかと思いますが、コンパクトにまとまっていた印象。
・オンラインシンポジウムと仮想空間という新しい取り組みを体験できて良かった。シンポジウムは

もう少しパネリストの個性が発揮されるための時間が必要と思った。
・ディスカッションの時間がもう少し⻑いと良いと思った。各区ごとのテーマについての議論も⾒たかった。
・北野さんの広い視点でのお話がよかった。基本計画の説明含めあと３０分⻑くてもよかったと思った。
・パネルディスカッションの内容は、⾮常によいと思うが、やはり基調講演として最初に千葉市基本計画

（素案） の説明があった⽅がよかったと思う。時間は、1時間では短いと思った。
・少し時間が短いと感じたが、「千葉市の様々な魅⼒、可能性を再確認できた点」、「コロナ禍で⼈と会う

機会が減ったからこそ、⼈と⼈の繋がりの重要性が感じられ、千葉市の魅⼒や可能性を繋げる⼈と⼈の
繋がりは、千葉市の未来を良くするカギになるのでは」とのコメントが、⾮常に考えさせられる素敵な
お話だった。
・時間的に短いと感じた。もう少し市としての考えを聞けた⽅が良かった。
・試みとしては⾮常に興味深かったし、登壇者のお話もおもしろかった。ただ、会場に集まり、登壇者と
直にやりとりをできるシンポジウムに⽐べると、どうしても“参加感”のようなものは劣るので、今後への
期待も込めて「やや満⾜」にとどめた。
・あまり千葉市をご存じない⽅から千葉市の特徴や利点、可能性を聞く事ができた。
・北野先⽣の話が興味深かった。
・パネリストの発⾔は⾮常にわかりやすく的を射た内容だったが、質疑応答の時間が少なく、

⼀⾒するとあらかじめ⽤意された質問をパネリストに回答していただいたように感じさせられた。
匿名やペンネームであっても、誰からの質問か、類似質問・関連質問の有無に触れていただくべきだった。

❺本⽇の満⾜度と、その理由を教えてください。（単⼀回答）

▽やや満⾜と回答した理由

▽やや不満と回答した理由

▽不満と回答した理由

・なかなかつながらず⾒られなかった
・ポイントをつかみにくい。詳細情報との連携がよくない。

シンポジウム/結果報告 アンケート
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❻ご視聴にあたって、気になったことがあれば教えてください。（複数回答）

申し込み⽅法がわかりづらかった 専⽤サイトの操作がわかりづらかった
オンラインでの開催だったため参加しやすかった（気軽に参加できた）
オンラインでの参加に抵抗があった その他（⾃由記⼊）

n=152

❼参加中・参加したあとで、何か変化がありましたか︖（複数回答）

千葉市の将来に前向きになった 千葉市の将来に後ろ向きになった
千葉市の良いところに気がついた 千葉市の悪いところに気がついた
周りの⼈（家族や友⼈）と千葉市の将来を話しあってみたくなった（話し合った）
よりよい千葉市のために何か⾏動したくなった
千葉市基本計画素案の市⺠意⾒募集に応募しようと思った
今後もオンラインのイベントがあれば参加したいと思った その他（⾃由記⼊）

n=152

2.6%

2.6%

13.2%

14.5%

18.4%

48.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

未回答

オンラインでの参加に抵抗があった

申し込み⽅法がわかりづらかった

その他（⾃由記⼊）

専⽤サイトの操作がわかりづらかった

オンラインでの開催だったため参加しやすかった…

1.4%
1.4%
1.4%
4.8%
5.5%
5.5%

14.4%
18.5%

21.9%
25.3%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

未回答
千葉市の将来に後ろ向きになった
千葉市の悪いところに気がついた

千葉市基本計画素案の市⺠意⾒募集に応募しようと…
周りの⼈（家族や友⼈）と千葉市の将来を話しあっ…

その他（⾃由記⼊）
よりよい千葉市のために何か⾏動したくなった

千葉市の将来に前向きになった
千葉市の良いところに気がついた

今後もオンラインのイベントがあれば参加したいと…

・視聴にあたって気になったこととしては、「オンラインでの開催だったため参加しやすかった」
との回答が半数。
・その他としては、
「申し込んでから、視聴の案内が来るまで時間が空いてしまっていたのでパスワードを忘れてしまう」
「仮想空間が、若⼲動きが悪い感じかした。パネルディスカッションの⾳声が聞き取りつらかった。」
「参加登録できているか不安になった。」
「仮想空間のMAPと⾃分の現在地が常に⼩さく表⽰されると、空間内の移動がしやすい気がした。」
「⼀般参加者がチャットで発⾔したが、取り上げられなかった意⾒はどうなるのか気になった。」
「現在何⼈がこのサイトを⾒ているかの表⽰があった⽅がいいと思った。」
「⾮常に良い内容のシンポジウムだったので、是⾮多くの⽅に、この内容を知ってもらいたい。」

など

シンポジウム/結果報告 アンケート

22



❼参加中・参加したあとで、何か変化がありましたか︖（複数回答）

❽視聴にあたって使⽤した端末を教えてください。（複数回答）

パソコン タブレット端末 スマートフォン

n=152

0.0%

10.0%

25.0%

65.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

未回答

タブレット端末

スマートフォン

パソコン

・変化があったこととしては、「今後もオンラインのイベントがあれば参加したいと思った」
(27.5%)が⼀番多く、次いで「千葉市の良いところに気がついた」(22.2%)も⼆割以上を占めた。
・その他としては、
「まちづくりとテクノロジーのスパンが違うという話がおもしろかった。」
「まちづくりに対する新たな気づきを得ることができた。」
「今後も、同様なシンポジウムがあれば参加したい。（オンラインに限らず）」
「千葉市をよくするため協⼒したいが、そのモチベーションをあげる程のコンテンツではなかった。」

など

シンポジウム/結果報告 アンケート
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・今後も開催期待しております。本⽇はありがとうございました。
・機会があれば今後も参加させて頂きます。関係された皆さまありがとうございました。
・バーチャル空間の演出も良く、オンラインイベントがあれば、また参加したいと思いました。
・今後もオンラインでのイベントに参加したいです。
・シンポジウムなど会場での参加となると移動が⾯倒であったりするが、オンラインはその点
気楽に参加できてよいと思う。
・初めてオンラインのイベントに参加しました。また次の機会があったらぜひ参加したいと思います。
・市⺠と⼀体となって計画を作ることは⾮常に良いことだと思いました。千葉市の更なる成⻑と
発展のため、また、これを将来に繋げていくよう市⺠や関係者の⽅々と⼀緒に千葉市を盛り上げて
いきたいと強く思いました。このような機会を設けていただきありがとうございました。
・⼈⽣のほとんどを千葉市で過ごしてきたが、⼤学の教授に案内をもらうまでこのようなイベントや

その他の市⺠参加型の取り組みがあることを知らなかった。⾃分の関⼼の薄さを痛感した
と同時に、このような取り組みがあることをもっと容易に知ることが出来たらいいなと思った。
今回初めて参加したオンラインイベントで、⾃宅から気軽に参加することができて良かった。
・こうした市⺠とのインタラクティブな取り組みがあることは素晴らしいと思います。
⾊々な意⾒が届くと思いますし、取りまとめに苦労されるかとも思いますが、市⺠⼀体の
まちづくりが実現できれば千葉の財産となると思うので今後とも期待しています。
・SDGsの観点から、千葉市の未来への扉を実現するためのまちづくりに興味が沸いた。
・新しい事業には、事業計画と予算、及び必要な知識と技能を持った⼈材が必要なことは⾔うまでも

ありませんが、机上の空論にしないため、必要経費や⼈材をどう⼯⾯するかも含めて未来を
討論するシンポジウムには興味があります。
・10年はあっという間です。コロナ禍には、世の中「本気になれば短期間にこんなに変われるのだ」

ということを教えられました。これもいい教材にしてパネル討論でもしてみませんか︖
・会場設営も最⼩限となり、オンラインで気軽に参加できるのは、⾮常に良かったと感じています。

千葉市の持つ資源や各種事業を、今回のバーチャル空間と同様にして広報できたりすると、
⾯⽩いのではないでしょうか。
・様々なカテゴリー別（年代、職種、⼦育て中の⼈（男⼥問わず）など）から、千葉市の未来に

ついて意⾒を聴くような取り組みも検討してはどうでしょうか︖
・少しバーチャル空間が近未来っぽくなく残念でした。
企画やパネラーの皆さんのお話は⾯⽩かったですしとてもためになりました。
・千葉市の良さについて再認識したが、千葉市の良さをもっと知ってもらう努⼒が必要である。
・今回はあくまでも、基本計画に、千葉市の未来に関⼼を持ってもらうという趣旨だったと思う

のですが、会場に集まるシンポジウムに⽐べると、どうしても“参加感”のようなものは劣るし、
オンラインだけでは参加が難しい⼈もいると思います。コロナ禍で難しい⾯もありますが、
今後は対⾯が基本で、オンラインやオンデマンドはそれを補完する形がよいのかなと思いました。
⾃分もできることなら、対⾯のイベントに参加したいと思っています。
・オンラインイベントや会議は何度も経験しているが、やはり対⾯での開催が臨場感があっていい

と思いました。コロナ禍でも、広い会場で⼈数制限すれば可能だと思います。
・パネルの内容が必ずしも「千葉市基本計画素案」の全体を網羅しておらず、分的な話題を
取り上げる結果となり、残念に思う。バーチャル会場は今⾵の発想だが、お⾦のかけどころが違う
のではないか。

❾その他、このイベントを通じて気づいたことやご意⾒・ご感想等について⾃由にご記載ください。

シンポジウム/結果報告 アンケート
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