
印西市
中学生会議実施結果



2

目次

第１章 「印西市中学生会議～ワールドカフェ～」について 3

１－１．開催の目的 4

１－２．開催概要 5

１－３．実施方法（ワールドカフェとは） 6

１－４．当日のスケジュール 7

第２章 中学生の意見 10

２－１．全体概要 11

２－２．第３ラウンドの意見 13

２－３．各テーブルの意見 19

第３章 アンケート 26

３－１．ワールドカフェに対する参加者の満足度 27

３－２．今後の市民参画への意向 28

３－３．ワールドカフェの中で気づいたことや感じたこと 29



第１章 「印西市中学生会議～ワールドカフェ～」について

3



第１章 「印西市中学生会議～ワールドカフェ～」について
１－１．開催の目的
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目的

 令和2年度から始まる新たな長期計画の策定にあたり、住民参加の機会を確保するとともに、中学生の
方の印西市への思いやご意見を伺います。

 中学生の方からのご意見は、長期計画の「現状と課題」を検討する際の基礎情報として活用し、新たな長
期計画へ反映します。

市民会議 中学生会議 若手職員ワークショップ

まちの方向性（あるべき姿）の検討 まちの方向性（あるべき姿）の検討まちの方向性（あるべき姿）の検討

8月3日（土） 8月9日（金） 8月26日（月）

ワールドカフェ方式で、広く市民か

ら各施策のあるべき姿（目指す姿）

をご意見として集める

ワールドカフェ方式で、普段あまり

知ることのない中学生の視点で、

各分野のあるべき姿（目指す姿）を

ご意見として集める

若手職員に対しても、市民・中学生

と同様のワークショップを行い、あ

るべき姿の意見を収集・比較する

総合計画の活用

若手職員の頃から、総合計画を意

識した業務となるよう意識づける



第１章 「印西市中学生会議～ワールドカフェ～」について
１－２．開催概要
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開催日 令和元年8月9日（金）

開催時間 14時～16時

開催場所 印西市市民文化ホール多目的室

募集内容 市内在住の中学生

参加者 31名（男性 15 名、女性 16 名）

内容

 自らの経験や思いを踏まえつつ、印西市の魅力や理想像に関して、テーマに沿った話し合いを行う。
 １テーマが終わるごとに、席替えをしながら、合計３つのテーマについて多様な方と対話を行う。
 意見交換後、「10年後の印西市はどんなまちになっていて欲しいか？」について、最も印象に残った意見を2枚

ずつ付箋に書き出す。
 その後、計画に位置付けられた大綱別の模造紙に付箋を貼り付け、全体で意見共有を行う。

募集方法 市内の各中学校から推薦で3～5名



第１章 「印西市中学生会議～ワールドカフェ～」について
１－３．実施方法（ワールドカフェとは）
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③ラウンドごとにメンバー交換

• 4～5人1グループで決められたテー
マについて話し合う。1ラウンド15～
20分程度で数ラウンド行う。

• ラウンドごとにホスト役一人を残し
てそれ以外のメンバーは席を移り、
新たなテーマについて話し合う。

 参加者全員で話し合っているよう
な効果が生まれる。

②思いついたことを自由に記載

• 模造紙を用意し、会話をしながら自
由にアイデアを記載する。

• ラウンドが移れば、新しくそのテー
ブルに来た人は、既に書かれてい
る内容を確認しながら、会話し、自
分のアイデアを追記していく。

 他者の意見を理解できると共に、
新しい意見を創出しやすくなる。

④付箋による意見の整理

• 参加者が最も印象に残ったアイデ
アを大きな付箋（ポストイット）に書
き出し、ホワイトボードに貼り出す。

• ファシリテーターが付箋を分類・整
理しながら、全体で意見を共有する。

 全員の意見を整理することで、意
見集約に繋げることができる。

①カフェのようにくつろいだ雰囲気

• 創造的なアイデアは、会議室の中
ではなく、オープンに会話ができる
カフェのような場所でこそ生まれる
と言われている。

• そこで、カフェでくつろいでいるよう
な雰囲気の中、テーマに集中した
対話を行う。

 くつろいだ雰囲気の中で、創造的
なアイデアが創出しやすくなる。

 「ワールドカフェ」とは、ワークショップの手法の一つであり創造的なアイデアを生み出すための対話の手法です。

参加者はカフェテーブルのような小グループに分かれ、度々メンバーを替えながら対話を重ねる（ラウンド制）ことにより、参加者全員が
考えや知識を共有しているような雰囲気がうまれ、創造的なアイデアにつながることが期待できます。

オープンに会話している様子

参加者が付箋でアイデアを整理している様子

模造紙にアイデアを記載している様子

テーマについて話し合っている様子



第１章 「印西市中学生会議～ワールドカフェ～」について
１－４．当日のスケジュール （１）全体スケジュール

項目 内容 担当

開催挨拶  参加者への謝辞、開催の挨拶 印西市

開催の趣旨説明・市の現状説明  開催趣旨、市の人口、財政状況などの説明 印西市

ワールドカフェの進め方説明  ワールドカフェの特徴や、進め方の説明
監査法人
トーマツ

アイスブレイク（自己紹介）  グループの中で自己紹介 参加者

話し合い（第１ラウンド）
 テーマに沿った話し合い
「印西市ってどんなまち？このまちの魅力や課題を書き出そう！」

参加者

席替え・第１ラウンド結果共有  席の移動後、ホスト役を中心に話し合いの結果を共有 参加者

話し合い（第２ラウンド）
 テーマに沿った話し合い
「印西市に住んでみてよかったなと思うところは？」

参加者

席替え・第２ラウンド結果共有  席の移動後、ホスト役を中心に話し合いの結果を共有 参加者

話し合い（第３ラウンド）
 テーマに沿った話し合い
「『印西市の理想の未来像』10年後、印西市はどんなまちになっていて欲しい？」

参加者

振り返りタイム  個人での振り返り、意見整理（付箋作成） 参加者

全体共有  意見の分類（付箋の模造紙への貼り付け） 参加者

7



第１章 「印西市中学生会議～ワールドカフェ～」について
１－４．当日のスケジュール （２）話し合いのテーマ
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 印西市の人口・財政状況、話し合いの進め方の説明を踏まえて、3ラウンドにわたって、ラウンドごとに異なるテーマについて話し合いを
行いました。

第1ラウンド  「印西市ってどんなまち？このまちの魅力や課題を書き出そう！」

第2ラウンド

第3ラウンド

振り返り

ホスト役1名を残して、旅人は席替え（別のテーブルへ移動）

ホスト役1名を残して、旅人は席替え（元のテーブルへ移動）

話し合いのテーマ

 「印西市に住んでみてよかったなと思うところは？」

 「『印西市の理想の未来像』10年後、印西市はどんなまちになっていて欲しい？」

 第1～3ラウンドまでを振り返る。
 第3ラウンドで最も印象に残った意見を2つ付箋に書き、模造紙に貼り付けた後、会場全体で意見を共有する。



第１章 「印西市中学生会議～ワールドカフェ～」について
１－４．当日のスケジュール （３）振り返りタイム
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 話し合いの結果、参加者は、第3ラウンドで最も印象に残った意見2つを付箋に記載しました。

 その後、付箋を施策の大綱ごと、以下「意見の分類項目」に応じて模造紙に貼り付けました。

意見の分類項目施策の大綱

1 恵まれた自然の中でやすらぎを持って生活でき
るまちをつくる≪生活環境≫

2 やさしさを持っていきいきと暮らせるまちをつくる
≪健康福祉≫

3 地域の持つ可能性を活かした魅力あるまちをつ
くる≪産業振興≫

4 健やかな心と体を育み未来を拓くまちをつくる
≪教育・文化≫

5 快適で暮らしやすい都市機能の充実した美しい
まちをつくる≪都市基盤≫

6
市民と行政がともに歩み健全で自立したまちを
つくる≪住民自治・協働・行財政≫

生活環境（自然）

健康福祉

産業振興

教育・文化

都市基盤（交通）

住民自治・協働・行財政



第２章 中学生の意見
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第２章 中学生の意見
２－１．全体概要①
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 意見が書かれた合計73枚の付箋を6つの施策の大綱ごとに分類しました。

 その結果、「生活環境」に該当する意見が23件で最も多く、「教育・文化」が15件、「都市基盤」が10件、「住民自治・協働・行財政」が9件、
「産業振興」が9件、 「健康福祉」が7件となりました。

分類項目ごとの意見数

23 
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生活環境 健康福祉 産業振興 教育・文化 都市基盤 住民自治・協働・行財政



 魅力的な観光名所があるまち

 仕事がたくさんあり、雇用があるまち

 若者が農業に挑戦するまち

 お年寄りにやさしいまち

 子育てがしやすいまち

 子どもが安全に遊べて、住みやすいまち

第２章 中学生の意見
２－１．全体概要②
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 「都市基盤」では公共交通、「産業振興」では観光、「生活環境」では自然環境、「住民自治・協働・行財政」では行財政、「健康福祉」では
高齢者福祉、「教育・文化」では教育に関する意見が特に多くあがりました。

生活環境

意見分類 主な意見概要

健康福祉

産業振興

意見分類 主な意見概要

教育・文化

都市基盤

住民自治・
協働・行財

政

 子どもがのびのびと過ごせるまち

 教育機関が充実しているまち

 歴史と伝統が受け継がれているまち

 スポーツが盛んなまち

 交通網が発達しているまち

 利用者の負担が少ない公共交通が発達したまち

 都会に行き来しやすい交通網が整備されているま
ち

 1人1人がやりたいことができ、1人1人が輝けるまち

 安心感のあるまち

 住民の意見が尊重されるまち

 団結力の高いまち

 自然が多いまち

 自然と都市が調和したまち

 災害に強いまち

 安心して暮らせるまち



第２章 中学生の意見
２－２．第3ラウンドの意見 ①生活環境

13

 「生活環境」については、自然や公園を活かしたまちづくり、住環境に関する意見がありました。

 自然が多いまち

 自然と都市が調和したまち

 災害に強いまち

 安心して暮らせるまち

全ての意見 意見概要

No. 意見分類 内容
1 ごみが落ちてない街になってほしい。
2 会社と自然が同じくらいある街。
3 環境がいい(自然、運動、買い物など)
4 建物が増えてるけど自然も残してほしい。
5 自然があり、印西に来た人にすぐ飽きられないような街。
6 自然がある街。
7 自然がたくさんある街になってほしい。
8 自然がたくさん残っている市！
9 自然が多い街。

10 自然が多く残ってほしい。
11 自然と田舎のどちらかがある街。
12 自然の中に便利なことを入れる。
13 自然を保てるとよい！
14 都会があって、田舎もある街。
15 自然と調和した新しい街。
16 未来でも都会と自然を両立させてほしい！
17 学区によってくらしの様子が全然違う！
18 災害に強い街。
19 色々なところに楽しさがある街。
20 犯罪が少ない街。
21 犯罪が少なくなる(ない方が◎)市に！
22 犯罪のない街をつくる。
23 明るく元気な印西市に。

自然環境

社会環境
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		No.				意見分類 イケン ブンルイ		内容 ナイヨウ

		1		教育・文化		教育		ノーチャイム・校則なし、制服なしにして自分で考えて動ける人たちになってほしい。

		2						学校の校舎がきれい。

		3						近くの高校の数を増やしてほしい。

		4						高校や大学をつくってほしい。

		5						子どもがのびのびと過ごせる市！

		6						図書室などで遅くまで勉強できる。

		7						体育館を広くしてほしい。

		8						部活動が強い印西市になってほしい。

		9						保育園の数を増やしてほしい。

		10						理科室とかにもエアコンを完備してほしい。

		11				文化		ショッピングセンターを増やしたり、運動・スポーツができるスペースが多い。

		12						もっと中学生が無料でくつろげるスペースが欲しい。

		13						印西市でスポーツの大会を主催してほしい。

		14						印西市の歴史が伝統として受け継がれている。

		15						子供向けの施設が多くある町。

		No.				意見分類 イケン ブンルイ		内容 ナイヨウ

		1		健康・福祉		高齢者福祉		お年寄りのことを考える。

		2						ショッピングモールなどの施設を高齢者が利用しやすくなっている。

		3						老人の方にやさしい街。

		4				児童福祉		子どもが住みやすく、親が子供を育てやすい街に。

		5						子育てがしやすい街。

		6				地域福祉		子どもが安全に遊べて、自然と触れ合える街。

		7						子ども食堂をつくって地域で子育てを支える。

		No.				意見分類 イケン ブンルイ		内容 ナイヨウ

		1		産業振興		観光		グローバル化が進んでいく中で、印西市も観光地を増やし、外国人との交流をしていきたい。

		2						人が来るような建物をつくる。

		3						第2のディズニーリゾートがある街。

		4						有名になるような場所をつくる。(ディズニー、大きなライブ会場)

		5				企業誘致		会社が近くに欲しい。

		6						仕事がたくさんある街。

		7				農業		地産地消ができている。

		8						農業やコメ作りを若者がどんどん挑戦する町。

		9				その他		家が多くなってきてにぎやかになった町。

		No.				意見分類 イケン ブンルイ		内容 ナイヨウ

		1		住民自治・協働・行財政		行財政		1人1人がしたいことをできて、1人1人が輝ける街。

		2						もう一度住みやすいランキング1位になってほしい。

		3						もう一度住みよい街ランキング1位に！

		4						安心感のある町。

		5						子どもが住みやすい街に発展させる！

		6						住みやすい街。

		7						住みやすい街にするには、環境(自然)がいい場所をつくる。

		8						変わりすぎず変わる。1人1人の意見は違います。自然を残してほしい人がいれば、新しい産業施設が欲しい人もいます。1人1人の意見を尊重しつつ政治的にも良い方向にもっていってください。

		9				住民自治		団結力の高い街にするために交流の機会を増やす。

		No.				意見分類 イケン ブンルイ		内容 ナイヨウ

		1		生活環境		自然環境		ごみが落ちてない街になってほしい。

		2						会社と自然が同じくらいある街。

		3						環境がいい(自然、運動、買い物など)

		4						建物が増えてるけど自然も残してほしい。

		5						自然があり、印西に来た人にすぐ飽きられないような街。

		6						自然がある街。

		7						自然がたくさんある街になってほしい。

		8						自然がたくさん残っている市！

		9						自然が多い街。

		10						自然が多く残ってほしい。

		11						自然と田舎のどちらかがある街。

		12						自然の中に便利なことを入れる。

		13						自然を保てるとよい！

		14						都会があって、田舎もある街。

		15						自然と調和した新しい街。

		16						未来でも都会と自然を両立させてほしい！

		17				社会環境		学区によってくらしの様子が全然違う！

		18						災害に強い街。

		19						色々なところに楽しさがある街。

		20						犯罪が少ない街。

		21						犯罪が少なくなる(ない方が◎)市に！

		22						犯罪のない街をつくる。

		23						明るく元気な印西市に。

		No.				意見分類 イケン ブンルイ		内容 ナイヨウ

		1		都市基盤		公共交通		バスの時間

		2						交通網が便利な街。

		3						都会に行き来しやすい。

		4						北総線が安くなっていてほしい。

		5						北総線が高い！(せっかく交通の便がいいのにもったいない。)

		6						北総線の値段が高い！

		7						北総線の値段を変えてほしい。

		8						北総線を安くしてほしい。

		9				道路		千葉ニュータウンの道が整備されていてほしい。

		10				その他		ベッドタウンとして栄えてほしい！

		項目 コウモク		意見の数 イケン カズ

		生活環境 セイカツ カンキョウ		23

		健康福祉 ケンコウ フクシ		7

		産業振興 サンギョウ シンコウ		9

		教育・文化 キョウイク ブンカ		15

		都市基盤 トシ キバン		10

		住民自治・協働・行財政 ジュウミン ジチ キョウドウ ギョウザイセイ		9



意見の数	

生活環境	健康福祉	産業振興	教育・文化	都市基盤	住民自治・協働・行財政	







Sheet2

		施策大綱		意見分類		内容

		教育・文化		教育		ノーチャイム・校則なし、制服なしにして自分で考えて動ける人たちになってほしい。

						学校の校舎がきれい。

						近くの高校の数を増やしてほしい。

						高校や大学をつくってほしい。

						子どもがのびのびと過ごせる市！

						図書室などで遅くまで勉強できる。

						体育館を広くしてほしい。

						部活動が強い印西市になってほしい。

						保育園の数を増やしてほしい。

						理科室とかにもエアコンを完備してほしい。

				文化		ショッピングセンターを増やしたり、運動・スポーツができるスペースが多い。

						もっと中学生が無料でくつろげるスペースが欲しい。

						印西市でスポーツの大会を主催してほしい。

						印西市の歴史が伝統として受け継がれている。

						子供向けの施設が多くある町。

		健康・福祉		高齢者福祉		お年寄りのことを考える。

						ショッピングモールなどの施設を高齢者が利用しやすくなっている。

						老人の方にやさしい街。

				児童福祉		子どもが住みやすく、親が子供を育てやすい街に。

						子育てがしやすい街。

				地域福祉		子どもが安全に遊べて、自然と触れ合える街。

						子ども食堂をつくって地域で子育てを支える。

		産業振興		その他		家が多くなってきてにぎやかになった町。

						自然と調和した新しい街。

				観光		グローバル化が進んでいく中で、印西市も観光地を増やし、外国人との交流をしていきたい。

						人が来るような建物をつくる。

						第2のディズニーリゾートがある街。

						有名になるような場所をつくる。(ディズニー、大きなライブ会場)

				企業誘致		会社が近くに欲しい。

						仕事がたくさんある街。

				農業		地産地消ができている。

						農業やコメ作りを若者がどんどん挑戦する町。

		住民自治・協働・行財政		行財政		1人1人がしたいことをできて、1人1人が輝ける街。

						もう一度住みやすいランキング1位になってほしい。

						もう一度住みよい街ランキング1位に！

						安心感のある町。

						子どもが住みやすい街に発展させる！

						住みやすい街。

						住みやすい街にするには、環境(自然)がいい場所をつくる。

						変わりすぎず変わる。1人1人の意見は違います。自然を残してほしい人がいれば、新しい産業施設が欲しい人もいます。1人1人の意見を尊重しつつ政治的にも良い方向にもっていってください。

				住民自治		団結力の高い街にするために交流の機会を増やす。

		生活環境		自然環境		ごみが落ちてない街になってほしい。

						会社と自然が同じくらいある街。

						環境がいい(自然、運動、買い物など)

						建物が増えてるけど自然も残してほしい。

						自然があり、印西に来た人にすぐ飽きられないような街。

						自然がある街。

						自然がたくさんある街になってほしい。

						自然がたくさん残っている市！

						自然が多い街。

						自然が多く残ってほしい。

						自然と田舎のどちらかがある街。

						自然の中に便利なことを入れる。

						自然を保てるとよい！

						都会があって、田舎もある街。

						未来でも都会と自然を両立させてほしい！

				社会環境		学区によってくらしの様子が全然違う！

						災害に強い街。

						色々なところに楽しさがある街。

						犯罪が少ない街。

						犯罪が少なくなる(ない方が◎)市に！

						犯罪のない街をつくる。

						明るく元気な印西市に。

		都市基盤		その他		ベッドタウンとして栄えてほしい！

				公共交通		バスの時間

						交通網が便利な街。

						都会に行き来しやすい。

						北総線が安くなっていてほしい。

						北総線が高い！(せっかく交通の便がいいのにもったいない。)

						北総線の値段が高い！

						北総線の値段を変えてほしい。

						北総線を安くしてほしい。

				道路		千葉ニュータウンの道が整備されていてほしい。





Sheet1

		No		施策大綱 セ サク タイコウ		意見分類 イケン ブンルイ		内容 ナイヨウ

		1		教育・文化 キョウイク ブンカ		教育 キョウイク		高校や大学をつくってほしい。 コウコウ ダイガク

		2		教育・文化 キョウイク ブンカ		教育 キョウイク		学校の校舎がきれい。 ガッコウ コウシャ

		3		教育・文化 キョウイク ブンカ		教育 キョウイク		図書室などで遅くまで勉強できる。 トショシツ オソ ベンキョウ

		4		教育・文化 キョウイク ブンカ		教育 キョウイク		近くの高校の数を増やしてほしい。 チカ コウコウ カズ フ

		5		教育・文化 キョウイク ブンカ		教育 キョウイク		保育園の数を増やしてほしい。 ホイクエン カズ フ

		6		教育・文化 キョウイク ブンカ		教育 キョウイク		子どもがのびのびと過ごせる市！ コ ス シ

		7		教育・文化 キョウイク ブンカ		教育 キョウイク		体育館を広くしてほしい。 タイイクカン ヒロ

		8		教育・文化 キョウイク ブンカ		教育 キョウイク		部活動が強い印西市になってほしい。 ブカツドウ ツヨ インザイシ

		9		教育・文化 キョウイク ブンカ		教育 キョウイク		ノーチャイム・校則なし、制服なしにして自分で考えて動ける人たちになってほしい。 コウソク セイフク ジブン カンガ ウゴ ヒト

		10		教育・文化 キョウイク ブンカ		教育 キョウイク		理科室とかにもエアコンを完備してほしい。 リカシツ カンビ

		11		教育・文化 キョウイク ブンカ		文化 ブンカ		もっと中学生が無料でくつろげるスペースが欲しい。 チュウガクセイ ムリョウ ホ

		12		教育・文化 キョウイク ブンカ		文化 ブンカ		子供向けの施設が多くある町。 コドモム シセツ オオ マチ

		13		教育・文化 キョウイク ブンカ		文化 ブンカ		印西市の歴史が伝統として受け継がれている。 インザイシ レキシ デントウ ウ ツ

		14		教育・文化 キョウイク ブンカ		文化 ブンカ		ショッピングセンターを増やしたり、運動・スポーツができるスペースが多い。 フ ウンドウ オオ

		15		教育・文化 キョウイク ブンカ		文化 ブンカ		印西市でスポーツの大会を主催してほしい。 インザイシ タイカイ シュサイ

		16		健康・福祉 ケンコウ フクシ		高齢者福祉 コウレイシャ フクシ		老人の方にやさしい街。 ロウジン カタ マチ

		17		健康・福祉 ケンコウ フクシ		高齢者福祉 コウレイシャ フクシ		ショッピングモールなどの施設を高齢者が利用しやすくなっている。 シセツ コウレイシャ リヨウ

		18		健康・福祉 ケンコウ フクシ		高齢者福祉 コウレイシャ フクシ		お年寄りのことを考える。 トシヨ カンガ

		19		健康・福祉 ケンコウ フクシ		児童福祉 ジドウ フクシ		子どもが住みやすく、親が子供を育てやすい街に。 コ ス オヤ コドモ ソダ マチ

		20		健康・福祉 ケンコウ フクシ		児童福祉 ジドウ フクシ		子育てがしやすい街。 コソダ マチ

		21		健康・福祉 ケンコウ フクシ		地域福祉 チイキ フクシ		子どもが安全に遊べて、自然と触れ合える街。 コ アンゼン アソ シゼン フ ア マチ

		22		健康・福祉 ケンコウ フクシ		地域福祉 チイキ フクシ		子ども食堂をつくって地域で子育てを支える。 コ ショクドウ チイキ コソダ ササ

		23		産業振興 サンギョウ シンコウ		観光 カンコウ		グローバル化が進んでいく中で、印西市も観光地を増やし、外国人との交流をしていきたい。 カ スス ナカ インザイシ カンコウチ フ ガイコク ジン コウリュウ

		24		産業振興 サンギョウ シンコウ		観光 カンコウ		第2のディズニーリゾートがある街。 ダイ マチ

		25		産業振興 サンギョウ シンコウ		観光 カンコウ		人が来るような建物をつくる。 ヒト ク タテモノ

		26		産業振興 サンギョウ シンコウ		観光 カンコウ		有名になるような場所をつくる。(ディズニー、大きなライブ会場) ユウメイ バショ オオ カイジョウ

		27		産業振興 サンギョウ シンコウ		企業誘致 キギョウ ユウチ		会社が近くに欲しい。 カイシャ チカ ホ

		28		産業振興 サンギョウ シンコウ		企業誘致 キギョウ ユウチ		仕事がたくさんある街。 シゴト マチ

		29		産業振興 サンギョウ シンコウ		その他 タ		自然と調和した新しい街。 シゼン チョウワ アタラ マチ

		30		産業振興 サンギョウ シンコウ		その他 タ		家が多くなってきてにぎやかになった町。 イエ オオ マチ

		31		産業振興 サンギョウ シンコウ		農業 ノウギョウ		地産地消ができている。 チサンチショウ

		32		産業振興 サンギョウ シンコウ		農業 ノウギョウ		農業やコメ作りを若者がどんどん挑戦する町。 ノウギョウ ヅク ワカモノ チョウセン マチ

		33		住民自治・協働・行財政 ジュウミン ジチ キョウドウ ギョウザイセイ		行財政 ギョウザイセイ		子どもが住みやすい街に発展させる！ コ ス マチ ハッテン

		34		住民自治・協働・行財政 ジュウミン ジチ キョウドウ ギョウザイセイ		行財政 ギョウザイセイ		1人1人がしたいことをできて、1人1人が輝ける街。 ニン ニン ニン ニン カガヤ マチ

		35		住民自治・協働・行財政 ジュウミン ジチ キョウドウ ギョウザイセイ		行財政 ギョウザイセイ		変わりすぎず変わる。1人1人の意見は違います。自然を残してほしい人がいれば、新しい産業施設が欲しい人もいます。1人1人の意見を尊重しつつ政治的にも良い方向にもっていってください。 カ カ ニン ニン イケン チガ シゼン ノコ ヒト アタラ サンギョウ シセツ ホ ヒト ニン ニン イケン ソンチョウ セイジ テキ ヨ ホウコウ

		36		住民自治・協働・行財政 ジュウミン ジチ キョウドウ ギョウザイセイ		行財政 ギョウザイセイ		住みやすい街にするには、環境(自然)がいい場所をつくる。 ス マチ カンキョウ シゼン バショ

		37		住民自治・協働・行財政 ジュウミン ジチ キョウドウ ギョウザイセイ		行財政 ギョウザイセイ		もう一度住みよい街ランキング1位に！ イチド ス マチ イ

		38		住民自治・協働・行財政 ジュウミン ジチ キョウドウ ギョウザイセイ		行財政 ギョウザイセイ		もう一度住みやすいランキング1位になってほしい。 イチド ス イ

		39		住民自治・協働・行財政 ジュウミン ジチ キョウドウ ギョウザイセイ		行財政 ギョウザイセイ		安心感のある町。 アンシンカン マチ

		40		住民自治・協働・行財政 ジュウミン ジチ キョウドウ ギョウザイセイ		行財政 ギョウザイセイ		住みやすい街。 ス マチ

		41		住民自治・協働・行財政 ジュウミン ジチ キョウドウ ギョウザイセイ		住民自治 ジュウミン ジチ		団結力の高い街にするために交流の機会を増やす。 ダンケツリョク タカ マチ コウリュウ キカイ フ

		42		生活環境 セイカツ カンキョウ		自然環境 シゼン カンキョウ		自然を保てるとよい！ シゼン タモ

		43		生活環境 セイカツ カンキョウ		自然環境 シゼン カンキョウ		自然が多く残ってほしい。 シゼン オオ ノコ

		44		生活環境 セイカツ カンキョウ		自然環境 シゼン カンキョウ		自然と田舎のどちらかがある街。 シゼン イナカ マチ

		45		生活環境 セイカツ カンキョウ		自然環境 シゼン カンキョウ		自然がある街。 シゼン マチ

		46		生活環境 セイカツ カンキョウ		自然環境 シゼン カンキョウ		環境がいい(自然、運動、買い物など) カンキョウ シゼン ウンドウ カ モノ

		47		生活環境 セイカツ カンキョウ		自然環境 シゼン カンキョウ		自然があり、印西に来た人にすぐ飽きられないような街。 シゼン インザイ キ ヒト ア マチ

		48		生活環境 セイカツ カンキョウ		自然環境 シゼン カンキョウ		自然がたくさんある街になってほしい。 シゼン マチ

		49		生活環境 セイカツ カンキョウ		自然環境 シゼン カンキョウ		自然が多い街。 シゼン オオ マチ

		50		生活環境 セイカツ カンキョウ		自然環境 シゼン カンキョウ		自然がたくさん残っている市！ シゼン ノコ シ

		51		生活環境 セイカツ カンキョウ		自然環境 シゼン カンキョウ		自然が多い街。 シゼン オオ マチ

		52		生活環境 セイカツ カンキョウ		自然環境 シゼン カンキョウ		自然の中に便利なことを入れる。 シゼン ナカ ベンリ イ

		53		生活環境 セイカツ カンキョウ		自然環境 シゼン カンキョウ		未来でも都会と自然を両立させてほしい！ ミライ トカイ シゼン リョウリツ

		54		生活環境 セイカツ カンキョウ		自然環境 シゼン カンキョウ		都会があって、田舎もある街。 トカイ イナカ マチ

		55		生活環境 セイカツ カンキョウ		自然環境 シゼン カンキョウ		建物が増えてるけど自然も残してほしい。 タテモノ フ シゼン ノコ

		56		生活環境 セイカツ カンキョウ		自然環境 シゼン カンキョウ		会社と自然が同じくらいある街。 カイシャ シゼン オナ マチ

		57		生活環境 セイカツ カンキョウ		自然環境 シゼン カンキョウ		ごみが落ちてない街になってほしい。 オ マチ

		58		生活環境 セイカツ カンキョウ		社会環境 シャカイ カンキョウ		災害に強い街。 サイガイ ツヨ マチ

		59		生活環境 セイカツ カンキョウ		社会環境 シャカイ カンキョウ		学区によってくらしの様子が全然違う！ ガック ヨウス ゼンゼン チガ

		60		生活環境 セイカツ カンキョウ		社会環境 シャカイ カンキョウ		明るく元気な印西市に。 アカ ゲンキ インザイシ

		61		生活環境 セイカツ カンキョウ		社会環境 シャカイ カンキョウ		色々なところに楽しさがある街。 イロイロ タノ マチ

		62		生活環境 セイカツ カンキョウ		社会環境 シャカイ カンキョウ		犯罪が少なくなる(ない方が◎)市に！ ハンザイ スク ホウ シ

		63		生活環境 セイカツ カンキョウ		社会環境 シャカイ カンキョウ		犯罪が少ない街。 ハンザイ スク マチ

		64		生活環境 セイカツ カンキョウ		社会環境 シャカイ カンキョウ		犯罪のない街をつくる。 ハンザイ マチ

		65		都市基盤 トシ キバン		公共交通 コウキョウ コウツウ		バスの時間 ジカン

		66		都市基盤 トシ キバン		公共交通 コウキョウ コウツウ		交通網が便利な街。 コウツウモウ ベンリ マチ

		67		都市基盤 トシ キバン		公共交通 コウキョウ コウツウ		都会に行き来しやすい。 トカイ イキキ

		68		都市基盤 トシ キバン		公共交通 コウキョウ コウツウ		北総線を安くしてほしい。 ホクソウ セン ヤス

		69		都市基盤 トシ キバン		公共交通 コウキョウ コウツウ		北総線の値段を変えてほしい。 ホクソウ セン ネダン カ

		70		都市基盤 トシ キバン		公共交通 コウキョウ コウツウ		北総線が高い！(せっかく交通の便がいいのにもったいない。) ホクソウ セン タカ コウツウ ベン

		71		都市基盤 トシ キバン		公共交通 コウキョウ コウツウ		北総線の値段が高い！ ホクソウ セン ネダン タカ

		72		都市基盤 トシ キバン		公共交通 コウキョウ コウツウ		北総線が安くなっていてほしい。 ホクソウ セン ヤス

		73		都市基盤 トシ キバン		その他 タ		ベッドタウンとして栄えてほしい！ サカ

		74		都市基盤 トシ キバン		道路 ドウロ		千葉ニュータウンの道が整備されていてほしい。 チバ ミチ セイビ







第２章 中学生の意見
２－２．第3ラウンドの意見 ②健康福祉

14

 「健康福祉」については、地域でこどもを育てるまち、子育て施設の充実、高齢者サービスに関する意見がありました。

No. 意見分類 内容
1 お年寄りのことを考える。
2 ショッピングモールなどの施設を高齢者が利用しやすくなっている。
3 老人の方にやさしい街。
4 子どもが住みやすく、親が子供を育てやすい街に。
5 子育てがしやすい街。
6 子どもが安全に遊べて、自然と触れ合える街。
7 子ども食堂をつくって地域で子育てを支える。

高齢者福祉

児童福祉

地域福祉

 お年寄りにやさしいまち

 子育てがしやすいまち

 子どもが安全に遊べて、住みやすいまち

主な意見 意見概要

模造紙に貼られた意見
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 「産業振興」については、観光名所の整備、特産品の創出、労働環境の整備、産業の育成などに関する意見がありました。

 魅力的な観光名所があるまち

 若者が農業に挑戦するまち

 仕事がたくさんあり、雇用があるまち

No. 意見分類 内容
1 グローバル化が進んでいく中で、印西市も観光地を増やし、外国人との交流をしていきたい。
2 人が来るような建物をつくる。
3 第2のディズニーリゾートがある街。
4 有名になるような場所をつくる。(ディズニー、大きなライブ会場)
5 会社が近くに欲しい。
6 仕事がたくさんある街。
7 地産地消ができている。
8 農業やコメ作りを若者がどんどん挑戦する町。
9 その他 家が多くなってきてにぎやかになった町。

企業誘致

農業

観光

主な意見 意見概要

模造紙に貼られた意見



第２章 中学生の意見
２－２．第3ラウンドの意見 ④教育・文化

16

 「教育・文化」については、子育て、教育サービス、伝統的な行事に関する意見がありました。

 子どもがのびのびと過ごせるまち

 教育機関が充実しているまち

 歴史と伝統が受け継がれているまち

 スポーツがさかんなまち

主な意見 意見概要

No. 意見分類 内容
1 ノーチャイム・校則なし、制服なしにして自分で考えて動ける人たちになってほしい。
2 学校の校舎がきれい。
3 近くの高校の数を増やしてほしい。
4 高校や大学をつくってほしい。
5 子どもがのびのびと過ごせる市！
6 図書室などで遅くまで勉強できる。
7 体育館を広くしてほしい。
8 部活動が強い印西市になってほしい。
9 保育園の数を増やしてほしい。

10 理科室とかにもエアコンを完備してほしい。
11 ショッピングセンターを増やしたり、運動・スポーツができるスペースが多い。
12 もっと中学生が無料でくつろげるスペースが欲しい。
13 印西市でスポーツの大会を主催してほしい。
14 印西市の歴史が伝統として受け継がれている。
15 子供向けの施設が多くある町。

教育

文化

模造紙に貼られた意見



第２章 中学生の意見
２－２．第3ラウンドの意見 ⑤都市基盤

17

 「都市基盤」については、鉄道・バス・交通運賃などに関する意見がありました。

No. 意見分類 内容
1 バスの時間
2 交通網が便利な街。
3 都会に行き来しやすい。
4 北総線が安くなっていてほしい。
5 北総線が高い！(せっかく交通の便がいいのにもったいない。)
6 北総線の値段が高い！
7 北総線の値段を変えてほしい。
8 北総線を安くしてほしい。
9 道路 千葉ニュータウンの道が整備されていてほしい。

10 その他 ベッドタウンとして栄えてほしい！

公共交通

意見概要

 交通網が発達しているまち

 利用者の負担が少ない公共交通が発達したまち

 都会に行き来しやすい交通網が整備されている
まち

主な意見

模造紙に貼られた意見



主な意見

第２章 中学生の意見
２－２．第3ラウンドの意見 ⑥住民自治・協働・行財政

18

 「住民自治・協働・行財政」については、交流、防犯などに関する意見がありました。

意見概要

 1人1人がやりたいことができて、1人1人が輝
けるまち

 安心感のあるまち

 子どもが住みやすいまち

 住民の意見が尊重されるまち

 団結力の高いまち

No. 意見分類 内容
1 1人1人がしたいことをできて、1人1人が輝ける街。
2 もう一度住みやすいランキング1位になってほしい。
3 もう一度住みよい街ランキング1位に！
4 安心感のある町。
5 子どもが住みやすい街に発展させる！
6 住みやすい街。
7 住みやすい街にするには、環境(自然)がいい場所をつくる。

8

変わりすぎず変わる。
1人1人の意見は違います。
自然を残してほしい人がいれば、新しい産業施設が欲しい人も
います。
1人1人の意見を尊重しつつ政治的にも良い方向にもっていって
ください。

9 住民自治 団結力の高い街にするために交流の機会を増やす。

行財政

模造紙に貼られた意見



全ての意見

第２章 中学生の意見
２－３．各テーブルの意見 Table A
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キーワード

①印西市ってどんなまち？
 自然が多い
 住宅地が多い
 バスの本数少ない
 北総線の運賃が高い

②印西市に住んでみてよかったことは？
 自然と都会の調和
 商業施設が多い
 運動ができる環境
 生活に必要な施設が近く

③印西市の未来像
 テーマパーク
 スポーツの大会
 校則がなくとも安定できる学校
 学校の設備の充実
 荒れた土地をきれいに
 高校や大学の設置
 ふれあいバス拡充



全ての意見

第２章 中学生の意見
２－３．各テーブルの意見 Table B

20

キーワード

①印西市ってどんなまち？
 公園が多い
 星座が見える
 病院が遠い
 劣化している建物がある
 街灯少ない

②印西市に住んでみてよかったことは？
 自然と都会の調和
 市内で買い物が完結
 飲食店が多い
 学校にエアコンがある

③印西市の未来像
 北総線の運賃を安く
 十分な歩道の整備



全ての意見

第２章 中学生の意見
２－３．各テーブルの意見 Table C
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キーワード

①印西市ってどんなまち？
 いんざいくんがかわいい
 交通費が高い
 祭りがない
 成田空港が近い
 ニュ―タウン地区は自然が少ない
 東京へのアクセスが良い

②印西市に住んでみてよかったことは？
 お店が多い
 家が安い

③印西市の未来像
 子育てがしやすい
 安全に遊べる
 本埜が栄える
 空気がきれい



全ての意見

第２章 中学生の意見
２－３．各テーブルの意見 Table D
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キーワード

①印西市ってどんなまち？
 北総線が高い
 街灯少ない
 都会と自然の調和
 高齢者のための施設や取り組みが魅力的
 仕事場がすぐ近く

②印西市に住んでみてよかったことは？
 小学生と中学生の距離が近い
 安全に通学できる
 遊べる場所が多い
 お店が多い
 治安が良い
 学校に冷房がある

③印西市の未来像
 自然の保全
 喫煙場所の囲いが欲しい
 学校の校舎をきれいに
 交通網の発達
 人口の偏り是正
 観光地創出



全ての意見

第２章 中学生の意見
２－３．各テーブルの意見 Table E
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キーワード

①印西市ってどんなまち？
 自然が多い
 東京に近い
 ニュータウンと旧市街地の発展格差
 北総線が高い

②印西市に住んでみてよかったことは？
 松山下公園で運動ができる
 自然と都会の調和
 遊べる場所が多い

③印西市の未来像
 原子力発電所がない
 道幅を広く
 幼稚園、保育園、高校、老人ホームの充実
 再生可能エネルギーが増える



全ての意見

第２章 中学生の意見
２－３．各テーブルの意見 Table F

24

キーワード

①印西市ってどんなまち？
 老人ホームが多い
 図書館および蔵書が多い
 車があれば便利なまち
 たくさんの自然
 公園が多い
 学習塾が多い
 中学校の陸上部が強い
 祭りの開催期間がかぶっている

②印西市に住んでみてよかったことは？
 学校のトイレがきれい
 東京に行きやすい
 空気がきれい

③印西市の未来像
 犯罪のない街
 インスタ映えのスポットをつくる
 保育園・幼稚園の充実



全ての意見

第２章 中学生の意見
２－３．各テーブルの意見 Table G
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キーワード

①印西市ってどんなまち？
 たくさんの自然がある
 北総線の運賃が高い

②印西市に住んでみてよかったことは？
 近くに公園がある
 遊ぶ場所が多い
 道幅が広い
 小学校、中学校が近い

③印西市の未来像
 地産地消ができる
 原子力発電所がない
 高校の拡充
 遊ぶ場所を増やす
 伝統の保全
 地域住民の団結
 農業に優しい印西市
 ITを活用した都市
 シンボルとなる場の創出



第３章 アンケート

26



第３章 アンケート
３－１．ワールドカフェに対する参加者の満足度

27

ワールドカフェについて約８割以上が「満足（満足＋やや満足）」と回答しました。

(1) 本日のワールドカフェはいかがでしたか

 楽しくまじめに話し合えたから

 いい会議が出来た

 他の学校の人といろいろな話ができたから

 いろいろな意見があることを知ることができた

 自分にとっても、市にとっても有意義な時間だったと思います

 自分の考え、人の考えを伝え合うことで、考えが深まったから。

また、自分たちの考えが市の計画に反映されるとより姿勢に

興味を持てる

▼ 主な意見【満足点】

 人が書いた意見に笑っていた人がいたため、そういう人がい

なければもう少し楽しかったです

 話合いがそんなに盛り上がらなかった

 満足したかといわれるとよくわからないから

（Ｎ＝31）

年
代
別

全
体

▼ 主な意見【不満点】

（Ｎ＝12）

（Ｎ＝16）

（Ｎ＝2）

54.829.0

満足

やや満足

どちらとも言えない

満足度

83.8％

100

68.75

41.6

25.0

41.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1年生

2年生

3年生

満足 やや満足 どちらとも言えない
※無回答の方は含めず



第３章 アンケート
３－２．今後の市民参画への意向

28

今後の市民参画については７割以上が「参加したい（参加したい＋できるだけ参加したい）」と回答しました。

(2) 市民参画の機会がありましたら、また参加したいと思いますか

 友達も増えて、また楽しく未来について考えを深めたい

 なかなか体験できないことだから

 他校の人と意見を交換する良い期間だったから

 初めて会う人とでも楽しく話すことで、コミュニケーションもうま

く取れるようになるし、「印西」について考えるきっかけになっ

たから

 市の為に是非！

 もっと多くのことを話したいです

 沈黙に耐えられないし、話題づくりが下手なので

 テーマが難しい
年
代
別

全
体

▼ 主な意見【参加したい理由】

▼ 主な意見【参加したくない理由】

（Ｎ＝31）

41.9

32.2

参加したい

できるだけ参加したい

どちらとも言えない

参加したくない

参加意向

74.1％

50.0

41.6

50.0

31.2

25.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1年生

2年生

3年生

参加したい できるだけ参加したい どちらとも言えない 参加したくない

（Ｎ＝12）

（Ｎ＝16）

（Ｎ＝2）

※無回答の方は含めず



29

印西市の理解が深まるとともに、市の課題を自分自身のこととして捉えた意見が多くみられました。

第３章 アンケート
３－３．ワールドカフェの中で気づいたことや感じたこと

分類 内容

印西市について

・印西市も難しい問題があるんだなと思うと同時に、これからは自分たちも関わるんだなと一歩大人に近づけた気
もした。

・自分が住んでいる街のことを考えたことがなかったけど、今日の中学生会議を通して、印西市をよりよくするため
にもっと考えてみたいなと思った。自分の街への関心を持てたと思う。

・印西市の中でも環境の違いが見えた。印西市のランキングが下がったのも少し理由がわかった気がした。

・今まで印西市について知らないこともあったけど、今回の話合いで知れてよかった。そして、今後の課題を知れ
てよかった。

ワールドカフェの運営
について

・話合いがそんなに盛り上がらなかったので、大人の方が話を弾ませてくれたらうれしい。

・出来れば席替えの席も決めてあった方がやりやすいと思いました。

・グループが変わるごとに自己紹介があればもっと話しやすいと思う。

ワールドカフェの感想

・またこの会議に参加したい。

・もっとたくさん開催してほしい。

・固い雰囲気じゃないので、話しやすく意見をたくさん出せました。リラックスできて、とても良かったです。

・このような会議を開くと、いろいろな人の意見を聞けるから市をよくするために必要なことだと思った。

・みんな考えていることが結構近くておもしろかった。自分の住んでいる街について考えることは結構少ないので
いい経験になった。

・一人で話すよりもみんなで話すことによって、自分以外の意見などがあって良い話合いが出来たなと思っていま
す。
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