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Ⅰ 中学生ワークショップの概要 

 

１ 中学生ワークショップの目的と役割 
 

（１） 目的 

  ○12年後を見据えた計画を策定するにあたって，今後まちづくりの担い手となる中学生

の皆さんの意向を反映するためのものです。 

○利根町の良さや身近な課題について考え，意見交換することで，町政やまちづくりに

対する考えを深めるためのものです。 

○若い世代がまちづくりに関わる契機とするためのものです。 

 

（２） 役割 

   中学生ワークショップでは，次に掲げる事項に関して，中学生の皆さんが自由に意見

を出し合い，その中で出た意見やアイデアを中学生ワークショップ報告書として，庁内

の総合計画策定組織に提案します。 

   ①「大人になっても住み続けたいまち」には何が必要か。 

   ②利根町を「大人になっても住み続けたいまち」にするための解決策，アイデア。 

②利根町のまちづくりの方向性。 

 

２ 中学生ワークショップの運営方法について 
 

中学生ワークショップでは，参加していただいた中学生の皆さんが，日ごろ生活する

中で，利根町を「大人になっても住み続けたいまち」にするために，なるべく多くの意

見を出せることが重要となります。そこで，中学生ワークショップでの話し合いは，Ｋ

Ｊ法を用いて実施しました。 

 

（１）ＫＪ法について 

「ＫＪ法」とは，話し合いの中で出されたアイデアや意見，情報を１枚ずつ小さなカ

ード（ふせん紙）に書き込み，それらのカードの中から近いと感じるもの同士を２，３

枚ずつ集めてグループ化していき，それらを小グループから中グループ，大グループへ

と組み立てて図解していくことです。このような作業の中から，テーマの解決に役立つ

ヒントやひらめきを生み出していこうとする技法の１つです。 

 

（２）ワークショップの基本的な流れ 

   ①テーマに沿って意見を出し合う。 

   ②話し合いながら意見をまとめていく。 

   ③意見がまとまったら発表する。 
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３ 参加者 
 

   ○利根町立利根中学校の生徒会の１年と２年の皆さんです。 

    

４ 中学生ワークショップの内容 
 

   中学生ワークショップは，２回開催し，意見を出し合いました。開催内容は，以下の

とおりです。 

 

第 １ 回 

日  時 平成 30年１月 29日（月） 15：00～16：30 

場  所 利根町立利根中学校 

内  容 

１ 開 会 

２ あいさつ 

３ 自己紹介 

４ 事務局紹介 

５ 総合振興計画について 

４ 中学生ワークショップについて 

６ 中学生ワークショップの実施 

７ 閉 会 

 

第 ２ 回 

日  時 平成 30年２月５日（日） 15：00～16：30 

場  所 利根町立利根中学校 

内  容 

１ 開 会 

２ 町長あいさつ 

３ 中学生ワークショップの実施 

４ 教育長あいさつ 

５ 閉 会 
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Ⅱ 中学生の意見のまとめと方向性 

  第２回及び第３回のワークショップにおいて，各グループで分野を設定し，各分野の課題，

強み，弱み，方向性，実現するための取り組み・アイデアを協議しました。 

  各グループの分野は以下のとおりです。 

 

 分野 

Ａグループ 

○自然 

○公園 

○写真・景色 

○アピール 

○交通 

○地域の人 

○店 

○学校関係 

○その他 

Ｂグループ 

○いいところ 

○分野 

○足りないもの 

○学校面 

○設備面 

○施設 

○飲食 

○その他 

 

〔主な意見〕 

① まちづくりの方向，フレーズ 

・自然を生かした住みやすい町 

・大人も子どもも関係なくみんなが仲良く生活できる町 

・アピール力（影響力）が強い町 

・増やそう『人口』，残ろう『利根町』 

・健康でみんなが元気な長生きできるまち 

・と：都会に負けない，ね：根強い利根町，ま：待っていますよ，ち：地域のみんなが 

② 自然，景観などを活かした利根町の魅力発信 

・利根町生き物図かんを作る 

・写真コンテストみたいなやつを開く 

・田んぼアートなどで写真スポットを作る 

・景色の写真集をつくって売る！！ 

・給食レストラン 

③ 学校関係 

 ・制服をゆずり受ける制度をつくる 

・中学校と小学校が共同で行う行事をつくる 

・龍ケ崎市や取手市などと中学生を５人ぐらい交換して，お互いの良い所を見つける 

・海外研修で日本の文化を広めたり，英語を勉強する！ 

・ポイ捨てのごみをなくす！！（公園）ため，生徒会でボランティア！！ 
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④ 地域，交流関係 

 ・元気にあいさつしてくれてすごく明るい町 

・地域の人達で協力して，ゴミを拾っていて環境によい町 

・田舎に引っ越してくる人を歓迎して迎え入れる 

⑤ 交通関係 

 ・利根町の道路で，自転車が通る所と歩く人が通る所がせまくて，危ないので広くしてほしい 

・とねりんのバスをつくる 

・バス登校をつくる 

・坂の途中にベンチなど休憩所をつくる（近くに児童販売機があればよし！） 

・いろいろな方面からのバス路線をつくる（藤代，龍ケ崎 etc.） 

・道路をつるつるできれいにしてほしい。 

 

⑥ 店，設備関係 

・ニュータウンの風の公園の前に商店街を復活させる！ 

・おじいちゃん，おばあちゃんが多いから買い物が大変，移動式販売車があるといい 

・給食のレストランがあったらいい！ 

・利根町の緑や水を生かした道の駅 

・机と電気と筆記用具が備えられたメニュー盛りだくさんのカフェ 

・今は閉店してしまったお店を期間限定で復活させてお客さんを呼ぶ！ 

・水遊びができるような公園，大きな遊具 

・商業施設などに直通のバスを通す 

・町民体育館をつくる 

・ショッピングモールがほしい 

 

⑦ その他 

 ・とねりん音頭，とねりんを主張する！！取手とか龍ケ崎とか 

・新しいキャラクターをつくる 

・花火大会活性化！！ 

・水遊びができるような公園，大きな遊具 

・桜をきれいに見せる（ライトアップする） 

・魅力のあるところをつくる！！ 

・旅行会社に『利根町ツアー』を企画してもらう！！ 

・つぶれたお店，空き家を改装して，古民家カフェや民宿にする！ 
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Ⅲ 中学生の意見 

Ａ グループ意見 
 

分野 自然 

強み，弱み，課題等 方向性，アイデア等 

・自然と土地を生かした何か 

・みどりがきれいで自然が多い 

・自然がたくさんある 

・自然が多い 

 

・稲の収穫イベントを作る 

・利根町の自然博物館をつくる 

・利根町おすすめの散歩コースをつくる！ 

・利根町生き物図かんを作る 

・利根川で遊ぶイベントを作る（気球を飛ばす） 

 

分野 公園 

強み，弱み，課題等 方向性，アイデア等 

・お花がほしい！！ 

・公園の遊具をもっと増やす 

・公園の地面をやわらかい素材にして安全性を

高める 

・利根町にスポーツがたくさんできる場所をつ

くる 

・公園にスポーツができるコートをつくる 

・ペットをつれて散歩している人達が，集まれ

る場所をつくって，ふれ合い，知らない人と

親しんで，明るい町をつくる 

・公園にペットの散歩コースをつくる 

・アスレチックをつくる 

 

分野 写真・景色 

強み，弱み，課題等 方向性，アイデア等 

・利根町には，神社やお寺などがたくさんある

から，そこに，桜や紅葉など景を楽しめる所

をつくる 

・知る人ぞ知る（！？）フォトスポット 

・富士山とスカイツリーが天気が良い日に見え

る 

・ビュースポットをパンフレットみたいなのに

一冊にまとめる 

・写真コンテストみたいなやつを開く 

 

分野 アピール 

強み，弱み，課題等 方向性，アイデア等 

・悪いニュースが少ない 

・役場に，利根町全体を見わたせる高いてんぼ

う台のようなものをつくる 

・利根町のアピール品をつくる！ 

・利根町の特産品をつくってほしい 

 

・大きなどうぞうなどシンボルをつくる 

・今は閉店してしまったお店を期間限定で復活

させてお客さんを呼ぶ！ 

・とねりん音頭，とねりんを主張する！！取手

とか龍ケ崎とか 

・新しいキャラクターをつくる 



6 

 

 

分野 交通 

強み，弱み，課題等 方向性，アイデア等 

・利根町の道路で，自転車が通る所と歩く人が

通る所がせまくて，危ないので広くしてほし

い 

・道路の整備 

・雪とかが降ったときに，通学路の除雪をする

係をつくってほしい 

・バスや電車などの交通手段をもっと活性化す

る 

・とねりんのバスをつくる 

・バス登校をつくる 

・電灯をおおくつくろう 

・おもしろいかんばんなどをつくる（とねりん

とかの） 

・バイオテクノロジーを米などでつくって，バ

ス登校ができるようにしたり，移動式販売車

のガソリン代を少なくする 

 

分野 地域の人 

強み，弱み，課題等 方向性，アイデア等 

・お年寄りが多いけど，朝さんぽなどしていて，

元気にあいさつしてくれてすごく明るい町 

・地域の人との交流がある 

・地域の人達で協力して，ゴミを拾っていて環

境によい町 

 

 

分野 店 

強み，弱み，課題等 方向性，アイデア等 

・店が少ない（洋服屋など） 

・コンビニをたくさんつくってほしい 

・東文間とか文間のほうにコンビニがほしい 

・スターバックス利根店をつくってほしい 

・ネットカフェのような空間を作って，町内で

も楽しめるたてものをつくる 

・きがるに行ける大きな店がほしい 

・町外にいかないとないから，ファミレスをも

っと増やしてほしい 

・スポーツやっている人が買えるように，運動

服や靴などが売っている所をつくる 

・カラオケつくろう 

・店をつくるために募金活動などをする 

・雑貨屋さん！がほしい 

・ニュータウンの風の公園の前に商店街を復活

させる！ 

・おじいちゃん，おばあちゃんが多いから買い

物が大変，移動式販売車があるといい 

・移動式販売車 

・利根町限定の食べ物で，人をたくさん呼ぶ 

・スイーツ専門店（とにかく専門店）をつくる 

・映画館をつくって，周りから人がくるように

する 
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分野 学校関係 

強み，弱み，課題等 方向性，アイデア等 

・高校を増やす 

・学校給食がおいしい 

・利根中に屋上をつくる 

・制服をもう少しかわいく（女子の） 

・中学校にももう少し遊具を置く！（アスレチ

ックとか） 

・教育や学校関係をもう少し活性化させる 

・購買を作ってほしい 

・制服をゆずり受ける制度をつくる 

・授業は“ノート”じゃなく，“アイパット（タ

ブレット”，そこに書きこむ（うつ），調べた

いこと調べられる（授業中のみ），書きこんだ

ものは先生のところに 

・中学校と小学校が共同で行う行事をつくる 

・中学校と小学校３校の共同で保育園などに出

張して読み聞かせなどをする 

・お弁当の日を作る 

・給食をバイキングにする 

・おにぎりやパンなどの主食の持ち込みＯＫに

する（ただし給食のときのみ食べる） 

・龍ケ崎市や取手市などと中学生を５人ぐらい

交換して，お互いの良い所を見つける 

 

分野 その他 

強み，弱み，課題等 方向性，アイデア等 

・「七福神めぐり」を町内放送などで呼びかけて

人を呼ぶ！ 

・トムトム１号店がある 

・花火大会活性化！！ 

・田舎に引っ越してくる人を歓迎して迎え入れ

る 

・鳥居を全部の神社で塗り直す 

 

まちづくりの方向，フレーズ 

・自然を生かした住みやすい町 

・みんなが自然とふれ合える町 

・優しさがあふれるふわっとした町 

・たくさんの人でにぎわう町 

・大人も子どもも関係なくみんなが仲良く生活で

きる町 

・交通事故ゼロ！安心・安全なまち！ 

・全てが「ニュータウン」な町 

・遊べる所がたくさんある町 

・移動手段がたくさんある町 

・５時になるチャイムが町民のリクエスト曲の町 

・アピール力（影響力）が強い町 

・アニメの聖地化 

・近未来的なロボットタウン 
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Ｂ グループ 
 

分野 いいところ 

強み，弱み，課題等 方向性，アイデア等 

・水と緑の豊かさがいい 

・自然が多い 

・緑がたくさんあることがいい 

・景色がきれい 

・公園多いから子供の遊ぶ場所が多い 

・学校給食がおいしい 

・お米がおいしい 

・田んぼアートなどで写真スポットを作る 

・景色の写真集をつくって売る！！ 

・公園にハンモックとかブランコ 

・給食レストラン 

・駅伝大会や町民運動会での実食販売（ＰＲ） 

・公園の街灯をふやす 

 

分野 足りないもの 

強み，弱み，課題等 方向性，アイデア等 

・坂が多いから高齢者が大変 

・バスの増便などのアクセスの向上 

・道路の整備がなってない 

・坂の途中にベンチなど休憩所をつくる（近くに

児童販売機があればよし！） 

・米の形，アスパラの形，いちごの形，コーヒー

豆のバス停をつくる 

・いろいろな方面からのバス路線をつくる（藤代，

龍ケ崎 etc.） 

・道路をつるつるできれいにしてほしい。 

 

分野 学校面 

強み，弱み，課題等 方向性，アイデア等 

・体育館の天井（雨もり）＆トイレの整備！！ 

 

・海外研修で日本の文化を広めたり，英語を勉強

する！ 

・ポイ捨てのごみをなくす！！（公園）ため，生

徒会でボランティア！！ 

・利根中のＨＰの更新をはやくしてほしい！！ 

 

分野 設備面 

強み，弱み，課題等 方向性，アイデア等 

・消えている街灯の電球が変えられていない 

・街灯があっても，明るさが足りない 

・人が少ないところの街灯が暗くて帰りが怖い，

危ない 

・街灯が少ないから，暗くて怖い 

・公園の遊具が古くて危ない 

・定期的に点検・交換をする（ＬＥＤにかえる！） 

・街灯をＬＥＤにする！！ 

・人口が少ないところこそ街灯をふやす 

・公園の遊具を新設・点検する！！ 
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分野 施設 

強み，弱み，課題等 方向性，アイデア等 

・公園の遊具を増やす！！ 

・布川方面に児童販売機がほしい 

・多くに人とふれあえるような公園がほしい 

・公園はあるけど，もっとアトラクション系のも

のがほしい 

・公園にきれいなトイレがほしい 

・駅がほしい（取手，佐貫，竜ケ崎，利根，布佐

を結ぶ） 

・バス停に駐輪場がほしい 

・時計がほしい（道ばた） 

・トイレがほしい 

・若い人が楽しめるところがない！ 

・コンビニが少ない 

・水遊びができるような公園，大きな遊具 

・桜をきれいに見せる（ライトアップする） 

・鉄塔，桜のライトアップ 

・利根町の緑や水を生かした道の駅 

・公園に様式トイレをつくる 

・インスタ映えする壁とかほしい！ 

・商業施設などに直通のバスを通す 

・町民体育館をつくる 

・イオンがほしい 

・ショッピングモールがほしい 

・ライブ会場がほしい 

 

分野 飲食 

強み，弱み，課題等 方向性，アイデア等 

・アイスの自販機がほしい 

・スタバやマックとか食べ物屋さんがほしい 

・カフェがほしい 

・勉強ができて，飲食ができる場所がほしい 

・給食のレストランがあったらいい！ 

・月１回ぐらいの利根給食デー（原料 100％利根） 

・地産地消のすいしょう（給食で出すとか） 

・机と電気と筆記用具が備えられたメニュー盛り

だくさんのカフェ 

 

分野 その他 

強み，弱み，課題等 方向性，アイデア等 

・利根町に１つしかない中学校だから，制服のデ

ザインをもっと考えてほしい！！ 

・（運動会，文化祭，千葉産業フェス）イベント

の盛り上がりがいまいち 

 

・とねりんのアピール！！（グッズなど） 

・流行にのる！（ダンス，歌の動画をあげる） 

・行事を充実させる！！（量より質） 

・魅力のあるところをつくる！！ 

・旅行会社に『利根町ツアー』を企画してもら

う！！ 

・閉店したお店，空き家を改装して，古民家カフ

ェや民宿にする！ 
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まちづくりの方向，フレーズ 

・魅力度最下位の茨城県の魅力になる！ 

・毎日目指そう！一日千笑 

・交通安全，死亡者ゼロ 

・増やそう『人口』，残ろう『利根町』 

・一人一人が生き生き暮らすまち 

・健康でみんなが元気な長生きできるまち 

・と：都会に負けない 

 ね：根強い利根町 

 ま：待っていますよ 

 ち：地域のみんなが 

・創ろう食べよう地産地消 

・と：とねがわとともに 

 ね：ねづいたれきし 

 ま：まもっていくよ 

 ち：ちいきのみんなで 

・と：とまらない進化 

 ね：ねんねん進化 

 ま：まっすぐ進化 

 ち：ちりもつもれば進化する 

 

 

 

 

 

 


