平成２６年８月
白井市総務部企画政策課、秘書広報課、環境建設部
0

都市計画課

≪開催概要≫
開催日

内

会

場

時

間

参加人数

7 月 12 日

冨士センター

１０時から１２時

３１人

（土）

西白井複合センター

１５時から１７時

３０人

7 月 13 日

桜台センター

１０時から１２時

１５人

（日）

白井コミュニティセンター

１５時から１７時

８人

7 月 19 日

白井駅前センター

１０時から１２時

３７人

（土）

公民センター

１５時から１７時

２５人

容
１

２

〜市長から〜
・市の現状について
・総合計画・都市マスタープラン策定
・市が考える将来像のイメージについて
ワークショップ〜１０年後の白井市の望ましい将来像を描こう〜
≪テーマ≫「10 年後の白井市とこの地域の望ましい将来像を描こう」
・グループ討議
・グループによる発表
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≪ワークショップの結果≫

7 月 12 日（土） 冨士センター グループ①

≪市全体≫
≪地
域≫
【住み慣れた地域で家族や友人と安心して暮らせる 【コミュニティ】
・新規転入者、善良な人、反面それでもない方が流れて
まち】
治安が不安
・防犯に強い市づくり
・防犯についてコミュニケーションが希薄と認められ ・住居と人間（者）とスムーズに人の入替・交替
出来るか（親子間等）
る
・冨士地区高齢化。自治会加入者は減少している
・防災バーベキューの発展
【子ども】
・スポーツ施設の充実・身近にほしい
・学童保育の確立されたまち
・両隣三軒での共助の復活
【生活基盤】
・高齢者の方でも自由に市内を移動できる市
・学校通学道の整備と歩道をつくる
・ＳＯＳネットワーク地域ぐるみの見守りを！
・冨士の道路事情。池の上の歩道と段差の道は高齢者に
・子ども達が安心して遊べる場所がほしい
は大変。道路の整備を。
・健康寿命が１〜２歳でも上げる
・地盤の低い所の雨水排水の整備
【産業・ＰＲ】
・健康の増進、運動が行える公園等の設置
・梨のおいしさをもっと全国に広めてほしい
・冨士地区転入（現在 30 年位）建物老朽化、倒壊等心
・ゆるキャラ「なし坊」の活用
配
・県下でＮＯ１と言える産業（梨）の育成
・旧冨士中学校予定地の防災広場としての活用
・地産地消、特に「梨」を積極的に！
・緑地と建物とのバランスがくずれている。時代の流れ
・若者が働ける市づくり
・空き家が目立ちそれらの再活用。責任持ち処分し退去
・Ｂ級グルメ等、大々的活動を
・コレクティブハウス、シェアハウスで新たな繋がり する。市で指導する。
・冨士地区はミニ開発が行われ 10 年後も同様と思われ
を見つける
ます。
【活性化】
・学校の誘致（私立大学、高校）
・オリンピックで来訪者が立ち寄りたくなるまち
≪その他（要望等）≫
・法令に従った行政をお願いしたい。
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≪ワークショップの結果≫

7 月 12 日（土） 冨士センター グループ②

≪市全体≫
【魅力ある白井市】
【安
心】
・日本の中で最も有名な市へ、ＰＲと住みやすさ、楽 ・地域で一人暮らし（老人）見守り
・助け合いの精神の涵養（かんよう）
しい白井市
・安心して住めるまちづくり
・空き家を利用してのひだまりの場所の設置
・オープンデータの活用による行政サービスの向上と ・治安の良いまちづくり
・警察機能を白井市に早く早く
地域の活性化
・人材の発掘。白井市の中のＯＢ。力のある人集めて！
・子どもの出生率が伸びるような支援づくり。子育て
≪地
域≫
しやすいまち
【安
心】
【元気高齢者】
・地域で一人暮らし（老人）の見守り ※（再掲）
・高齢者がいきいき生活できるまちづくり
・今後の医療費の問題
【公
園】
・お年寄りの元気なまちづくり
・健康のため、安全のため、開拓広場の横、遊歩道で第
・長生きも元気で、医療・介護使わない人の表彰
三小学校までできないか？
・高齢者にやさしい白井市
・通学の安全のために冨士中学校の建設を
・老人ホームと保育園の一体化
・冨士地区に防災公園をお願いしたい
・24 時間介護・看護の実現。安心。
・高齢者が運動できる公園
・老人ホームが少ないのでつくってほしい
・自立を基本とした福祉サービスレベルの拡充

≪その他（要望等）≫
・ナッシー号を便利に ・特に通学路の道路亀裂を直してほしい
・職員提案制度あるか？
・職員の資質向上（職員が自らかんがえること） ・御神輿の貸出ししないとの事。どうしてですか？
・文化祭の件（絵画）
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≪ワークショップの結果≫

7 月 12 日（土） 冨士センター グループ③

≪市全体≫
【生活環境の良いまち】
・車を使わなくても生活できるまち
・身近な場所で生活の様々なことがまかなえるまち
・鉄道だけでなく、バスなどと競争のある便利なまち
・子ども達が遊べる場所がある地域
・計画的なまちづくりをするまち
【やさしいまち】
・障がい者にやさしいまち
・外でもあいさつするまち
・若い人が市民参加するまち
・若い世代が定住できるまち
【賑わい、人を呼ぶまち】
・活気を呼べる商業施設のあるまち
・北総鉄道運賃下げて、人が呼べるまち
・梨を使って市外にＰＲできるまち
・駅前の商業に賑わいのあるまち（白井駅）

≪地

域≫

【子ども・公園】
・子どもが楽しく遊ぶことができる公園が少ない
・他の地域に比べて公園が少ない
・冨士中学校予定地の有効活用（総合公園化等）
【安全なまち】
・通学路の安全性確保
・障がい者にやさしい道路

【お互いに助け合い】
・高齢化に伴い自治会で月 1 回くらいの集まりを行う
・自治会へ加入すること！
・障がいのある方が積極的に地域に参加できる地域
・地域の一人暮らしの方が安心して暮らせる地域

≪その他（要望等）≫
・住宅には必ず住所と氏名を書いて欲しい ・センター施設など月曜日開館するセンターもつくってほしい
・北総鉄道の高運賃の改善
・福祉センターが高齢者以外の人も利用できればよい
・コミュニティバスの利用・利便の向上
・住宅開発の計画的な進め方を！
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≪ワークショップの結果≫

7 月 12 日（土） 冨士センター グループ④

≪市全体≫
≪地
域≫
・当り前ができるまち
・問題意識共有できる地域
・社会のルール、マナーを守れる市民（高齢者・子供）・イベント等まとまりの良い地域
・防災意識を高める
・コミュニケーションのよくとれるまち
・犯罪・非行の事前察知と相談
・災害時助け合えるまち
・栄区の自治会は防災に力を入れ、活発に行事をやって
・障がい者・弱者の意見が届くまち
いる
・社会参加が気楽にできる（高齢者・障がい者）
・栄区は会館にＡＥＤを設置してよかった
・高齢者が外に出やすいようにしてほしい
・電柱・電灯の不備があるのでその辺をみてほしい
・高齢者が社会参加できるまち
・高齢者の社会貢献への導き（ボランティア）
・ずっと住み続けられるまち。誰もが安心して住める
・市として市税以外の自主財源の確保・拡充
・きれいになりすぎて歩きづらい
・防災拠点がわかるまち
・ＡＥＤ配置場所みんながわかり、使用できるまち
・救急救命が誰でもできるまち
・農業を産業として成長できるまち
・問題定義を解決できる
・木下街道、風間街道だけでなく隅々の道路整備
・大山口中学校の通学道路、危険なところ、木々が多
いところ等に注意してほしい
・通学路、下校時の安全確保得られるまち
・通学路・道路整備（狭い）、防犯灯整備
≪その他（要望等）≫
・横断歩道の設置申請に対する回答が半年から１年要する。もっと速やかにできないか。
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≪ワークショップの結果≫

★メイン

7 月 12 日（土） 冨士センター グループ⑤

≪市全体≫
【長生きして良かったなあ〜のまち】

★メイン

≪地
域≫
【地域の集えるまち（場所、公園）
】

【子育て・子ども】
【高 齢 者】
・子育てしやすい地域に
・独居家庭を全体で気にかけられるまち
・子育て時にお手伝いできる地域
・高齢者にやさしいまち
・高齢者にやさしい住環境（歩きやすい、住みやすい）・子育ての見守り、助け合いのルール
・高齢者がリハビリとして利用できる道路・公園整備 ・気安く遊べる公園が近くに必要
・高齢者が循環バスナッシー号の利用しやすいまち ・放課後に子ども達に関われる場所、放課後子ども教室
・地域全体でガーデニングができる場所の整備
【計画性のあるまち】
・都市計画、通学路
・下水道を計画的に（簡易タイプ、下水管タイプ）
・みんなで使える場所があるまち
・子ども達が安全に学校に通えるまち
・地域の人が安心して歩けるまち
・歩行者用の安全な道
・利便性（交通機関）の高いまち

【防 災】
・温暖化が進み雨量が増えているので、増水のある地区
へのケアを
・浸水のない安全なまち
・防災拠点のあるまち
・災害時の集合場所を近くにした方が良い

【安全なまち】
・白井警察署の新設（治安の安定化）

・散歩ができる場所を多くしてほしい

≪その他（要望等）≫
・通学路の整備を
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・電車の整備、料金の値下げ

≪ワークショップの結果≫

7 月 12 日（土） 西白井複合センター グループ①

≪市全体≫ ＆ ≪地 域≫
★【住み続けたいまちにしたい】
【人材の活用・人口増加】
・キャッチフレーズを明確にする
・安心して子育てできるまちづくり
・若い人の意見を生かせる
・高齢者活用（子育て、農業などに）
・シルバーパワーの活用を行う
・テニスコートは高齢者にやさしい施設にする

【産業・商業】
・市の良いところをのばす、農地活用
・農業、自然のあるまち
・農家の後継ぎをつくる
・子どもの体験農業の推進
・農家の支援策、農家が活力あるまち
・店がない。このまちでそろえる事ができる店を

【教
育】
・白井高校の進学希望者を増やす
・私立中学校・高等学校の誘致

【環
境】
・誇りの持てるもの、誇りの持てる事を掘り起こす
・環境に優しい施設の設置
・生ごみの有効活用
・生ごみの堆肥化、環境にやさしい

【財
源】
・義務的経費の削減、財政の弾力性 80％以下
議員の削減、市民大学やプラネタリウムやめる
・住宅開発誘導（人口増、歳入増）
・自主財源確保、高齢者活用のまち

【交
通】
・広域バス路線を設置してほしい
・新鎌ヶ谷〜白井のバスをつくる（交通費削減）

≪その他（要望等）≫
・議員の削減、義務的経費の減
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≪ワークショップの結果≫

7 月 12 日（土） 西白井複合センター グループ②

≪市全体≫
【文
化】
・文化活動が活発なまち（芸術）

【防

犯】

・犯罪の少ないまち
・災害に強いまち
・ターゲットをとらえた防災対策（地震）
・防災対策（公助、共助、自助）フレームの立案
【環
境】
・自然環境（里山）が残ったまち
・緑の保全がされているまち
【若者・子育て】
・共稼ぎの世帯が暮らしやすいまち
・子育ての環境の整ったまち
・若い人たちが正社員望むがなかなかなれず、
結婚もできないのでその点を考えていただければ
【交
通】
・北総線運賃問題
・千葉市―柏市高速道路の問題
・幹線道路の整備、16 号線緑地

【工
業】
・将来に通用する工業団地
・工業団地へのアクセス道路
・雇用の場所があるまち
・まわりの地域とは差別化されたまち
・税収の確保
【住
宅】
・少しリッチな住宅地
・土地の利用
・空き家の活用
・住宅地 更地の税制面での優遇
・10 年後は年寄りが多くなるので市の老人ホーム
みたいなのができるとよい
【高齢化】
・車いすにやさしいまち
・高齢者がひとりでもくらせるまち
・高齢でも障害があっても自宅で最後まで暮らし
続けられる
・老人福祉施設の問題
・健康で高齢者が活躍できるまち
・歩いて買い物に行けるまち
・高齢者が元気で外へ出られるまち
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【自然エネルギー】
・エネルギーの供給割合
（再生エネルギーが 20％を占めるまち）
・電気自動車、水素自動車の多いまち
・太陽光発電増加、地中熱冷暖房の増加
・エネルギーの地産地消（白井に税金が落ちる）
・防犯灯のＬＥＤ化（コスト削減）
≪地

【農 業】
・農業生産者が維持できるまち
（後継者、所得、土地利用）
・農業+環境政策のまち（ｿｰﾗｰｼｪｱﾘﾝｸﾞの多いまち）
【ご み】
・ポイ捨てゼロのまちになる
・家庭系の廃棄物が現状 500ｇ／人から 300ｇ／人
になるまち 資源化
域≫

・地区計画による質の高い住宅地
≪その他（要望等）≫
・白井市農業政策ｿｰﾗｰｼｪｱﾘﾝｸﾞの普及条例制定
・白井市エネルギー基本条例の制定
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≪ワークショップの結果≫

7 月 12 日（土） 西白井複合センター グループ③

≪市全体≫
≪地
域≫
ヒト・モノ・カネ
【安全・安心】
【交 流】
有機的結合
・世代の出会いの場
・安全、安心、快適
・子育て世代との交流
・防犯灯のＬＥＤ化促進
・自分達共同でつくるものを相談する場
・防犯カメラ導入
・地域で皆が気軽に集える居場所、たまり場
【高齢者対策】
サロンづくり
・高齢者が生きがいを感じるまちづくり
・助け合い、支え合いのサロン
・高齢者の福祉対策向上
・地域の中で助け合いのできる仕組みづくり
【開
発】
【学校との連携】
・計画的な土地利用、乱開発防止
・小学校を中心に役割を持って交流できる地域
【コミュニティ】
・地域と学校の連携する地域
・市民ギャラリーなど、文化のまち
・若い人の力を引き出したい。どうしたら引き
・美術館があれば展示場です
出せるか
・白井市全域に自治会ごとにサロンをつくる
【シルバー世代の活躍】
コミュニティのまちづくり
・シルバーボージェスト隊の設置
【企業誘致】
・高層階へのエレベーター設置
・メディカルツーリズムのまちづくり、病院誘致で人
【活性化】
を呼ぶ
・駅前商店街のリニューアル、活性化
・生産性の高い企業誘致
【活性化】
・子どもが地域に残れるようなまち
・2 世、3 世が住みつく市
・若い世代の誘致、受け皿作り
・サイクリングのまち
・子育て世代が住みやすいまち
・活力のあるまち
≪その他（要望等）≫
・投票率日本一の市
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≪ワークショップの結果≫

7 月 12 日（土） 西白井複合センター グループ④

≪市全体≫
・地域格差のないまち（下水道）
・年齢（７０歳位）になっても職場があれば良い
・ニュータウンで引っ越してきた人たちとそれ以前に
来た人の差（格差）がないまち
・整備された道路のまちとする
・幹線道路の分離帯に荒草目につく
・環境整備の整ったまち（雑草のない）
・みどり豊かなまち
・北総線の電車賃がＪＲ、他私鉄並みに安くなった白
井市
・子ども老人が幸せに暮らせる平和な戦争のないまち
・子どもを育てやすいまち（託児所等）
・本日のワークショップなどにもっと若い人達（40 歳
代〜50 歳代位）がくるようにしてください
・若い世代の意見が届くまち
・財政心配のない白井市
・他市町村より高いと言われている市民税が今より安
くなった白井市
・市議会議員が今の半分になった白井市

≪地
域≫
・人が集まれる場所（複合センターの喫茶）
・白井銀座がある市
・賑やかな駅前
・駅の近くに大型ショッピングセンターがある白井市
・神崎川に遊歩道を
・ゴミが散乱しないまち

≪その他（要望等）≫
・福島第一原発事故後、市はホットスポットになりました。原発は国の事業です。放射能に汚染された土地の
除染が進められていますが、セシウム 137 の半減期は 30 年。10 年後も 3 年後の所在と大した差はなく、汚
染されております。除染は怠らず進め、その為には住民に周知徹底を続けてください。
・市が目指すべきものがはっきりしていて意見が出せる。
・子どもたちが元気で過ごせますように、健康調査を毎年続けていって下さい。
・マージャン卓とルームがほしい。
・市がたたき台を出さないと市民の意見がでない。
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≪ワークショップの結果≫

≪市全体≫

7 月 12 日（土） 西白井複合センター グループ⑤

≪地
域≫
【コミュニティ】
・集会所の活用が活発なまち
・定期的な行事がある地域
・声をかけあう地域
・横の繋がりがあるまち
・一人暮らしが安心してできるまち
・ひとり住まいの人を助けられる地域
・若者が参加できる地域活動
・皆の顔がわかるまち

【高齢者】
・高齢者が戦力であるまち
・高齢者が元気で働くまち
・高齢者を活用できるまち
・高齢者に安心・安全のまち
・ふるさと納税（発展のある白井市）
【エコなまちづくり】
・焼却ごみのないまち
・電力源は全て太陽光のまち
・エネルギーと食料を自給自足できるまち
・地産・地消のまち
・子どもが安心して外で遊べるまち
【安 心】
・障害者が全員入所できるまち
【お祭り・魅力】
・シンボリックな祭りのある市
・祭りで白井市をＰＲ
・若い人が白井市を愛せる市
・若い人が市内で就職できるまち
【インフラ】
・交通インフラの整備
・公共交通のしっかりしたまち
・車社会のため、駐車場への対応（設備）
≪その他（要望等）≫
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≪ワークショップの結果≫

7 月 13 日（日） 桜台センター グループ①

≪市全体≫

＆

≪地 域≫
【若者・子育て】
・子ども養育施策が整っているまち
・若い人が満足するまち
・若い人のコミュニティ参加が少ない
・若い人の参画できるまち
【地域交流】
・旧・新街区の交流の図れるまち
・学校を開放して遊び場所を！
・子どもと一緒に遊べる場所、施設
・ニュータウン地区と農村地区との交流
・船橋カントリークラブの開放
（ウォークラリーは大変いい）
【開 発】
・桜台地区西部（ＮＴ除外地区）の開発
【商
業】
・桜台地区どうしても印西へ向いてしまう
・商業施設も印西のみ

【Ｐ Ｒ】
・梨を含めた白井のＰＲ
・地元産業のＰＲと利用 例：梨⇒贈答
・市の福祉計画ＰＲ
【障害者施策】
・障害者施設の整備、働く場の提供
【高齢化】
・高齢者の問題に応えられる施策
・老人世帯が安心して住めるまち
・桜台地区に老人施設がほとんどない（特養含む）
【防 犯】
・防犯指導（施策、施設）
【環 境】
・きれいなまち（林の中にごみがある）
・不法投棄ごみ取り締まり
・環境支援（公園、芝生）
【交 通】
・桜台地区交通アクセスの利便性向上、市役所等
・行事に合わせたナッシー号の運行
・ナッシー号増発、利便性
・交通問題。ナッシー号だけでは無理
・福祉タクシーの整備
・通勤費が安いまち。今は電車賃高い
≪その他（要望等）≫
・税金の有効活用
・税金の無駄遣い
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・通学路等、道路の草刈り

≪ワークショップの結果≫

7 月 13 日（日） 桜台センター グループ②

≪市全体≫

≪地
域≫
【声かけ】
【交流・コミュニケーション】
・若い人とのコミュニケーションがとれる地域
・子ども達の見守り声かけみんなでできるまち
・世代間交流が盛んになるまち
・気軽に声かけできるまち
・会話が大切。地域でさみしさ解消できるまち
・あいさつができるまち
・引きこもりがちの老人をどうしたらグループに入っ ・楽しみなことで孤独を解消したい
・地域の中でコミュニティの醸成
てもらえるか
・子ども達が安心して遊べるまち
・一人暮らしの精神的な不安のないまち
【防 災】
【子どもの遊び場】
・地域防災組織がしっかりしているまち
・子どもがのびのび遊べるまち
・消防団の確保（15―10 人）
・サッカー等ができる公園のあるまち
【産業・労働】
・梨農家が継続できるまち
・高齢者が就職できるまち
・北総線運賃値下げで人口増を図る
・地元産業の育成誘致で活性化
・地元で就職できるまち
・女性も働きやすいサービスを（保育、学童）
【その他】
・隣の市とのコミュニケーション、協力体制がとれる
まち
≪その他（要望等）≫
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≪ワークショップの結果≫

7 月 13 日（日） 桜台センター グループ③

≪市全体≫
≪地
域≫
【若い世代】
【コミュニティ】
・若い世代が移り住みたいと思う街
・自治会・PTA・地区社協等が連携し合うまち
・子育てがしやすいまち
・小学校で地区全体の祭りがあるまち
・待機児童が０のまち
・隣近所が仲良くコミュニケーションがとれるまち
・子どもの歓声が聞こえるまち
・自治会の加入率が高いまち
【高齢者】
・高齢者が死ぬまで元気に働けるまち
【生活環境】
・福祉が充実したまち
・都市施設（上下水）が整ったまち
・高齢者が長く健康に生活できるまち
・在地区内の上下水道の整備が終わっている
（健康寿命を長く）
・介護施設が充実したまち
【地産地消】
・地産地消が１００％近く実現するまち
・施設農業を推進するまち
・農地の集約が進み営農のしやすい市
【地域振興】
・地域振興としてレジャー施設をつくれないか
・北総線の運賃を安くする方法を考えよう
・東京の人々が観光に来るまち
・東京の高齢者を受け入れる病院・施設のあるまち
・外国人が観光に来るまち
・観光政策を考えるべきでは
・外国人が高度医療を受けられるまち
・成田空港に隣接していることを生かすまち
・オリンピックを生かすことを考えたらどうか
【その他】
・２０年−３０年先を見通した財政計画
・公債費がない健全な財政運営がされている
≪その他（要望等）≫
・消防水利の１２０ｍ要件では、物件数の制限がないため、条例に物件数の制限を設ける
・印西市体育館の利用を白井市民も有利に利用できるように調整してほしい
・小学校体育館を夜間使う時、小中学校の間の道が暗く、人の姿が見えないため、夜灯を取り付けてほしい
・国際交流はオーストラリア以外も考えるべきでは
・小学校にボールあての壁をつくってほしい
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≪ワークショップの結果≫

7 月 13 日（日） 白井コミュニティセンター グループ①

≪市全体≫

≪地

域≫

【交 通】
【道 路】
・道路が整備され弱者にやさしい交通網になってほし
・高齢者が利用しやすい交通便を考えてほしい
い
・全自治会を結ぶ道路づくり（特に生活道路）
【地域の発展】
【健康づくり】
・白井市の中心として発展する街
・健康寿命が長いまち
【コミュニティ】
【若者・子育て・女性】
・自治会を中心に地域で支えあえる地域
・高齢者と若者が交流するまち
・若い人の働く場があるまち（工業団地で働いている 【交 通】
・コミュニティバスの利用がしやすい地域
市民は少ない）
【施 設】
・子どもを呼び寄せる
・利用しやすい地域に施設をつくる
・家族で過ごせる場所があるまち
・安心して子供が生めるまち
・これから夫婦単位で考える
・女性の視点を活かすまち
【地域資源の活用】
・鎌ケ谷や印西とはちがう白井の魅力があるまち
・東京のベッドタウンとしての魅力があるまち
・今あるものを大切に
・馬の活用（競馬学校・馬によるセラピー）
・梨、自然薯等を活用した産業の活性化・白井市の PR
・農工商のバランスが取れ発展する街
・梨も６次産業化
【気軽な相談の場づくり】
・コンシェルジュを育てよう
≪その他（要望等）≫
・シルバー人材センターの脇に通れる通路を作ってほしい（福祉センター利用）
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≪ワークショップの結果≫

7 月 13 日（日） 白井コミュニティセンター グループ②

≪市全体≫
【インフラ整備】
【“子づくり”するなら“白井”】
・幹線道路２本利用したまち開発
・子育ての前の“子づくり”に注目したまち
・市内の既存の道路網を活用したまちづくりを進める
etc 婚活事業もやっている
まち
・子づくり世代が安心して暮らせるまち
・インフラ整備が進んでいるまち
etc 相談ごと・病院
・交通の便が良いまち（買い物弱者をなくす）
【世代間交流】
【その他】
・若い世代とシニア世代が交流できるまち
【学生を巻き込む！】
・社長・役員が住みやすいまち
・白井に住んでいる学生が活躍しやすいまち
≪地
域≫
・市民まきこみ商店・地域を元気にしていくまち
【消防団は“小学生”から】
・白井の様々なことに関心を持つ学生と連携できるま 【子どもが安心できる】
ち
・子どもたちが安心して歩ける地域
【地域間交流】
【地域の愛着・未来の担い手】
・市外からも施設を利用しに来られ、他地域の人と交
・地域への愛着・自分の役割を子どもたちへ伝えら
流できるまち 障がい者、子育て世代 etc
れる地域
・地域格差の少ないまち
・ニュータウンの方々と昔から住んでいる人々と交 ・地域を守る未来の消防団員を確保できるまち
etc 子どもたちへの教育
流、耕作放棄地も活用できるまち
・新しく住まわれた方々に白井の良さを PR する機会 ・消防団や地域の見守りの大切さを学校・子どもに伝
えられる地域
のあるまち etc 転入届とセット
【自治会加入 UP のしかけ】
【まちの PR】
・“現在”でなく“これから”の白井を発信するまち ・自治会加入率 UP のためにみんなで楽しめるイベン
・将来像が明確なまち
トがある地域 etc バーベキュー
・写真（PR・記録）をとって楽しむまち
【インフラの充実】
etc SNS を活用、フェイスブック等
・インフラを使いたおす地域
・白井の良さを市外へ発信しているまち etc 定住促進
・白井の特産品を市外に PR できるまち
・まちのことを外に発信するために市民や市外の人を
巻き込むイベントができるまち etc 上越市
・まちの文化を発信、ＰＲの充実したまち
≪その他（要望等）≫
・２０年変わらない十余一のインフラ整備を進めてほしい（特に水）
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≪ワークショップの結果≫

7 月 19 日（土） 白井駅前センター グループ①

≪市全体≫
【馬のあるまち】
・乗馬クラブのあるまち
・競馬学校を活用しよう
【安
心】
・夜でも安心して動けるまち
・防犯・防災の横の連絡を
・災害に強いまち
・犯罪のない地域
・道路の整備をし、交通事故のないまち
【産
業】
・産業が活発なまち
・仕事・雇用があるまち
【雇
用】
・共働きの人達が安心して子供を預ける場所
があるまち
【生活環境】
・個人情報をもう少し明示してください
・高齢者が元気に歩いて行けるまち
・自然豊かなまち
・遠くへ出かけないで用が済むまち
・昼食が気軽にできる場所がほしい
・市内の移動が簡単にできるまち
・北総線の運賃について
・使いやすいバスがあるまち
（行事に合わせた時刻設定）

＆ ≪地 域≫
【Ｐ
Ｒ】
・ＰＲできる組織があるまち
・観光課を早くつくって白井をアピールし、「しらい」
とよまれないようにしよう
・どこかに高い塔を立て、白井全体を見下ろすところ
がほしいそこを観光タワーにすればいいと思う
・梨を生かしたまち
・農業のＰＲができるまち
・梨を観光資源に
・梨がブランド化されたまち
・梨以外の資源を発見・発掘できるまち
・観光農園のあるまち
【生涯学習】
・学べるまち
【交
流】
・集う場所のあるまち
・人が集う場所（親水公園）があるまち
・30 代、40 代の方が話合いができる場所づくり
・友人同士が集まってお茶のみがゆっくりできる場所
・お父さんが安らげるまち
・人々が仲良しのまち
・県立白井高校と密接な関係になって互いに良い交流
ができているような将来
・ニュータウンの新しい生き方と白井中学校区の古き
良きものが調和している白井市
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【子ども】
・待機児童のないまち
・子どもが元気に遊べるまち
・小学校・中学校の子どもが白井市に住みたくなるまち
・小さい子どもとお母さんが楽しめるまち
・若い世代を呼びこめるまち

≪その他（要望等）≫
・ﾊｻﾞｰドﾏｯﾌﾟの内容をもっと詳しくしてほしい
・コミュニティ補助を増やしてほしい
・福祉計画について、一人暮らしの方の市からのお知らせしますか？
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≪ワークショップの結果≫

7 月 19 日（土） 白井駅前センター グループ②

≪市全体≫
【交通（北総・バス）
】
・運賃、一般私鉄並みに
・北総線が京成並運賃で走るまち
・都心への交通手段が限られていて運賃がベラボーに
高い。他の方法ないか。
（⇒これらにより、活動が広がる、若い人集まる）
・公共施設へ気軽に足を運べる便のいいまち
・買い物バスの巡回するまち
・交通の良いまち⇒高齢者にやさしい
【自然・安心】
・介護施設入所者のレベルアップへの優遇対応
・病院より緑で癒す
・自然を残す
・安心、放射能対策（健診）
【市の強みを活かす】
・強味を生かす
バランス・調和
（都心に近い、人材生かす）
・弱味を和らげる
①運賃② 放射能
・高齢者の経験・知識を生かす
【若者・子育て】
・子どもが外で遊べるまち
・安心して子供を産める
・若い人の優遇されるまち
・若い世代が転入、入れ替わるまち
・若い人が集う大学があるまち
・大学と地域市民交流

・駅ホームの安全柵設置
・福祉センター駐車場便利良く

【人にやさしい】
・段差のないバリアフリーの歩道の完備したまち
・すべらない路面道路が完備したまち
・高齢者が安心して出かけられるバリアフリーになっ
ているまち
・車いすでも移動しやすいバリアフリーな地域

≪地

域≫

【コミュニティ】
・共助できる地域
・住民が自由に交流できるコミュニティが充実してい
るまち
・小さいエリアでのサロンと見守り
・子どもと高齢者が参加しているサロンがあるまち
【駅前活性】
・ＮＡＳの再開
・生活買い物に便利な駅前圏
・駅前から市役所までが各種店舗のある散策通りがあ
る

≪その他（要望等）≫
・市民自治：自治基本条例、公文書条例
・財政：大きなムダ使いをチェック（庁舎、印西クリーンセンター等々）
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≪ワークショップの結果≫

7 月 19 日（土） 白井駅前センター グループ③

≪市全体≫
【都市開発】
【農業対策】
・起業づくりのできるまち
・農家で市民が働けるまち
・企業の起業を推進するまちづくり
・農家と老人が共生できるまち
・都内通勤者にメリットを与えるまち
【人材活用】
・地域循環居住のまちづくり
・人材を活用できるまち
・交流のできる場（サロン）があるまち
・共助のあるまち
・総合的な医療・介護予防サービス施設の充実したまち
・教育に重点を注ぎ、人材育成を強調する市
・定年後、市内ですぐ働けるまちづくり
・若人の集うまち
・大胆な工業団地の拡充、企業誘致
【高齢者】
⇒財政健全化
・老人と子供が共生できるまち
・遊のまち
・子ども達が高齢者宅を訪れ、お話を聞く
・高齢者が活躍できるまち
≪地
域≫
・白井市は住みやすいまちＮＯ37．若者の移住を積極
的に推進する
【地域のコミュニティ】
・高齢者が新たな分野にチャレンジできるまち
・地区内の交流活性化（ex サロンなど）
・老人パワーが教育・文化に貢献できるまち
・子どもがいない街（小学生は数人しかいない）
・高齢化が進む街（市としてではない）
（若い人の新規入居がない）
【地域のまち開発】
・第 2 の人生のチャレンジを与えてくれるまち
・駅周辺の活性化 シャッター商店街⇒活力ある店
・高齢者が高齢者をサポート
・駅前に屋台を置く（お祭りの時）
・高齢者を活用した農業システムのあるまち
・元気な高齢者が木のつると鳥クラフト製品を作る ・商業施設を含めた高層共同住宅の建替え
・土地利用について市民の意向が反映される地域
【仕
組】
・市民の意向が反映するシステムが充実しているまち
・大使館を利用して外国の例を参考に・・・
【その他】
・健康づくりを財政支援と実感できる市
・議員、市職員にタブレットを配付
・広報紙購読率日本一にする
≪その他（要望等）≫
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≪ワークショップの結果≫

7 月 1９日（土） 白井駅前センター グループ④

≪市全体≫
・若い人が住みつき、子育てしやすいまち
【魅力】
・ベンチャー、IT、起業家（若者）が育つまち
・魅力のある白井に来たくなるまち
・学生の移動に経費負担が少ない社会
・白井 No.1 ギネスのある町
【市民力】
・鉄道としてはキロ当たり世界で一番の可能性あり ・市民団体の自治。夢に向かって協働できる市民のまち
⇒ギネス申請
・市民が協働して地域を作っていけるまち
・楽しい音楽のあるまち
・市民の個々の能力を生かせるまち
・外国の人も白井に来てくれるようなまち
・一人一人が参加する場のあるまち
・＝白井の ID＝「おもて梨」活き活きした市民・訪問 ・仲間が集まりやすい情報・場のあるまち
体感したくなるまち（１人１人の魅力）
【その他】
・運動で人をよべるまち
・住宅ストックの活用をできるまち
・市民が集まり、にぎわいのある場（店ほか）のある ・財政を支える産業を築けるまち
・現役時代の経験をどう生かすか前職（会社）とのパイ
町
プを残せ
・牧（馬）をいかすまち
・訪れてみたくなる「魅力」（白井 ID）のあるまち ・高齢者は知識の宝庫と考え活用すべし
≪地
域≫
・紫陽花寺や紫陽花山より大規模なあじさいロード
【サロン】
⇒草刈の経費削減
・地域コミュニティリーダーが育つ地域
・船橋小室地区連携する街づくり
・地区サロン等男性参加が盛んな地域
【健康】
・高齢者の能力が発揮できる地域
・初期に病気予防できるまち
・男性も活躍できるまちへ
・認知症を作らない市政
・元気ですか？元気でいようと努力をすれば必ず報わ
・健康寿命を長くするまち
れる
・高齢者が稼げるまち
【交流】
・病気にならないよう市民の力があるまち
・駅前においしいレストランがある地域
・高齢者が生活しやすい社会
・世代間交流の深いまち
・高齢者にやさしい街・寝たきりをつくらない街
・人の和を大切にするまち
【若者】
【その他】
・仕事（若い人のため）があるまち
・挨拶とか気軽に声かけのできる街
・若い世代に魅力ある町にするには
・安全性を考慮した道路整備（住宅地の抜道防止）
≪その他（要望等）≫
・白井高校南側土地の開発予定は
・空腹時でない血糖値もはかれる検診をしてもらいたい
・肺炎球菌の注射の市半額負担の復活要請する
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≪ワークショップの結果≫

7 月 1９日（土） 白井駅前センター グループ⑤

≪市全体≫
【産業】
【交通】
・財政的に豊かな都市づくり（優良企業の誘致）
・駅から歩けるところが多く東京へ行きやすい
・工業団地の見直し（道路 etc）
・公共交通（北総）の利便性の高いまち
【環境】
・北総線の運賃が安いまち
・飛行機の騒音の少ない町
【元気な高齢者】
・健康高齢化率の指標設定
≪地
域≫
要介護認定されてなく病院にかかる回数が少ない
【地域格差】
ことを基準
・高齢者が積極的に参加できるサークルをできるだけ ・地域格差のないまち
たくさん作ってほしい（健康寿命を延ばすために） ・第二小学校区の児童数の増加（宅地増）
【コミュニティ】
・元気な高齢者が多いまち
・高齢者にやさしい町
・コミュニケーションとれる機会増。補助金増
・医療費のかからないまち
・地域コミュニティが活発なまち
・高齢者に活気のあるまち（若い人に元気な姿を見せ 【駅前】
て定住につなげる）
・駅前に魅力があるまち（マンションしかない）
【若者世代を呼ぶ】
【遊ぶ場所】
・若年世帯が移住したい町へ⇒大型マンションの誘致
・子どもが自由に遊べるまち（場所がある）
・生産人口比率の高いまち
・子ども達が自由に遊べる場所
・若い人（２０〜３０歳代）が住みたいと思うまちづ
くり
≪大学誘致≫
・大学・専門学校があり昼間若い人が行き交うまちづ
くり
・大学誘致（活性化につながる）
【合併】
・合併をして大きなまちづくりをできるまち
≪その他（要望等）≫
・市は国際化（外国人の居住）についてどう考えているのか
・生活ゴミの処理について
・白井市施設の有効利用
・南山公園の地域猫をどう考えているか（委託？）
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≪ワークショップの結果≫

7 月 1９日（土） 白井駅前センター グループ⑥

≪市全体≫
【子育て】
【高齢者】
・子育てがしやすいまち
・地域で助け合えるまち
・高齢者と子育て世代が交流できる
・広域的に連携したボランティア活動ができるまち
・交通の運賃が安く便利な街
・老老介護はあたりまえ。介護のしかたを男の人も出席
・祭り事をたくさん計画して市民参加しやすい街づく しやすくしてください。
り
・高齢者が生き生きと活動できる街
・電車をもっと使いやすく
・子どもの教育に高齢者が持てる力を発揮してスムース
・夜間医療が充実したまち
に援助できる街
・高運賃でリタイヤ組は出にくい
・おじいさん、おばあさんの意見がいつでも聞ける町
・放射能被害から子どもを守れる街
・高齢化が進むこと
・都心に近い利点を利用して企業を誘致
・高齢者、障がい者でも外出しやすい道路に。バリアフ
・電車賃と駅の安全化
リー・道路上の邪魔物を除去
・市民との協働の実践
・高齢者が集まれる街
・若い人が集まり子育てがしやすいまち
・単身世帯を支えられる
【土地利用】
【♡】
・農業をしっかり！
・人とお金が集まる街
・計画的な土地利用をはかれるまち
・ふるさと納税で郷土愛が深まるまち
・緑を減らさない
・住んでいて好きになれるまち
・駅前にレストランやカフェがあるまち

≪その他（要望等）≫
・広域的に介護の連携ができるシステムを作ってほしい
・市長と市民が話し合える場を増やしてほしい
・白井駅前にレストランが必要です
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≪ワークショップの結果≫

7 月 19 日（土） 公民センター グループ①

≪地
域≫
【良いところ生かす】
・自然を利用してニュータウンの方からもっと人を呼
びこむ
・地域の特色を生かして、人が集まる魅力的なまち
【インフラ】
・道路整備：子ども達の安全、自転車で移動出来る市
・上下水道が整備し、安心して住めるまち
・道の幅がもっと広くなるといい
・上下水道の整備（工事）をしてほしい
【工業団地の活用】
・工業団地しか無いイメージ。他に何にも無い感じが
する
・地域と工業団地のつながりが無い感じがする
【交
通】
・交通の便が良いバス
（ナッシーバス、レインボーバス）
・ナッシーバス：北コースの本数が少ない西白井方面
から人が乗らない
・バスの本数がたくさんあるまち
・老人の足となる交通便を充実してほしい
・北コースの名前が白井運動公園行きになると良い
【その他（地域及び市全体）】
・地域の力が発揮できるまち
・特技や趣味を生かしやすいシステムのあるまち
・避難場所がもっと増えると良い
・
（便利さ）交通・商業施設、働きやすい環境が整って
いるまち
・県外からも買い物客が集まるような商業施設が欲し
い
・誰でも来やすい、寄りやすいまち
・安心、安全なまち
≪その他（要望等）≫

≪市全体≫
【子育て】
・共働きの若い夫婦を支援するようなまち
・若い人達が住みついて生活したいと思うような白井
市になれば良いと思う
・子ども達が安全に生活できるセキュリティが完備し
たまち
・子育てが安心してできるまち
・若い人が集まるまち（国内外の大学の誘致など）
【自 然】
・自然をうまく利用し、農業、工業の両立したまち
・バランス力があるまち（自然、便利さ）
・自然を守る地域と開発を進める地域のメリハリをつ
けた開発ができるまち
【医療・福祉】
・海外で代替医療として活用されているアロマオイル
など普段から用いることで、健康な体づくりを市民
も意識した生活を送りやすいまちづくり
・介護する側の心身共にケアをできるまち
（在宅、医療機関）
・大きな介護病院が出来たら良いと思う
・老人ホームがもっとあるといい
【高齢者・生きがい】
・若者と高齢者の交流があり、地域を大切にする人々
が多いまち
・高齢者や障害のある人たちが移動しやすい交通環境
のあるまち
・元気な退職者を活用できるまち
・シルバー人材力をもっと強めて元気なシルバーが増
えてほしい
・シルバーパワーをもっと利用した方がこれからは元
気な市になる
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≪ワークショップの結果≫

7 月 19 日（土） 公民センター グループ②

≪地

≪市全体≫
【人口、計画化】
・計画的に人口・財政がきちんと考えられるまち
・循環型人口構成ができるまち
【安全・安心】
・安全第一
①公道・歩道・自転車道
②街灯、路上カメラ
③バリアフリー

域≫

【地域によびこむ】
・自然を生かした地区だとアピールする
・第二小の魅力発信できる地区
・第二小をなくして新たな施設に
・子どもたちが減らない学校
・平塚分校あとの活用を。自然の良さのアピール
・自然を生かした公園を

【梨・野菜のアピール】
・観光梨園がある地区
【交
通】
・高齢者が引きこもらず、楽しく外に出て過ごせる施 ・１年中梨が食べられる地区
・梨を知ってもらう施設のあるまち
設、事業
・若い世代に梨の作業体験できる地区
・中地区、市バスの停留所がない
・名内地区の野菜をＰＲ
・高齢者の交通
【市のＰＲ】
・白井市の特産梨のＰＲができるまち

【工業団地を生かす】
・工業団地見学で魅力発信
・子どもの工業団地見学ができるまち
【市民交流】
・農・工・商の見学会を（小学生）
・市内の児童の少ない学校と、多い学校の交流を
【安
全】
・市全体の運動会の復活を
・車いすでも安全に移動できる地区
・スポーツで高齢者と若い人、子供の交流できるまち
・出かけやすい安全な地区
・交流が進むまち
・明るい地区のために街灯が整備できる地区
・子どもが安心して遊べるまち
【その他】
・地区社協の拠点のある地区
≪その他（要望等）≫
・防災無線が聞きにくいので改良してほしい
・どんな市にしたいのか、どのような規模にしたいのか
・地区社協の事務所がほしい
・公民センターの保健室を地区社協の拠点
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≪ワークショップの結果≫

7 月 19 日（土） 公民センター グループ③

≪地

≪市全体≫
【高齢者を地域で見守れるまち】
・独居高齢者が安心して外出できるまち
・教育・福祉の充実したまち

域≫

【地域コミュニティ】
・自治会活動が元気で活発なまちづくり
・笑顔であいさつできる地域づくり
・美人妻によるカラオケ大会
・地域同士でコミュニケーションがとれるまちづくり

【鉄道を利用したまちづくり】
・成田空港線がつながり、道路も空港につながります。
その需要増の取り込みを行い活性化する
【地域交通の良いまちづくり】
・西白井もアクセス特急停車させ、新鎌ヶ谷の発展が ・高齢者（高校生など免許がない人）が気軽に乗合で
あり、市境の不便さをなくす
きるタクシー（公共移動手段がないので）
・人口減少時代を迎えて各市間の競争が激しくなると ・通学、通勤に不便のないまちにする
予想されます
・月イチで土曜日登校できる小学校
・印西牧の原、千葉中央のように商業人口の拡大、子
・学力向上を目指し、放課後や土曜日の過ごし方を充
育てしやすいまち、魅力あるまち
実させる
・東京、旧市街地成田が身近に感じられるまち
・先生が市民・ボランティアになれる地域
【事故のないまちづくり】
・通学路の安全なまちづくり

【第２小の問題】
・越境入学しなくて済む地域づくり
・白井第２小を越境児童「０」にする！児童数を増や
【安心・安全なまちづくり】
す
・オレオレ詐欺にあわないまちづくり
・最近、中地区は自動車ドロボー、オレオレ詐欺が多 ・第２小の良いところをアピールしていく
発しており、そういうのをなくしたい
・犯罪のないまちにする！※全戸こども 110 番登録を
目指す
≪その他（要望等）≫
・外国人居住者へマナー、ルールを徹底して指導してほしい（ごみ出し等）
・中峠団地通り抜け危険。早めの対応をしてほしい
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≪ワークショップの結果≫

7 月 19 日（土） 公民センター グループ④

≪地
域≫
≪市全体≫
【高齢者が元気（男性）
】
【子ども】
・男性が元気なまち
・子どもが放課後友達同士で遊べる地域
・高齢者が楽しくボランティアできるまち
・人が集まる地域に（公民センターのＰＲ）
・リタイア男性が集まれる場所
・公民センターに子どもが集まる
・元気な男性（定年後）が活躍するまち
・第２小が教育だけでなく拠点となる施設となる地域
・定年後に活躍できる場があるまちづくり
【子どもが残るまち】
【交通の便の良い地域】
・子どもが白井に残るまち
・道路整備、車と歩道を区別を
【観光資源】
・地域にあったまちづくり
【良いところ】
・観光シンボルのあるまち
・人間性の豊かな地域
・農・商・工がそろったまち
・あいさつができている地域
・桜をつかったまち
・手賀沼の自然
【その他】
・滝田家住宅など文化財をＰＲするまち
・安心な地域
・今井の桜と手賀沼が結びついて観光になる地域
・わかりやすい住居の表示があるまち
・平塚のほたる
・農家は作物つくり、直接携わってない人がＰＲや観 ・高齢者・子ども全ての人たちが見守れる地域
・地域全体まとまりがない各家がまちまち
光案内する。有機的システムができている地域
・工業団地内に案内所（観光施設を兼ねて）があり、
工業団地の内容がわかる従業員募集
・木下街道と平塚、中を通る鮮魚道を由緒ある道とし
て観光化した地域とする
・工業団地とセンターを産業だけでなく観光や情報や
学びの拠点とする
【その他】
・住みやすいまち
・財源を確保できるようなまちづくり
≪その他（要望等）≫
・こども 110 番事業（ＰＴＡ）のアピールをもっとするべき
・電柱に住居表示を
・案内表示がほしい ・歩道整備を ・ナッシー号は不便。使いづらい ・情報提供の方法を工夫してほしい

28

