
かいごとの給料↑

給料を上げる！
給料をあげる

市原の歴史がよく分かるよう
なコーナーをつくる（店内と
か）

農業で働く人の収入を増や

す

農業で働く人を増やすため

に収入を増やす

農業の人を増やすためには
農業を体験させる

工場で働く人を増やすには

体験や見学をさせる

農業をPRして、市原は自然

が多いから、きっとさくもつ

が育つと思う

市原産のやさいをPR

（子どもから大人まで幅広

く）農業の体験教室を開く
（きれい事だけで成立させな
い）

農業の体験みたいなのをつく

る

それで興味をひく！

農業の事を知ってもらうため

にも、農業の大切さなどを地
域の人に教えてもらう

校外学習の行き先を農業や

漁業の仕事場などにし、少し
でも興味を持ってもらう

小中学校で農業の楽しさを

知ってもらう実技授業を行う

学校とかで農業の体験をした

り、森などの自然と触れ合う
活動をする

市原の工場をPR（TVなど

で）→全国に知ってもらえる

農業のよさをイベントをとお

してせつめいする

農業をする人を増やす どうしたら農業を営む人が増

えるか考える

市原の歴史を大切に守り抜く

イベントを開催した方がいい

歴史ある古墳や建物がたくさ

んあるからもっとアピールし
た方が良い（観光地として）

歴史・伝統を残すためにも、
学校や地域の人たちに歴史・

伝統をみる活動を増やす

市原市は歴史を感じる土器

などあるので、そのような所
をもっとアピール

歴史をもっとPRする（土器な
ど）

老人は増えているので、介護
をする人を増やすために体

験や見学をさせる

介護施設を増やす

高齢者でも簡単に出来るよ

うなアプリを増やす

高齢者の方でも簡単に楽しく
出来るアプリを作り、また、

スマホ教室を開く

老人でも楽しい仕事をつくる 老人でもできる仕事を増や

す

高齢者でも作業ができるよう
なしごとをつくる

お年寄りでも使える電話をつ

くる

お年寄りが家内で仕事をでき

るようにする

高齢者の介護を一定の期間
だけボランティアをしてもら

うようにする
介護ホームを増やす 介護士さんのお給料を高く

お年寄りでも楽しくできる職
場をつくる

高齢化が進んでも、お年寄り

が安全にくらせるようにする

高齢者でもはたらけるかんた

んなしごとをつくる

余っている場所はこの先、人

が良いと思うものを作る
使っていない土地の活用

工業もPR→それをうりにして

→産業発展につなぐ

みんなが確実に買いに来る

お店を建てる！

企業を減らさないようにする

人口を減らさせないため、危

ない所をなくす

給料を増やす

給料を上げる

大人たちの給料を増やす
少しは働く気力にするため、

給料を上げる

お金を増やすためには新商

品を作る！

企業を減らさないようにする

仕事を増やしたり、仕事をす

すめたりする

企業を減らさないようにする

女性のために託児所をつくっ

て仕事と子育てを両立する

子どもを安心して産めるよう

にもっと支援をする

子どもを増やすためには合コ

ンなどのイベントを増やす

女性が働きやすくするために

職場で義務をつくる
女性を増やすには、住みや

すい環境づくりをする

人口が減らないために→女
性が子供を産む

農業の仕事につく人を増や
す取り組みをした方がいいと
思います

農業ができる環境を作ってく
ださい

農業人口を増やすために、お
もしろさを知ってもらうイベ
ントを行う

農業の良い所を日本中に広
める

会社で日にちによって農業と
両立させる

農業の体験授業をする

農業の体験をさせる
子供に農業の体験をさせる

１学校で１つの野菜をつくり、
学校共通で毎年かえ、地産
地消のりょうりをつくる

農業をもっと知ってもらうた
めにイベントをやる

市原市の魚を紹介する 漁業のすばらしさを伝える

子育て支援センターなどを
作ったり、援助金を出して

女性が住みやすそうな地域
にする（女性が働ける、安心
できる）

人口減少は結婚する人が

減ったり、その年の人が減っ
たりするためだから、女性が

働いていても結婚しやすいよ
うなルールを作ったり、子育
てしやすい仕組みを会社につ

くるように、義務づける 働いている女性も安心してあ
ずけられる保育所をつくる

子供がいる家庭のために社
内に託児所を設置し、親の負
担を減らし保育所に行けない
子を減らす

子供を大切にする

育児休暇など安心して子育
てと仕事に集中してできる環
境づくり

結婚相談所を増やす

ニートになってしまった人に
家を訪ね、相談にのる

ニートが増えないように働く
場所をつくる

働きたい場所で働く

自宅警備員をへらす

ニートは働け！

伝統の知っている人に体験

学習をしてもらい、興味を
もってもらう

はい校になった学校などを病
院代わりにして北の方の病院

に入れない人達を入院できる

ようにする

学校は残して行事を一緒に

やって交流を深める

子どもを増やせば学校も増

える

学校を再利用してお年寄りを

活躍させる（話をしてもらう
場）

子供の数が減っているから、
教員が余ってしまう場合、他

の役職に就けたほうがいいと
思う

学校が減るというのは、人が

少ないからということなの

で、人じたいをふやし、学校
を増やし、教員を増やしてい

く

住みやすくて働きやすい環

境をつくる

工場を爆発させないため、月

に一度、問題がないか調べる

みんなで集まれる場所や時

間をつくり、お互いにようす
を見あえるようにする

（市原の）人口が減らないよ
うに人を引きつけるようなこ

とを市で考える取り組みをす
る

人口を多くする

子供の数を１家族２人以上に

し、必ず家庭をつくらなけれ
ばならない政策

お見合い番組のように、募集
をして結婚の手助けをする

子育ての難しい家庭に援助
金を出す

子育てのコツなどを学べる施
設をつくる

いい出会いをさせる

結婚相談所をつくる
子供をたくさんつくる

子供をつくる

モデル歩きをするなど近所
付き合いを良くする

”ちいきづきあいの日”ときめ

て、近所の人と話す、遊ぶ時
間をもうける

きんじょうぎでイベントをする

市民で仲良くくらす

花火を無料で配布、近所付
きをよくする

人間関係を良くする

生身の大人と会話する

近所で特別な日を作る（ヅラ

をかぶる、モデル歩きをする
など）普段できないことを

はっちゃける！

ワークショップなど話すとこ

ろをもうけて学校が違う人と
も交流を

様々な年代の人がふれあい
情報を共有するような施設を
つくる

半月に一度でちいきで集まる
イベントをつくる

お年寄りでも楽しくできる職
場をつくる

高齢者が働ける職場をつくる

先生が認知症になりそうな人
を教え認知症になるのを防ぐ

入院できない人の分をおぎ
なえる大きさの病院をつくる

農業をする人を増やすため

にポスターなどを使って人を
集め使ったポスターなどはリ

サイクルする

使用されなくなった土地（耕

作放棄されたところ）などを
何年も使っていなかったら市

に権利がわたるようにして、
その土地を市でかして、農業

の場を広げる

学校で農業の楽しさを知る、
授業を行う

農業する人が減ってしまって
いるからもっとそれに触れら
れるように学校で体験できる

ようにしたり、興味をもってく
れるようなことをしたりしてい

けばいいと思う

学校でボランティアをして、
農業・伝統・植林・花うえなど
をやってもらう

廃校をなくすために中学校と
小学校や校舎をがったいさ
せる

会社に託児所があるところを
増やす

あまってしまう教師に農業を

させる。そのかわり収入や老
後の保障をする

お年寄り、地域の人との交流

日や人が集まれる場所をつく
る（戦争の話を聞く、孤独死

を防ぐ）

商店をたまに歩行者天国に
する

公民館に月１くらいで集まっ

てイベントをやる（将棋・囲
碁）

荒れた土地をきれいにし、農

業がしたいという人を住まわ
せ、農業人口を増やせるよう

にする

公園をしっかりせいていする
（売り物に）

合併すると距離も遠くなるか
ら各学校合同での行事を
やったり他校と交流をする

近所で関わりをもち、たくさ
んはなす

”ちいきづきあいの日”１日近
所の人と話したり遊んだりで
きる日を増やしイベントも入
れて交流をよくする

人口が少ない町はその町の
いい所などをPRする政策を
行うと人も来てくれるのでは
ないでしょうか

人口を増やすために市原市
の良さを知ってもらえるよう
にイベントをしてほしい

子ども増やしてください

子どもが楽しめる施設を造っ
てください

ちがう県や町からきた人も楽
しめるような観光施設をつ
くってください

高齢者でも働けるような職場
をつくる

どんな人でもできるような仕

事をつくってください

歴史を知れる施設を造ってく
ださい

廃校になった場所を病院とし
てつかう

閉校した学校を使って、農業
学校をつくる。１５歳〜大人ま
で入学可能な

「少人数教育」をいかした授
業。体験学習の増加でディ
ベートによる意見の深め合い

学校で農業の体験をする

使われていない田畑は市が
管理して荒れにくくしておく

若い人を集めるために機会を
つくって販売所などしっても
らう

森林を拾てる放棄する前に
後継ぎがいないか考える→
若者への呼びかけ

高齢者を家に一人にしない
→親戚など身近な人と一緒
に住む

孤独死しないように、老人会
や交流会を開き、もっとたく
さん交流を深めて欲しい

定年になっても働けるように
詳しい人やベテランの方と
もっと働く

お年寄りに昔からの市原のこ
とを話してもらう場をつくる

地域の小・中学生が周りの家
に訪問パトロール。その時に
お祭りポスターとか行事とか
のお知らせをするとか！

何か共通の場や時間をつく
り、お互いに様子に気をつけ
合う

農業に関するイベントを市で
ひらく（農林）

職業にかたよりが無いように
○○には○人とルールをつく
り、義務化

介護施設を増やすのは大事
だけど、ヘルパーもふやして
いく

小学校の社会科見学などで
南部の地域を訪れる機会を

増やす

廃校になった学校の校舎を
（介護）施設などに再利用す
る

イベントを増やして交流を増
やす

イベントなどをする時もお金

がムダにならないように、イ
ベントをする時はたくさんの

人に知ってもらえるようにす
る

祭りなどのイベント情報を知
らせるためにポスターをつく

る

市原づくしの本をつくる

森林浴スポットとしてPRして
観光地にする

市原の良い所をポスターに

しより多くの人に知ってもら
う

祭りなどのイベント情報を知

らせるためにポスターをはっ
たりメールで知らせる

情報共有は、イベントなどが
あったら会場近くと会場より

少し遠くにポスターをはる
あとは、インターネットや教

育委員会などに言って手紙
を各学校にくばってもらう

情報を共有するために、呼び
かけるポスターやチラシなど

を作ってくばる

イベントのポスターをせいさ

くする

市原の良い所をポスターに

し、より多くの人に知っても
らう

市原の事がわかるような記
念館・イベントなどを行って
観光客を増やす

人と人との交流を深めるため
に、市でキャンペーンや学校

などで交流という授業をもう

ける

自然を活かした観光スポット
をつくる

市原市の良さをPRする（そう

すれば人が集まるのでは）

記念館などを残し、ポスター
などに市原市のよいところを

書き、伝えてもらえるように

する

自然を観光地にして、観光客

をふやす

市外との交流を深め、市全

体を活性化させる

市原のツアー計画を作って
足を運んでもらう

市原市の大きなホームペー
ジをつくり、世界中に広める

ここだけしかないっ！という
あおり文句をつけてイベント

流したい曲を流しみんなを仲
良くする

流しそうめんなどのイベント

あまり人が来ないようなイベ
ントのお金を減らして、大き
な人のたくさんくるイベント
にお金をうつす

祭りなどのイベントなどを知
らせるために、メールで知ら
せたり、ポスターを増やす

イベントなどで余分なお金が
でないようにイベントをもっ
と多くの人に知ってもらえる
ようにしてほしい

ポスターやチラシなどでア
ピールする、イベントなど

牛久のバザーみたいなのを
増やす

いろんな人にきてもらうため
に地域アピールをする

イベントをみんなにわかるよ

うにつたえてください

四季折々のイベントで人を集
める

南部でイベントを開き、活性
化させると同時に自然のこと
もやる

地域で町おこしをする

地域で行うイベントをHPや

いろんなところで情報を流す

祭りなどの市の行事を増やす

コンサート、祭りなどは
WEBサイトや広告、ポス

ター、地域の番組で知らせる

森林浴などのスポットにして

たくさん人を呼び込む

市原市のことをより知っても
らうため市原市の人との交
流会をつくる

イベントを定期的に開催し、
市原アピる。（市外・県外へ
向け）

地域の旅行会社、学校と協
力して人を集める（ツアー職
場体験・・・）

目標 出会いを増やす

女性が働きやすく、住みやすくする

子育て支援をする

政策

外から来てもらう

義務づける

人口／子育て／保育

その他

給料を上げる

働きやすい環境を作る

働いていない人を減らす

仕事を増やす

余っている場所を使う

目標

政策

目標

政策 収入を増やす

体験させる

学校で 学校で農業の体験をして知っ
てもらう

幅広く
子供にも農業の手伝いを少

しさせる

PRする

耕作放棄地を活用する

会社勤務と両立させる 漁業も

雇用の偏りをなくす

工業をPRする

お店を作る

産業（雇用／農業／その他）

パルシステムをもっと知って
もらう

買い物をしたら宅配をしても
らう

買い物代行サービス業をつ
くる

商店街をたまに歩行者天国

にする

ケータイショップと協力して
交通空白地域に住むお年寄
りにタブレットを配り、ネット
で買い物できるようにする

タクシーの値段を安くして、
買い物難民を減らす

高齢者にタブレットを配り

ネットショッピングができるよ
うにする

家に”市場カー”を運転し買

い物に行けない人を減らす。
会員制にしてなど

買い物代行サービスを職業
に！

買い物難民のために食料の

はいたつや移動はんばいをす
る

買い物代行サービス働き口

のない人に空き家にすんでも
らって高齢者の代わりも買い

物にいってもらう

ケータイショップと協力して

交通空白地域などに住むお
年寄りにタブレットを配り、

ネットで買えるようにする

新しい授業を

廃校をなくそう

校舎の再利用を（農業学校、病院、介護）

教員の転職を

学校／教育

小中学校で歴史を知る授業
をする

小、中学校で市原の歴史を
学ぶ

市原の歴史をアピールすべき

歴史を知る学習・施設・コーナーを

小中学校で
歴史学習を

歴史

市原をアピールするイベントを行う

観光客に来てもらう（ツアー・森林浴・観光施設・自然を売りに）

人口をふやすには都市化の
発展や、自然のすばらしさを
他市・他県にアピールし、人
が少しでも来てもらうように
してみる

市原の良いところをPRする

イベントを効果的に伝える

情報・PR／観光／イベント

高齢者が働ける仕事づくり

高齢者の生活を支える（スマホ教室・「一人にしない」）

介護サービスの充実（施設・介護士・ボランティア）

医療サービスの充実（病院新設・認知症予防）

高齢化／介護／医療

お年寄りから話を聞く

買い物をしやすくする

（ネットショッピング・
買い物代行・宅配）

小中学生
の訪問パ
トロール

お年寄
りとの交
流会

つながり
つながりを深める

「ちいきづきあいの日」をつくる

みんなで集まれる場所をつくる

お祭り・花火・ワークショップ・歩行者天国・「交流」という授業など

交流による町おこし

いちはら未来ワークショップでの提言

凡例

赤丸 参加者の共感が得られた提言

青丸 オブザーバーの研究者の共感
が得られた提言

１班 中１男２、中１女１、中２男１、中
２女２
２班 中１女２、中２男２
３班 中１女２、中２男２、中２女２

４班 中１男１、中１女１、中２男１、中
２女３

５班 中１男１、中１女１、中２男２、中
２女２
６班 中２女４
７班 中２女１、中３女４、高１女１
（複数班で同じ文言の提言があった場合は
重ねてある）



内田未来楽校の夏休み特別
授業

小湊の電車の速度を速く

運転する本数を増やす

空き家をイベントに使う

空き家の土地を買い取り、安
く企業などに売り、仕事を増
やす

空き地を市で管理

空き家を介護に利用する
空き家を介護施設として利用

する

空き家をイベントとかに使っ

たらいい

南部の所の空き家を宿として

利用して活気をつける

空き家の情報を共有しイベン
ト会場などで使えるように貸
し出す

空き家をほしい人にゆずる。

空き家をこわして土地だけに
して記念館やイベント会場を

作る

空き家を使って市原市の歴
史会館などをつくる

空き家の活用　高齢者を一
人にしないようにさせる→親

せき、身近な人と一緒に暮ら

す

空き家をちょっとした施設に

して介護にあてる

空き家を減らすために空き
家を施設にする。そのために

は今無いものを探して、無い
ものを空き家に作る

空き家でお年寄り同士集まっ

て孤独感を少しでも減らす

空き地や空き家の持ち主を
調べ、1年間とかたっても持

ち主が出てこない場合には
人に貸したりする

空き家をとりこわし、新しい

土地を開拓していく

空き家の土地を買い取って、
安く企業などに売り、仕事を

増やして空き家を減らす

空き地や空き家にしせつをた

てる（南部など）

空き地を市で管理

空き家を塾などに使い活用
する

病院が不足しているため空き
家を使う

空き家を介護所にする

空き家などを壊しイベントに
する

空き家を人にゆずったり、自
分で売る

空き家がある情報広める

空き家をだがしやにし、子供

があつまるようにし、お年寄
りがけいえいがさせる

空き家をお年寄りにかい放

し、１ヶ月ごとにすみわけ気
分転換をする（市がきかくす

る）

空き家に移ってもらい空き家
をへらす

空き家を地域ふれあいの場と
する

使われなくなった学校や店を

活用して新しくきた人たちが
すめるようにする

空き家を介護などに使う

つかわない学校を宿として、
仕事ができない人がそこでは
たらく、お年寄りもそしこさ
んかさせる

南部の空き家、学校を病院と
してつかう

空き家が多いので壊せる限り
こわし、土地を再利用

空き家を空き家じゃなくする
→必要最低限のスーパーな
どに変える

まだ使える空き家をお店や展
示室として利用する

今は使われていない空き地
などで保育施設を建てる

空き家の情報を提供し、使い
たい人へ送る

商店街の空き家を使ってミニ
歴史博物館をつくる（気軽に
入れそうな）

空き家を少なくするために
移ってもらい何か良い特典を
つける

空き家を再利用していろいろ
なことに使ってください

空き家をなんらかに利用して
ほしい

いやしの場所として空き家を
使う

空き家にお年寄りが集まって
話す

空き家などを活用したり、空
き家に人が住むようなとりく
みをしてみると、町もにぎや
かになるし、事件もへると思
います

空き家などを病院として使う
のはどうか

空き家の管理

空き家の活用 介護に

ふれあいの場に

病院に

別の企業・人に

その他（宿・歴史会館など）

空き家の取り壊し

空き家
空き家の場所を共有し、イベ
ントなどに貸し出せるように
する

ゴルフ場をグラウンドや他の

しつなどにかえ、土地自体を
リサイクルする

ゴルフ場を運動場、ジョギン
グしたりして活用する

ゴルフツアーをする

ゴルフ場を太陽光発電をで
きるようにする

市とゴルフ場と旅行会社が

協力し、ゴルフのツアーをす
る

ゴルフのプロの養成所をつく
る

ゴルフ場を使い、ツアーを
行ったりプロの養成、使われ
なくなったら、空いた土地を
生かして太陽光発電所にす

る

ゴルフ場をPRして観光地に
する

ゴルフ場の利用者が減った
のでエコや自体をグラウンド

とかの他のしせつなどに変え
て土地自体を再利用していく

ゴルフ場に人がくるためにプ
ロの選手などを呼んでみて
は？

ゴルフ場の利用者を増やす

ために料金を安くする ゴルフ場の入場料を安くする
ゴルフのプロの養成所をつく

る

ゴルフをする人を増やすため

には大会とかを実施する

ゴルフ体験などをしてゴルフ
の楽しさを知ってもらい、チ

バTVなどでPRする

ゴルフ場をスポーツセンター

にする

ゴルフ場を月一回くらい遊べ

るよう開放する

ゴルフ場の土地をそのまま生

かして、違うものに替える
ゴルフ場を子どもも大人も楽

しめる様な物に作りかえる

ゴルフ場をもっとつかわせる
ために、人を寄せられるよう

なことをする

ゴルフのプロの養成所をつく

る活性化する

転用する

養成所 安く

PR・ツアー

ゴルフ場

小湊鉄道を無料にして、その
日にお祭りなどのイベントを
つくり有料のときでもきても
らえるようにする

小湊鉄道の料金を安くした
方がいいと思う

小湊鉄道でいける所に動物
園などがあれば人が来ると思
う

小湊であさり弁当を売る

小湊鉄道無料日をつくりその

日に地域のイベント（祭り・流
しそうめん・体験学習など）を

する

小湊鉄道の良さなどを一人
でも多くの人に知ってもらう

こみなとてつどう内でイベン
トをする

市と小湊線とJRが協力し、

南方への直通便を出し、南
方にリゾート地をつくり、そこ

にいくツアーをつくる

バスツアーを電車のツアー

にし、少しでも使ってもらう

小湊の電車の速度を速く

運転する本数を増やす

こみなと線の中でマーケット
をする 小湊鉄道でイベントをやって

いる事を広める

小湊鉄道やお祭りなどのイベ
ント情報をポスターなどにし

て、たくさんの人に知っても

らう

小湊鉄道で物を売る→乗車

料金を下げる

小湊鉄道を修学旅行や学校

行事でつかう

小湊鉄道の駅を地元の学生
がきれいにしたりペンキを

塗ったりする

小湊線の車内でスーパーな

どの食品をうる

小湊鉄道でイベントをやって

いる事を広める

小湊鉄道の料金を何回か安

くする

市とこみなと線と内房線を協
力して東京から南方への直

通便をつくる

人口を増やすためになにかし
らPRし、小湊鉄道などを使

わせる

バスツアーを電車ツアーにし
て電車に少しでも興味を持っ

てもらう

小湊鉄道を修学旅行やイベ

ントに使う

リサイクルなどをしてゴミを
減らしたり無駄遣いをしない

市主催のフリーマーケットを
増やしてゴミを少なくする。
再利用を推進する。

家庭でのゴミがでる中で自
分で出したゴミは再利用・リ
サイクルをするようにする

ゴミを最低限に。服や小物、
本などをリサイクルする

まずはごみの量を減らすよい
企業や学校を表彰する

小湊線をのこしていくために

多くの人が利用してくれるよ

うに、料金を安くするキャン
ペーンを作ってほしい

小湊鉄道の値段を少しでも
安くした方がみんなもたくさ
ん乗ってくれると思います

ポイすてをせず、つかえる物
はリサイクル・リユースをした

方がいい

あまり全てをゴミに出すので

はなく、分別やリサイクルを

する

燃やしても有害物質が出な

いものをつくる

ごみの分別を厳しく！！→
分別がめんどくさいからごみ

を出さなくなるのでは？

いらない物を買わないor出

来るならリサイクル

ゴミを出さないようにMYは

しなどを使うように心がける

ゴミが増え続けないようにク
リーンセンターとかでもエコ

リサイクルを強く意識させる

取り組み

廃棄物を日常で使えるもの

にリサイクルする

ごみを減らす気持ちを高める

ため学校や企業で表彰する

ごみの分別をさらに厳しく!!
→ごみを出す人はめんどくさ

くなって、できるだけ出さな
いようにする努力をすると思

う

ゴミ削減のために、ゴミの分

別をしっかりさせる、１つ１つ
にそれのためのゴミ袋をつく

る

学校にゴミの埋め立て地に
ついて話しをする

リサイクルできるものをつく
る

ゴミを再生可能エネルギー

に使ったり、リサイクルをす
る

一つの建物にいろいろな役割
をいれる

いやしの場所として村の空き
家に住んでもらう

職場がない人に、空き家に住
んでもらって農業を職業にし
てもらう

電気を節やくして、温暖化防

止につなげる

自然を守るためにちゃんとい

い木は切っていく

自然をふやすために植物を

うえる活動をする

自然を守るために開拓されて
いない所に林とかをつくるの

ではなく（←また田舎ができ

ちゃう）ところどころに木を少
しずつ植えていく手入れをす

る（気にかける人が増える）

各学校で木を植えるイベント

を行う

花の種を市で配って学校な
どで育ててそのできた種を地

域に配る（コスモス・マリー
ゴールド等）

公共施設の夏はエアコン冬
は暖房の温度を２・３度上げ

たり下げたりする（いつも効き
すぎていると思う）

できるだけみんなで集まって

エアコンをつける

人が少ない所に気をいっぱい

植えると更に発展していかな

いので、いろんな所にバラン
スよく植えていった方が、手

入れする（気づく）人も増える
と思う

木を植える たくさん木を植える

エネルギーをつかう量をへら

す（省エネ）

１つの部屋で集まってエアコ

ンをつける

温暖化がすすまないように太

陽光など工夫する

人口が減った地域に森林を

つくる

市で花の種を配って学校で

植えて、その種を地域に配る

税金の種類を増やす たばこ税を増やす

市民がリサイクルしたら（市
が）金券を出すようにする

南部の人口を増やすために
家や職をつくる（病院など）

南部に名所などをつくる

南部の方の道路に歩道をつ
くる（牛久など）

人が集まるような施設を南部

にもつくる（遊園地・ドームな
ど）

つかわない学校をいりょう機

関とし、大工の仕事を増やす
（南方）

南部に人がこなくなってし

まったから住むことで何か特
典をつけて、例えば家賃を安

くしたり、住むだけで特産品
がもらえるみたいなことをす
ればだんだん盛んになって人

が増えていくと思う

市原未来募金をつくる

歳入は貯めて、歳出はおさえ
る（希望で市長さんの給料を
減らして！！）

小湊鉄道の値段を安くしてく

ださい

小湊鉄道をもっといろんな所
に運行してください

酒税も増やす

イベントを増やして１５０円な

どの収集し、借金を減らす。１
０００人が１５０円を払うと・・・１
５００００＝１５万円になる！

学校や地域でぼきんをする

歳出を今のうちからできるだ
け減らす

税金の種類を増やす
たばこ税、酒税を増やす

人口が減ってお金が足りない

のなら、自然に手を加えてき
れいにしてそれを観光しにき
てくれる人を増やしていって

その入ったお金を市にまわし
ていけばいいと思う

南部に観光（市原の）施設、
会社をつくり発展させる

ジャングル（南部）に動物を
集める

南部にもっと多くの施設をつ
くる

イノシシの森として開放 いやしの森として話！

南部の人口を増やすために
お金もそんなにかからずみん

なが楽しめるイベントみたい

なのをやる

南の方は人口が少ないから
お店とか工場など働くところ

を建てた方がいい

南方に路面電車をつくる

南に建物が少ないから工業

や工場をつくる

南部にテーマパーク（バスツ

アーも？）を作りついでに周
りの商店でおみやげを！

南の方に超偏差値の高い高

校をつくる→自然に売店も出
来て発展するのでは？

南部の地域の良いところな
ど、オススメな所など、南部

の方自らアピールしてみる

南部に歩道が少なかったか

ら歩道をつくる
南の方で大きなイベントをし

て人を呼ぶ

税などで集めたお金を無駄

使いせず少ない施設を造る
ために役立てる

財政によゆうがない→支出を

最低限におさえる

内田未来楽校で流しそうめ
んをする

はい校を壊さず内田未来楽
校のようにちがうカタチでの
こす

内田未来楽校を夏休みに特

別に開校する

市内一斉清掃の回数を増や

す（参加者にはお茶の他に日
用品・ティッシュを配る）

火害を防ぐために火の使い
方について面白い動画をつく

る

市民にアンケートをとって意

見をきく

イノシシは食べる

北部だけでは南部にも住む

ための南部の良いところの情
報を広める

流しそうめんをやればいい

イノシシのふれあえる場所を
つくたりして、イノシシの被害

を減らし、肉を食べれもイノ
シシの調整もできるのでは！

捕まえた動物を無料で売る

つめたくおいしい水をそこの

竹でながしそうめんアピー
ル、１からみんなつくる

南部にも人が集まってくるよ
うな名所をつくってほしい

南の方に学校を増やしてくだ
さい

様々な自然災害が起こった

時を想定してシュミレーショ
ンをする

避難場所をはっきりさせてお
く

トレイの使い方について、面
白い動画を作る

トイレ清掃会社を作って、コ
ンビニなどにたんとして、き
れいにしてもらう

市内の道路整備を行い、交

通空白地域をできる限り減ら
す

ヅラの良い所を広める

健康よくすごす（かみのけを
へらさないため）

いつもはできないかみがたの

ヅラをつくって、イベント日
にかぶる（アフロ・モヒカンな

ど）

ヅラの良さを見直す集会を
やる

ヅラの技術を永久保存！
ヅラを作るのを市の産業
に・・・

ヅラのファッションショーを
かいまくする

ストレス解消場などかんたん

にものを設ける。ゲーセンに
パンチをするきかいを増やす

など

ストレスをためない ストレス解消 マシーンを開発する

市民にアンケートなどをと

り、市民の考えを政策にとり
組む

市民へアンケートをとり、ど
こに住みたいかなども聞く

一つの屋室に、１０人にしてエ
コ活動をする

石油をそんなにつくらない

自然とふれあう活動をすすめ
る団体をつくり、自然のよさ
について知ってもらう

地球温暖化の現状をより多く
の人に知ってもらえるような
公報活動をする

清掃業をつくる

なんか体験大会をしたりする

ケータイをガラケーに変える
各携帯にアプリやゲームの
制限を決める

スマホ以外の遊び、生き方、
の良さなどをテレビやポス
ターなどで伝える

駅や家の近くにスーパーや

カラオケやマックなどをたて
る

学校は年に一回だけ
来年から夏休みの宿題制度
をなくす

夏休みの宿題をなくして体験
授業をする

災害のおそろしさがわかる施
設をつくる

市内（南方）に路面電車をつ
くる

森林を癒しスポットにして、

市原にはもっと緑があります
というのをPRする

CO２削減や木を燃料や家に

するため、植材をもっと活発
に行う

空き家を利用して森林をつく
り温暖化を防ぐ

木をいろいろな場所にバラン
スよく植える

火遊び使い方について良い
動画を作る

自然にふれられるようなツ
アー？を増やしてみるといい
と思います

自然があふれないように市で
管理してほしい！

自然に触れ合える環境をつ
くってください

北部だけに集中するのだけ
でなく南部に人が集まるよう
な工夫をする　例）小中学校
を増やす、スーパー、介護施
設を南部につくる

市原市、南だけの特別な利
益を充実させ、注目してもら
う

南に工場をつくる

一方通行の市政ではなく市
民の声を反映させて市をつ
くっていく

インターネットを開設して、
市民がたくさんの情報を共
有できうようにする

自然と協調をする　例）イベ
ントをひらいて、自然にふれ
あう、家庭さいばいをして温
暖化防止etc

みどころである自然と生活の
不自由がないようまく両立さ
せる

内田未来楽校で竹をつかい
流しそうめんをする

自然を残しつつたくさんの人

に住んでもらえるようにする

南に工場を増やして、人口を

南と北に半々にする

牛久にでかい商店街をつくる

（空き家を利用して）
南に建物が少ないから工場

やテーマパークを建てる

悪い大人にならない

ストレスを感じない環境に建
物をたてる

南部の人口を増やすには南
部の大、自ら、地域のアピー
ル（PR）をしていろんな人に
きてもらうようにしてもらう

新聞に入っている「シティラ
イフ」とは別に市の広告誌を

つくる

シティライフの外に市の広告

誌をつくる
広報などを使って市の情報を
たくさんアピールする

料金を安く 利便性向上

車内でものを売る イベントをしてそのときは安く

もっと使おう（修学旅行・イベント） PRする

沿線の活性化（動物園・リゾート地） 小学生が駅をきれいに

小湊鉄道

南部に人が集まる工夫をする

学校施設を作る 工場 テーマパーク

雇用を作る 商店街

イベント・PRする

居住メリットを与える

交通事情を改善する

自然を売りにする（自然・イノシシの活用）

内田未来楽校（夏休み特別開校・流しそーめん）

南部活性化

その他

自然を増やす

花の種を配る

木をたくさん植える

バランスが大事

自然があふれないように管理

自然とふれあう

温暖化防止の植林

省エネ／再エネの推進

温暖化防止PR

ごみ減量／３Ｒ（リデュース・リ
ユース・リサイクルの推進）

分別を厳しく！

表彰・褒賞

フリーマーケット ごみ学習

生産者へ働きかけ

歳出を抑える

歳入を増やす

「市原未来募金」をつくる

財政

自然／温暖化 ごみ

市民参加

広報充実

災害対策

街をきれいに

市政
改善

凡例

赤丸 参加者の共感が得られた提言

青丸 オブザーバーの研究者の共感
が得られた提言

１班 中１男２、中１女１、中２男１、中
２女２
２班 中１女２、中２男２
３班 中１女２、中２男２、中２女２

４班 中１男１、中１女１、中２男１、中
２女３

５班 中１男１、中１女１、中２男２、中
２女２
６班 中２女４
７班 中２女１、中３女４、高１女１
（複数班で同じ文言の提言があった場合は
重ねてある）


