平成 27 年度 教化研修会 班別会議 報告書
教材の進行説明
首都大学東京 都市環境科学研究科都市システム科学域 准教授
饗庭 伸先生
使用教材
『みんなでまちづくり！』
参加人数
９班編成

各班５〜６名

対象エリアマップ

【架空神社のある町】

まちの設定内容
元は駅前が全て農地だった。ベットタウン化が進み、700 世帯から 1500 世帯へ増加し、神社より西の
駅側には沢山のマンションや新興住宅地が出来、神社東側には従来からの住民が住んでいる。新住民の
氏子意識は少なく、旧住民との溝が深まっている。又、旧住民の若い世代も氏子意識が薄れてきている

進行方法
机上にテーマの題材となる写真カード（テーマカード）を並べ・各班毎に、主婦・高齢者・サラリーマ
ン・外国人・こども・大学生の立場になり、その中から先ず親を決め、残りは子とする。親は机上のテ
ーマカードと町のマップ条件とから、自分の役割の立場で、
「○○なまち」を提案し、その理由も発表す
る。その後親は、子にツールカードなる様々な条件が記載されたカードを各々に裏返して５枚づつ渡す。
子は親のテーマに沿いながら、手元のツールカードを使い、自分の役割の立場で、より良い街づくりの
提案を発表してゆく。
最後に、班内各々の意見から投票が一番多かったものが此の場合の決定意見となる。
これを１ターンとし、親役は時計回りに移動し一周して終わりとなるという内容でした。
翌日には、各班から生まれた意見を発表し、参加者は発表内容に対し賛否の意見を記入頂きました。
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１班

※ 最終決定者に◎が付きます

１ターン
『アブノーマルな街』

親・サラリーマン
他に例を見ない街づくりをしてみたいから

◎

大学生 鎮守の杜に露天風呂の造成を行う（露天風呂）※ 使用ツールカード名
外国人 小学校に大きな竹を植えてみる（大きな竹）
主婦 神社境内にクリスマスツリーの様なライトアップを行う（クリスマスツリー）
子供 神社で愛犬と遊ぶ（ドックラン）
高齢者 古民家を茶室に改装してくつろぐ（茶室）

２ターン
『世界中から集まる街』

親・外国人
外国人が来やすく住みやすい街にしたい

◎

子供 街中に水路を作りベニスの様な街にしたい（水路）
主婦 街全体をハリウッドの様なスタジオ化にしたい（スタジオ）
大学生 世界中から日本の祭りがみられる街（お祭り）
高齢者 公園にステージを設け毎日イベントを行える街（ステージ）
サラリーマン コンビニの前にライブエリアを設け参加できる街
（路上ライブエリア）

３ターン
『道路で食事やお茶が出来る街』

◎

親・主婦
お茶や食事をしながら気軽に買い物が出来る街にしたい

外国人 路上で朝市が出来る街（朝市）
大学生 街の通りに垣根をつくり、訪れた人へのおもてなし（垣根）
子供 上記の垣根の街の案にお花畑を併せたまち（お花畑）
高齢者 街内に鳥籠を設け、鳥のさえずりで雰囲気のある街（鳥かご）
サラリーマン 竈でお茶を点てる和風エリアを設けた街（かまど）

４ターン
『ライブの出来る街』

親・大学生
ライブを通して新旧住民の交流を図る街にしたい

◎

高齢者 公園でライブを行ったアイドルのサイン会が出来る街（アイドルのサイン会）
子供 ライブに行けない人の為に町内にスピーカーで流す（スピーカー）
サラリーマン 新旧住民の中間地点に平均台を設置しゲーム性を持たせる（平均台）
外国人 日本円を手に入れ易くする為、ATM を多く設置する（ATM）
主婦 レジャーシートを使い新旧住民が車座になってライブ観戦する
（レジャーシート）
５ターン
『広い遊び場のある街』 親・子供
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狭い街なので広い遊び場がほしい
◎

高齢者 ベンチを舗設し子供と一緒に遊んだり休んだり出来る（ベンチ）
サラリーマン ため池をスケートリンクとし冬場も遊べる街（スケートリンク）
外国人 街灯で夜でも明るく安全な街（街灯）
主婦 広場を見渡せる展望台を駅に設置する（展望台）
大学生 駐輪場を設け広場へ自転車で出かけてもらう（駐輪場）

６ターン
『ゴミの無いきれいな街』

親・高齢者
ポイ捨てや不法投棄の無い街をつくりたい

◎

サラリーマン 投棄場所をみんなの森にしてボランティア活動を行う（森）
外国人 ごみを池に捨てる（池）
主婦 壁で区切られたゴミ捨て場を設ける（壁）
大学生 アロマで清潔な環境のイメージ作りを行う（アロマディフューザー）
子供 丘を活用してごみ処理場を設ける（丘）

２班
１ターン
『森がいっぱいな街』

◎

親・外国人
神社境内にある杜を、憩いの場・癒しの空間に活用したい

子供

植物のトンネルを作り自然学習や遊びが出来る空間を作りたい
（植物のトンネル）
主婦 鳥居から先は御神域であり勝手に手を付けない事をアピールする（鳥居）
大学生 駅にレンタサイクルを設置し森いっぱいの街を堪能する（レンタサイクル）
サラリーマン 桜並木にベンチを舗設しのんびりと休憩できる空間をつくる（ベンチ）
高齢者 駅や公園等、人の集うと処に足湯を設け心身ともにくつろげる（足湯）

２ターン
『地域の皆と夜も楽しい街』 親・主婦
ベットタウンの為、夜は地域に戻り、皆で素敵な時間を共有できる街にしたい
◎

大学生

花火エリアを設け街の人達で楽しみ、奉納等の特別煙火も披露する
（花火エリア）
サラリーマン リングを設けて仕事帰りに観戦し、日頃のストレスの解消に役立てる
（プロレスリング）
高齢者 競技場などに設け、老若男女が同じ映像を共有して楽しむコミュニケー
ション会場（パブリックビューイング）
外国人 公園にライトアップした噴水を設け国籍を超えた交流が生まれる（噴水）
子供 習い事の発表会等を行える場所（ステージ）
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３ターン
『花咲乱れて美しい町』 親・大学生
春夏秋冬花が咲き、心明るく、優しい気持ちになれる町を作りたい
◎ 高齢者 地域に関連した人や観光物等をフラワーアレンジしたパズルで表現し郷土愛
を育む（パズル）
サラリーマン 公園や街内に設置し、空缶を回収し得た金額で花の種や苗に換えエコ
感覚の定着を狙う（自販機）
外国人 花いっぱいの街を世界に発信し沢山の外国人に訪れてほしい（写真スタジオ）
主婦 コンビニ駐車場に設置して食事をしながら花を愛でる（テーブル）
子供 無し
４ターン
『広い公園のある神社』

親・子供
神社参りを行いながら公園で過ごせる様な町にしたい

◎

主婦

公園の脇にレンタルキッチンを設け、朝市で仕入れた物や撤下饌を皆で頂く
（キッチン）
サラリーマン 高齢者を考慮し、広大な公園に設けて皆で利用する（動く歩道）
高齢者 手荷物無して遊べるよう、公園内に設置（コインロッカー）
外国人 参拝後に休憩できる憩いの場所としたい（大きな木）
大学生 公園内に設置しサイクリングを楽しんでもらう（駐輪場）

５ターン
『青空市（マルシェ）が並ぶ町』 親・サラリーマン
街内で家族と食事や買物をして休日を過ごす事が出来る町にしたい
◎

大学生

老若男女の趣味の披露を行う場所を設け、自由に参加や見物が出来る
（路上ライブエリア）
高齢者 街内に沢山のれんを設置し、和風の町並みを作る（のれん）
外国人 敷き詰めた広い場所で国際交流をしたい（芝生）
主婦 参道の両側に設置し、雨の心配を無くす（屋根）
子供 無し

３班
１ターン
『活気のある街』

親・大学生
若者の元気があふれ出るような街にしたい

◎

サラリーマン

駅前に設置し、最新情報を得ながら世代間の理解や交流を深める
（パブリックビューイング）
外国人 駅前の活性化に役立出たい（ストリートライブエリア）
主婦 親の目の届く範囲で体を鍛えながら運動させたい（バスケットゴール）
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高齢者

町並みを明るく照らすことで人々が来やすくなる（街灯）

２ターン
『日本独自の催物が見られる街』 親・外国人
日本文化の特色を表に出しながら沢山の外国人を受け入れる町にしたい
◎

サラリーマン 日本文化である露天風呂を設置し癒されるまちづくり（露天風呂）
主婦 市場で新旧住民の交流の機会を作りお互いの溝を修正したい（朝市）
高齢者 たき火を囲んでお互いの交流を図る（たき火）
大学生 駅前に設置し日本文化が感じられる街づくり（足湯）

３ターン
『都市型の街』

親・サラリーマン
職住近接の街とし、仕事に生活に充実感を持たせたい

◎

高齢者 通勤や気分転換に安価で利用できるまち（レンタサイクル）
主婦 充電中に買物等が出来る施設があるまち（充電スポット）
大学生 森に設置し癒し効果を謳う（ハンモック）
外国人 駅前に設置すれば様々な利便性がある（シャワー室）

４ターン
『地域の人々の交流がもてる街』 親・主婦
地域の人達と気軽に話が出来る交流の場がある街にしたい
◎

高齢者 目印にもなる木の辺りに交流スポットを設ける（大きな木）
大学生 地域のアイドルが地元の活性化につながる（アイドルのサイン会）
外国人 境内で開催し、神社参拝と買物をしながら交流が出来る（フリーマーケット）
サラリーマン スーパーで種類を拡充し、主婦の家事の手間を少なくする（弁当販売）

５ターン
『花火大会のある街』

親・高齢者
昔あった花火大会を復活させるまちづくり

◎

主婦 子連れでもあまり並ばずに使えるトイレがあると嬉しい（トイレ）
大学生 地域の交流とアピールを図る（花火エリア）
外国人 食事をしながら花火が見られる街（バーベキューコンロ）
サラリーマン 上手く活用し花火大会を楽しみたい（動く歩道）

４班
１ターン
『子供が夢をもてる町』

親・子供
豊かな自然の下で将来に夢を持つ子供が育つまちづくり
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◎

主婦 沢山の人が集う場所で習い事の披露が出来る町（ステージ）
大学生 自然と触れ合う街づくり（森）
外国人 設置する事で、高齢者や子供との触れ合う時間が出来る（ベンチ）
高齢者 常に芸術品に触れ合うことが出来才能を伸ばせる街（芸術の展示）
サラリーマン ご神木の様な心の拠所としたい（クリスマツツリー）

２ターン
『イベントや祭りのある町』

◎

親・大学生
賑やかな道にしてコミュニケーションが生まれる街にしたい

外国人 相撲やプロレスなどの格闘技のイベントで町おこし（プロレスリング）
子供 空き地を活用して行いたい（ドックラン）
主婦 常に新しいイベント告知を行い企画の活性化を行う（スピーカー）
サラリーマン 上記に加えネット上でも告知を行う（パソコン）
高齢者 無し

３ターン
『花火等、季節の風物詩がある町』

◎

サラリーマン 水路に屋形船を設け観覧できる町（水路）
大学生 催物来場の子供達を楽しませたい（ガチャガチャ）
子供 催物には清潔な施設は必要であり集客に繋がる（トイレ）
主婦 天空へ延びるエスカレーター（エスカレーター）
高齢者 不明

４ターン
『この町でしか見られないもの』

◎

親・サラリーマン
此の街に建つ稲荷鳥居の様に地域限定を謳ったまち

外国人 毎朝オープンしローカルなソウルフードが楽しめる（朝市）
高齢者 大きなハンモックを作り楽しむ（網）
子供 24H オープンで将来の代表選手を育みたい（スケートリンク）
主婦 全ての道沿いに設置し、健康づくりに活用（平均台）
大学生 農学部の学生達による新種植物のトンネルづくり（植物トンネル）

５ターン
『高齢者が若者と触れ合える町』

◎

親・外国人
騒音等のクレームを対処しながら昔ながらに行える町

親・高齢者
年配でもロック等の若者文化に触れられる街

大学生 若者と高齢者の触れ合い講座（屋外活動）
主婦 皆で囲み世代を超えて楽しめる町（かまど）
子供 催物の楽しみに（弁当販売）
外国人 年配者から竹トンボや竹細工の作り方を伝授（大きな竹）
サラリーマン 新旧住民達の交流（フリーマーケット）
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５班
１ターン
『イルミネーションのある町』

親・子供
キラキラ輝く明るい街にしたい

◎

大学生 神社境内をライトアップし明るく賑やかな神社にする（お祭り）
外国人 街の明るさとボードパークの相乗効果で集客を狙う（スケートボードパーク）
高齢者 噴水をイルミネーション化し集客を狙う（噴水）
主婦 女性の明るさ・美しさを強調した賑やかな環境づくり（路上ライブ）

２ターン
『古い街並みのある町』

親・外国人
日本の文化が感じられる街づくり

◎

子供 町並みにモダンさと明るさを備えて古き良き時代を掘り起こす（ちょうちん）
大学生 町並みを見学しながら腰かけて休憩できる（ウッドデッキ）
高齢者 町並みによく似合うと思う（露天）
主婦 美しい景観づくり（池）

３ターン
『未来的な町』

◎

親・サラリーマン
子供達が未来に向けて夢や希望が持てるようなまちづくり

子供 多くのイベントで子供に夢や希望を持たせる（パブリックビューイング）
大学生 若者が制作したモダンアート系の映像を楽しむ（街頭スクリーン）
高齢者 現代アートを展示した街づくり（芸術品の展示）
主婦 四季折々のイベントを含めたツリーの展示（クリスマスツリー）
外国人 未来的な街をサイクリング（レンタサイクル）

４ターン
『ロックな街』

親・大学生
住民の魂を揺さぶり熱狂的な街づくりを行う

◎

主婦 美しく楽しい音を流し、女性の意識を高める街づくり（スピーカー）
高齢者 屋上でロックな気分で踊りましょう（屋根）
子供 音や光を自由に操りロックに反映させる（パソコン）
外国人 演奏中の演出に使用して場を盛り上げる（網）

５ターン
『花火で華やかな夜』

親・高齢者
アッと驚くような華やかさを持った街づくり

◎

サラリーマン 花火が見下ろせる様な施設がある町づくり（展望台）
主婦 多くのイベントを行い、住民の参加を呼びかける（スタジオ）
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子供 富士急ﾊｲﾗﾝﾄﾞで花火の様な集客を目指す街づくり（スケートリンク）
外国人 見学場所確保のツールとして（レジャーシート）
大学生 シーソーに揺られながら花火見物（シーソー）

６班
１ターン
『イベントで楽しい街』

◎

親・子供
新興住宅地の商店街で開催し新旧住民の交流を図るまちづくり

大学生 集客にアイドルを使用する（アイドルのサイン会）
高齢者 会場に設置し高齢者もゆっくり観覧できる場所づくり（ベンチ）
サラリーマン 会場に設置しゲームを行う※ギネスに挑戦等※（平均台）
主婦 農村部に設置しイベント時の防犯を図る（街灯）

２ターン
『お花であふれた街』

親・大学生
公園に沢山の花を植え憩いの場所とする

◎

サラリーマン 花畑の中心に設置し時間毎に音楽に合わせたｳｫｰﾀｰｼｮｰを行う（噴水）
主婦 神社境内に池を設け蓮の花等を育て、新旧住民の憩の場とする（池）
高齢者 花畑の一角に設け、来場者に気持ちよく見学してもらう（喫煙所）
子供 オープンな自然観察会を行い近隣の親子の交流を図る（屋外教室）

３ターン
『人々に親しまれる街』
◎

親・高齢者

鎮守の杜を整備して楽しい憩いの場所とする
大学生 杜の中に足湯が出来る場を設け、癒しの場所とする（足湯）
サラリーマン 運動不足の解消になれば（鉄棒）
主婦 竹林で筍掘り等を行い新旧住民の交流の場としたい（大きな竹）
子供 杜の木で机や椅子を作成し子供が使える町（勉強机）

４ターン
『週末にフリーマーケットが開催される街』 親・サラリーマン
週末の街を賑やかにするためにマーケットを行う
◎

主婦 集客場所に設置し街の美化と、マナーを謳う（ゴミ箱）
子供 アイス・ローラーの施設を併設し遊びの施設を増やす（スケートリンク）
大学生 フリマのチケット販売を行い防犯や会計の簡略化を目指す（自販機）
高齢者 目玉企画として開催し集客を図る（プロレスリング）

５ターン
『古い街並みの有る街』

親・主婦
古い神社に合う古い街並みをつくる
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◎

子供 景観に合った茶室を設け憩いの場とする（茶室）
大学生 町並みに設け古書の販売を行う（本棚）
高齢者 各店舗がオリジナルを作成し個性ある街並みにする（のれん）
サラリーマン 新旧住民や観光客が気軽に交流できる場を設ける（談話室）

７班
１ターン
『大人も子供も外で楽しめる街』

親・子供
安心して屋外で遊べる環境がある町

◎

大学生 フリマで購入した物を安心して預けられる施設の設置（コインロッカー）
高齢者 設備があれば休憩にお茶に、交流皆が交流できる場が出来る（テーブル）
外国人 皆で交流しながら、和を深められる（バーベキューコンロ）
主婦 休める場所がほしい（イス）
サラリーマン 公園の近くにあれば昔ながらの遊びが出来る（丘）

２ターン
『花が沢山ある美しく楽しい町』

◎

親・高齢者
街の彼方此方に花壇があれば老若男女、心が豊かになる

サラリーマン 心の癒しの場所となる設備を作る（植物のトンネル）
外国人 花と共に増やし憩いの町並みとしたい（芝生）
主婦 大きな施設がれば時間がわかり便利（時計台）
大学生 花畑でスポーツを行い心身ともリフレッシュ（バスケットゴール）
子供 子供が作ったゴミ箱を設置し皆で大切に利用しながら街を美化する（ゴミ箱）

３ターン
『花火が彩る街』

親・外国人
日本の煙火の素晴らしさを日本人と共に楽しめる街

◎

主婦 必需品として利用（レジャーシート）
サラリーマン 見物客が利用できる場の設置（駐輪場）
大学生 携帯電話が繋がりにくい際の活用設備として（公衆電話）
子供 見物客の表情を映し、集客を図る（パブリックビューイング）
高齢者 競技場で汗を流し、爽快感の中で見学（シャワー室）

４ターン
『夜景が見えるきれいな街』

親・主婦
家族みんなできれいな夜景が楽しめる街

◎

大学生 夜景を見ながらサイクリング（レンタサイクル）
サラリーマン 夜景を見ながら食事が出来る（弁当販売）
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子供 各所に小さな SP を設置し夜景のお話を流し観光名所化する（スピーカー）
高齢者 童心に帰って乗りながら夜会を楽しむ（ブランコ）
外国人 外国人の憩いの場（充電スポット）
５ターン
『広々とした田園風景のある街』

◎

親・サラリーマン
風景を見ながら心安らげるまちづくり

主婦 田園を見ながらの足湯で心も体も癒される（足湯）
大学生 田園地帯に店舗がない為、設営したい（水飲み場）
外国人 田園風景にプラスされればさらに美しくなる（森）
子供 待合わせ場所や目印に活用できる（シーソー）
高齢者 有ると便利でありがたい（動く歩道）

６ターン
『コンサートホールのある街

親・大学生
ホールがある事により活気に満ちたまちづくり

◎

子供 音楽噴水を設営し訪れた人を楽しませる（噴水）
高齢者 喫煙者が困らないよう場所を設ける（喫煙所）
外国人 光と水のハーモニーを生かす（ステンドグラス）
主婦 ホールに併設したリングで興行したら盛り上がる（プロレスリング）
サラリーマン イベントグッズや飲食店を設置すれば盛り上がる（露天）

８班
１ターン
『企業とビルの街』

親・外国人
街の経済発展と住みやすさを目指す

◎

高齢者 苦手とされるパソコン教室が出来る環境の街（パソコン）
大学生 注目されるポイントを作り知名度や地価を上げ企業誘致する（時計台）
サラリーマン ビル街でも心に潤いが保てるような場所づくり（森）
主婦 駅前に企業誘致用に設置（演説会場）
子供 高齢者や子供が利用しやすい（手すり）

２ターン
『祭りが盛んな街』

親・大学生
神社を中心に盛り上げれば学生も楽しめる街になる

◎

サラリーマン お祭りを盛り上げるよう設置し住民の鋭気を養う（花火エリア）
外国人 町中にあれば外国人も随時水分補給可能（水飲み場）
主婦 祭りの際、町民手作りのお店で来場者をふるまう（キッチン）
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高齢者 祭りにライブを併せ、賑やかに（路上ライブ）
子供 飽きたり疲れた際に利用（椅子）
３ターン
『スポーツ大会が盛んな街』

◎

大学生 ランニング等で地形を利用しスポーツ振興を図る（丘）
外国人 スポーツに重要なバランス感覚を養う（平均台）
主婦 老若男女幅広く楽しめる施設の設営（スケートリンク）
高齢者 スポーツに際に気楽に使える施設を設営（コインロッカー）
子供 運動の際の託児所内に設営したい（本棚）

４ターン
『花いっぱいの綺麗な街』

◎

親・サラリーマン
オリンピックの様に熱狂出来る盛んな街にしたい

親・主婦
家族連れやカップルが年中訪れるような美しい街を目指す

外国人 駅前に設置して観光名所に（植物のトンネル）
大学生 水道にインフラを整備し、花を植えた処に、水の供給を容易にする（土管）
サラリーマン 花壇に設営し、利用者同士の交流をもたせる（ブランコ）
高齢者 花や鳥の居る豊かな街でゆっくり老後を過ごす（とりかこ）
子供 子供の思い出になれるような施設づくり（足湯）

５ターン
『自然林を生かした町』

親・高齢者
神社を核とした、自然を生かしたまちづくり

◎

外国人 街のシンボルとなるような木があれば（大きな木）
大学生 竹林を作り自然林を確保するまち（大きな竹）
サラリーマン 緑をテーマにした売店の設営と共に、日頃の挨拶の場所として（朝市）
主婦 自然林の中をサイクリング出来るよう設置（駐輪場）
子供 垣根で迷路作成（垣根）

６ターン
『テーマパークの様な町』

親・子供
純粋な子供の夢が叶う街

◎

大学生 相撲で地域振興や神社への奉納相撲も視野に（土俵）
外国人 パークがあれば観光客も増えるのでは（スケートボードパーク）
サラリーマン 地域の人が普段利用したり、プロを目指す若者の
練習場として（バスケットゴール）
主婦 子供用のエンターテーメントに利用（パズル）
高齢者 町中に沢山設置し和を奏でた明るい街づくり
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９班
１ターン
『海の見える街』

親・主婦
丘の上の神社から地域が展望でき向こうには海の広がる町

◎

外国人 街のどこからも見えるシンボルとして（鳥居）
サラリーマン 同じデザインで統一し綺麗な街並みを作る（屋根）
高齢者 丘の上までの参道に設置し且つ提灯をかけて観光の目玉とする（街灯）
子供 丘に登り心地よい潮風を感じる（丘）

２ターン
『夏には花火大会がある商売が盛んな街』

親・サラリーマン
催物が多い盛んな街

◎

主婦 新旧住民や子供達が夏を感じ、交流を深めるアウトドアな場所（滝）
高齢者 校庭に設置し露店で賑やかに（パブリックビューイング）
子供 危険の無い安全な優しい街づくり（手すり）
外国人 新旧住民の交流と花火大会の資金稼ぎに（朝市）

３ターン
『新住民の増加により子供が増えた街』 親・高齢者
新住民の増加で活気が増え、あとは両住民の一体感を養える街づくり
◎

主婦 旧住民の農地を利用した自然教室を行い、食の大切さを伝える（屋外教室）
子供 街内に設置し両住民の交流を図る
外国人 境内に設置し両住民の交流を図る（バスケットゴール）
サラリーマン 境内の御神木を利用し自然を感じてもらう（大きな木）

４ターン
『鎮守の杜を生かした町』

親・子供
子供達が喜んで遊びに来られる里山づくり

◎

外国人 杜の間伐材で遊び場づくり（シーソー）
主婦 里山の多くを花畑にして子供たちの遊び場に（花畑）
サラリーマン 里山フェスタを開催し若者が足を運ぶ神社を目指す（路上ﾗｲﾌﾞｴﾘｱ）
高齢者 蛍のいる水路の整備や里山の整備を地域住民が行う事で
街の一体感を目指す（水路）

５ターン
『フェスタの規模が大きい町』

親・外国人
大きな催事を多く行い人が集まりやすい町

◎

主婦 随時 SNS で情報発信（パソコン）
高齢者 地域の特色を盛込んだ弁当を安価で販売（弁当販売）
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サラリーマン 町内各所に設置し快適な通信速度を確保する（Wi-Fi spot）
子供 露店の様なメニューがあるキッチン（キッチン）

以上が、各班から出た提案内容です。

次に

各班の発表内容に対する意見をまとめました

１班の発表内容に対して
肯定意見
裸の付き合いが出来る露天風呂や茶室の案はよいと思う。参道に朝市は楽
しそう。水路の源泉が神社の湧水ならなおさら良い。
否定意見
唐突に水路よりも美化対策や発電設備も考慮したい。境内ライブはゴミ問
題や参加者のモラルをかなり考慮しなければならないと思う。ライブ活動
がお互いの交流に結び付けるか疑問。遊び場よりも高齢化社会に向けた施
設を考えたい。

２班の発表内容に対して
肯定意見
奉納プロレスや奉納花火の案が斬新。レンタサイクルと足湯の組合せは素
晴らしい。
街灯照明の統一した街並みに賛同。
否定意見
現実的提案が少ない。花火の騒音や火災問題が課題。

３班の発表内容に対して
肯定意見
新旧住民の交流に対する企画が図られている。露天風呂や朝市は賛同。
境内に水神・火の神を祀り、風呂や焚火を利用しながら教化活動が出来る。
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否定意見
焚火の安全面が心配。企画が詰め込まれすぎている。

４班の発表内容に対して
肯定意見
野外活動で老若男女の交流は良いと思う。
イベントとは異なる、神社を中心とした祭りとまちづくりに賛同。
情報発信は大切。トイレの綺麗な街には賛同。
否定意見
屋形船での花火観覧は新旧住民の交流に繋がるか疑問。
町内のスピーカー告知は騒音にもなりかねない。
治安問題もかねてスケートリンクの 24 時間営業は必要ないかと。

５班の発表内容に対して
肯定意見
テーマパークの様な町は何度も行きたくなりそう。
企画内容が簡潔で解りやすかった。イルミネーションで楽しめる他、防犯
にも役立ちそう。
否定意見
街が賑やかになるのは良い事だが、併せて古くからの地域文化を守りたい。
高齢者をいかに取り込めるかが課題。

６班の発表内容に対して
肯定意見
足湯や花畑など憩いの場を新旧住民で作っていく企画に賛同。
古い街並みの企画に賛同。
否定意見
鉄棒や平均台などは安全面に不安がある。

７班の発表内容に対して
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肯定意見
子供のゴミ箱制作と設置は美化意識を養える。
神社の威厳を守りつつコンサートの開催を行いたい。
否定意見
バーベキュー会場等の集客場の問題。夜景を見ながらのサイクリングは危
険。田園風景を楽しむだけでなくもう一工夫ほしい。

８班の発表内容に対して
肯定意見
自然を生かしながらスポーツ振興で町おこし老若男女参加出来、元気な街
になると思う。
否定意見
あまり神社を意識しすぎても難しいと思う。御神木でなく新しく植樹する
事も考えたい。花や木々の手入れ方法を考えたい。

９班の発表内容に対して
肯定意見
新旧住民を杜や里山と自然林を用いての街づくり企画は賛同。
否定意見
路上ライブは騒音にもなりかねない。

※

結びに ※

各班色々な企画が掲示されました。
同じゲームなので、使用されるカード類は被ってしまいますが、参加者皆さんには、様々な提案を頂き
ました。
『もしも、まちづくりの企画を相談された時に、神職として・地域住民としてお互いの気持ちになって
提案頂けましたならば、一層良い街が出来上がるのではないでしょうか』と思いながら、今回の班別討
議の纏めとさせて頂きます。

埼玉縣神社廳 教化研修部 新井班一同
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