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匝瑳市と高校生の意見交換会概要 

 

テーマ：市長と語ろう！これからのまちづくり 

・普段の生活で感じる匝瑳市のイメージ（良いもの・悪いもの） 

・匝瑳市はこうしたらもっと良くなるのではないかと思うこと 

 

１ 日 時  令和２年１月２１日（火）１６時～１７時 

２ 場 所  市役所 市長公室 

３ 参加者  千葉県立匝瑳高等学校生徒及び敬愛大学八日市場高等学校生徒 

       １１人 

両校の引率教諭 ３人 

４ 市職員  市長 秘書課長 企画課長 環境生活課長 産業振興課長 建設

課長（代理・建設班統括） 高齢者支援課長 

５ 概 要 

 （１）開会 

 （２）市長あいさつ 

 （３）自己紹介及び匝瑳市のイメージ 

（４）意見交換会 

（５）市長御礼あいさつ 

（６）閉会 

６ 座談会の概要 

進行 

 事前に配布したシートに基づき、匝瑳市はこうしたらもっと良くなるのではな

いかと思うことについて、発表していただく。意見を発表する順番はこちらから

の指名とさせていただく。 

 最初に匝瑳高校の根津さんにお願いする。 

匝瑳高校・根津（※敬称略。以下同じ） 

 通学路の歩道が狭い。通学と通勤が重なるラッシュ時に、商店街の辺りが特に

危ないと思うことが多い。商店街には信号も少なく、車が優先されがちなので、

商店街のところに信号があったらいいなと思う。 
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進行 

 続いて関連意見ということで匝瑳高校の宇井さん。 

匝瑳高校・宇井 

 匝瑳高校の通学路だが、下校時、セブン-イレブンを越えたところの商店街の

丁字路に信号を設置したら車との接触事故が起こる可能性が低くなると思う。 

市長 

 通学で学校まで行く間の道路が危険な状態、信号や歩道があればいいと言う意

見か。 

 信号の件だが、市としても信号の設置を望んでいる。いろいろ相談しているが

条件が難しく、一部協力していただき歩道と休憩できる場所ができたが、信号は

なかなか難しい。 

建設課長代理 

 丁字路については一部整備が終わったが、まだこれから整備が必要な箇所があ

る。県道なので県土木事務所で整備をしている。県道整備がある程度済み、一定

の要件がそろったら、今度は、信号の設置については警察になるので、警察と協

議していくことになる。市としても土木事務所にお願いはしてあるが、道路が整

備できれば信号が設置できる要件に近づくことになる。 

市長 

 敬愛高校の皆さんも通学路で信号がほしいとか、歩道の拡幅をしてほしい箇所

があれば発言してください。 

 市ではその箇所を把握して、できるだけ対応したいと思う。 

進行  

次に、敬愛大学八日市場高校の久古さんにお願いする。 

敬愛大学八日市場高校・久古 

 八日市場幼稚園近くの道路で事故が多く、信号無視をする車も多く見かける。

高齢者や小学生から高校生まで、この信号を使うので危ないと思う。 

 タダヤ前の信号は、夕方の４時頃になると逆光で信号が見えなくて、車が動か

なくて人も渡ったりするので危ないと思うことが多い。 

市長 

 信号が夕方逆光で見えない場所については、警察に伝え確認してもらいたいと
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思う。 

進行 

 次に匝瑳高校の大山さんにお願いする。 

匝瑳高校・大山 

 八日市場駅の改札を出たところにある座る場所をもう少し拡張して、自動ドア

で改札に入る通路と隔離すれば、通勤ラッシュのときや、大きな荷物を持った人

や高齢者などとぶつからず、危険がなく通れると思う。 

市長 

 八日市場駅の中の施設のことか。 

匝瑳高校・大山 

 はい。 

市長 

 駅を出てから商店街の方ではなくて。 

匝瑳高校・大山 

 商店街の方ではない。 

市長 

 ＪＲと市は連携し、意見交換も行っている。若者からの意見があったことを伝

えたいと思う。 

 駅の前の環境ということで、４年前に匝りの里ができたが、立ち寄ることはあ

るか。 

匝瑳高校・大山 

 あまり行っていない。 

市長 

匝りの里については、電車を待つ間、過ごしてもらえるようにテーブルを置い

て、飲食もできるようにしてあるが、学生にも有効に使ってもらいたいと思う。

駅舎の環境についてはＪＲに伝えておく。 

進行 

 次に敬愛大学八日市場高校の伊藤さんにお願いする。 

敬愛大学八日市場高校・伊藤 

 匝瑳市内に住んでいる生徒から聞いた意見だが、バスの本数が少なく登下校に
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不便だということを聞いた。常に本数を増やすのではなく、登下校の時間に合わ

せて少し本数を増やせば、バスを使って通っている生徒も利用しやすくなると思

う。 

市長 

 私が小さい頃、５０年くらい前は八日市場駅から成田、八日市場駅から佐原、

八日市場駅から旭を経由して銚子に向かって走り、八日市場駅がバスの拠点とし

て３０分に１本くらいは３方面にバスが走っていた。乗客数が少なくなり、今で

は多古を経由して成田に行くバスのみが運行しているが市も不便を感じている。

特に学生は毎日バスを利用して通学する人もいると思う。なかなかバス会社も運

行は難しいということで、市でお年寄りや子どもたちのために循環バスを走らせ

ているが、各自治体でもバス交通については苦慮していると思う。営業の面でバ

ス会社は希望通りには動いてもらえないところもあるが、一生懸命交渉してみる。 

環境生活課長 

 多古から成田へ向かう多古本線という路線は、ジェイアールバス関東が運行し

ているが、利用者が少なく、国や県、関係市町がお金を払って存続している状況

である。利用する機会があればぜひ利用していただきたいと思う。 

市内循環バスについては、市内全域を運行しているため、１便当たりの運行時

間が長くなり本数が少なくなってしまう。皆さんの利便性がよくなるよう見直す

予定なので、また意見を聞かせていただきたい。 

進行 

次に匝瑳高校の大木さんにお願いする。 

匝瑳高校・大木 

匝瑳市内から匝瑳市外を行き来できるバスを増やしたり、運賃を安くしたりす

ることで、もっと人が行き交うことができてにぎやかな市になると思う。 

市長 

バスの本数を増やして料金を安くするということで、バス会社へ市とは別に、

学生も懇願していると申し添えさせていただく。 

進行 

次に敬愛大学八日市場高校の石井さんにお願いする。 
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敬愛大学八日市場高校・石井 

私は、観光客や匝瑳市に訪れてくれる人をもっと増やしたくて、観光地を増や

したり、“匝瑳と言ったらこれ”というものをもっとポスターとかにして改札前の

壁とかに張ったりすれば電車の中に乗っている人の目にも付くし、もっと来てく

れるのではないかと思う。 

市長 

 市でも勉強しているところを紹介する。 

産業振興課長 

 観光地を増やす。すごくシンプルで大きな話だが、これまで観光と言えば、「銚

子のとっぱずれ」のような名称や、有名人の歴史などがクローズアップされてき

たが、最近はＳＮＳを見て“こんなところに行ってみたい”というように変わっ

てきていると思う。観光という定義そのものが、今は、人との交流という形、こ

んなとらえ方を産業振興課ではしている。やり方としては今あるものをブラッシ

ュアップして何かターゲットを絞ってその部分を磨いていこうかと、常に色々な

関係機関の方と話している。 

日曜日に放送された『麒麟がくる』というＮＨＫの大河ドラマの中で、飯高神

社でロケが行われた場面があり一部使用されているが、このあと、飯高檀林でロ

ケが行われた場面が放送される予定である。 

匝瑳市の観光としては、配布したまっぷる匝瑳市を見ていただいて、他にこん

なところはどうかという声をぜひ寄せていただき、観光協会、市、商工会、いろ

いろな商店のグループなど、皆さんで盛り上げていきたいと思う。 

市長 

具体的な例は、公共施設や乗り物にポスターを張っていくということか。その

他に何かアイデアはないか。 

対外的にもっとＰＲしていけばいいということか。 

産業振興課長 

補足でよろしいか。１つは、昨年、天神山公園の「桜祭り」を復活したところ、

他県ナンバーの車などたくさん来ていただいた。このようなところをＰＲしてい

きたいと思う。２つ目は、よかっぺ祭りや八重垣神社祇園祭などでお祭りに体験

できる、参加型の企画を充実していきたい。宿泊施設の少ない中でも、体験型の
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民泊ができるなどいろいろ考えている。 

市長 

観光面について、匝瑳市は、銚子、旭と比べるとどうか。 

敬愛大学八日市場高校・馬場 

『まっぷる匝瑳市』を見たが、学校に通って２年経つが、まだまだ知らないと

ころがたくさんある。たくさんあるのにそれが若者に伝わっていないということ

は、まだまだではないかと思うので、若者が利用するＳＮＳなどを通じて発信し

てみたらもう少し観光客が来るのではないかと思う。 

市長 

そうですね。今風の手段で頑張ります。 

匝瑳高校・髙野 

わら細工など匝瑳市特有の民芸品を若者も使えるようなデザインにリメイク

して、飯高檀林などの観光地に置いてみると、外国人観光客にも喜ばれると思う。 

市長 

ありがとうございます。 

パンフレットもあるが、観光面で観光協会とタイアップして力を入れているの

が、飯高檀林と八重垣神社祇園祭、観光の柱としてはこの２つかな。 

産業振興課長 

そうですね。キャッチフレーズは「散歩のまち」。 

市長 

地井武男さんは散歩の達人で、匝瑳市を「散歩のまち」として、全国に向けて

発信しようとした矢先に亡くなられてしまった。地井さんの意を継いで、みんな

頑張っているが、まだまだ目標達成まではいかない。一生懸命頑張っていますの

で、「散歩のまち匝瑳」を皆さんにも覚えていただいて、“匝瑳は散歩をすればす

ばらしいところがあるよ”とＰＲしてくれるとありがたい。 

飯高檀林に関しては、メインの１つであり、民芸品を若者向けにデザインした

品物を置けば、若者や外国から来られた方も手に取ってくれるのではないかとい

う意見をいただいたが、このような形で飯高檀林の方にも観光資源を生かした形

でＰＲしたいと思う。 
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進行 

次に敬愛大学八日市場高校の椎名さんにお願いする。 

敬愛大学八日市場高校・椎名 

匝瑳に住んでいる友達から聞いたが、畑や田んぼなどにごみが落ちていること

が多いということだったので、ボランティアでごみを減らす運動を行ったらいい

と思う。 

市長 

ありがとうございます。貴重なご意見です。 

環境生活課長 

皆さん聞いたことがあると思うが、全国的に５月３０日ごろに「ゴミゼロ」と

いう語呂合わせをして、生活している周辺の環境美化をしようと取り組んでいる

運動がある。匝瑳市でも市内全域で７，０００人以上の人が参加して行われ、ご

みの量にすると１日で約９トンのごみが集まり処理している。その他、年間を通

じて地区ごとや、実は敬愛大学八日市場高校の皆さんにも平成２８年度、２９年

度に申し込みがあって、活動していただいたことがある。このようにいろいろな

ところで活動しているが、捨てる人がいなくならないと、いつまでもきれいには

ならない。ただ、１回捨てられてしまうとごみが集まり、他の人もこの捨てられ

たところに捨てるということがあると思うので、地道な活動だが環境美化の活動

をしている方も大勢いる。この他に、市では「ポイ捨て厳禁」や「罰金が掛かる」

と記載のある看板を希望があれば配布しているが、本当は看板が無くてもきれい

になっていれば一番ごみが捨てられない環境になると思うので、そこを目指した

いと思う。 

市長 

意外とポイ捨てする場所は決まっている。捨てやすいのか、死角があるのか。

捨てられている場所があればまた連絡してください。 

進行 

次に敬愛大学八日市場高校の園部さんにお願いする。 

敬愛大学八日市場高校・園部 

通学路に街灯が少なく、夜危ないので街灯を増やしてもらいたい。 
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環境生活課長 

市では防犯灯を設置しているが、市の基準では８０メートルに１箇所という基

準で設置している。“ここはずっと真っ暗だったな”というところがあれば、市で

確認し、設置したいと思う。市街地の方は、５０メートル間隔で設置されている

が、防犯灯で対応できる場所については、連絡をいただければ市で対応したいと

思う。特に人通りのないところや人家のないところで、真っ暗で怖いと思うとこ

ろがあれば教えていただきたい。 

市長 

学校を通じてもいいし、市役所の１階ロビーに置いてある「まちづくりご意見

箱」や、毎年広報５月号に「市長への手紙」を折り込んでいるので、ここが暗い

というところがあれば遠慮なく言ってください。調べさせていただいて、やれる

ことはやりたいと思う。 

進行 

次に敬愛大学八日市場高校の馬場さんにお願いする。 

敬愛大学八日市場高校・馬場 

高齢化が進んでいるため、若い人が“匝瑳市に来たいな”と思える建物や、若

者が好きな場所を造った方がいいなと思う。銚子は、最近だと犬吠テラスが学生

を中心に若い人たちに広まっていて、少し人数が増えてきているという話を聞い

た。匝瑳でも若い人は行くところが決まってしまうので、もう少し分散させる感

じにしたらいいのではないかと思う。 

市長 

若者が集まれるような施設で何かあるか。 

企画課長 

人口が減るということは、市町村としてはマイナスで、税金も少なくなるが、

にぎわいがなくなってしまう。ご意見をいただいたように若い人が元気にみんな

集まれる場所はすごく大事だと思っている。皆さんがどのようなところを必要な

のか課内でも話をするが、皆さんはどのようなところがあれば、ぜひ行ってみた

いと思うか聞かせてもらいたい。 

市長 

馬場さん何かあるか。このような施設がほしいとか。 
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敬愛大学八日市場高校・馬場 

私は、趣味が御朱印集めと野球観戦なので、御朱印であれば、匝りの里に飾っ

てあるものくらいしか知らなくて、その場所がよく分からないので分かりやすく

するとか。野球は春、夏、秋にぎわうが、匝瑳市でもできたらもう少し人が来る

のではないかと思う。 

市長 

他に何か若者が集まるため、また、自分だったらこういう施設がほしいとか何

か皆さんありますか。 

敬愛大学八日市場高校・馬場 

ＳＮＳの影響力はすごく大きいと思う。若者がやるようなインスタグラムであ

れば写真映えするものを投稿して、それが拡散されて匝瑳市を知るきっかけの一

つにもなるかと思う。 

市長 

ＳＮＳという方法で拡散していくということか。前回、やはりＳＮＳで拡散し

てはどうかという意見もあった。やはり若者はこのような手段で情報を拡散して

いくのが主流なのかな。新しい手法で若者の気持ちを捉えていくことが大事のよ

うだな。 

他にありますか。ショッピングセンターやショッピングモールはみんな希望し

ているが、なかなか難しい。 

進行 

それでは最後に匝瑳高校の髙野さんにお願いする。 

匝瑳高校・髙野 

 １点目が、大きな工場など若者の働く場所を誘致したら若者が市にとどまり、

少子高齢化を少しでも改善することができると思う。 

 ２点目が、海岸付近の景観がよくなれば、活気を取り戻すことができると思う。 

 ３点目が、高齢者の方々のふれあいの場を増やせば、市全体の雰囲気がより明

るくなり、一体感が強まると思う。 

市長 

 私のマニフェストにも書いてあるが、努力はしている。若い人の働く場所やお

年寄りのふれあいのできる場所、観光面で景観の素晴らしいまちにしたいという
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ことは、私が先頭に立ってこれらの問題について検討している。時間は掛かるが

努力させてもらう。 

進行 

その他、自由な意見として何かあればお願いしたい。 

敬愛大学八日市場高校・伊藤 

学校に自動販売機があるが、そのペットボトルのキャップを集めてワクチンに

変える取り組みがある。生徒会でキャップを送るのが難しいので、市が一括でペ

ットボトルのキャップを集めて、団体に送れるような取り組みがあればいいなと

思う。 

市長 

学生からの要望だが、市の方では窓口はないのか。キャップを送るのは大変か。 

敬愛大学八日市場高校・伊藤 

はい。学校だけではなく市民の皆さんにも集めてもらうことができないか。 

市長 

各家庭でやっているところを見るが、各家庭はどこかへ集めるのか。 

敬愛大学八日市場高校・伊藤 

各家庭でも集めても、どこに送ればいいのかわからないとかあるなら、集める

場所があれば気軽に持っていくことができるのかなと思う。 

市長 

では、研究させてください。収集の経路など検討してみます。 

難しいのであれば、次どうしたらいいかということも検討しましょう。 

敬愛高校ではキャップは集まるのかな。 

敬愛大学八日市場高校・伊藤 

まだ、取り組みは始めていませんが、新年度から取り組みたいと思っている。 

市長 

頑張ってください。 

匝瑳高校校長 

 今の件で、匝瑳高校のＪＲＣ部が学校で集めて送っている。 

市長 

それでは、匝瑳高校に相談してみてはどうか。 
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教えていただくかもしれないので、その時にはよろしくお願いしたい。 

進行 

それでは時間も定刻となるので、以上をもって、意見交換会を終了とする。 

 

以上 


