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総合計画 2005～2015のポスターが主に自然重視で写真
が 7枚のうち、4枚自然、2枚人が入って、1枚小湊でし
た。次のポスターを作るときに考えている内容って何で
すか（市） 
 
人口 なぜ人口が減っているのか 
人口 どうして人が減るのか？ 
人口 人口がなんでへるんですか 
人口 人口がなんでへるんですか 
人口 どうして人口はどんどん減っていってしまうのか 
人口 なぜ市原市の人口は減少すると予測されているの
ですか？ 
人口 どうすれば市原市の人口が増えていくのか 
 
少子化・高齢化 高齢者はなぜ増え続け、子供は減って
いるのか 
少子化・高齢化 なぜ 2040年には子供の数が減るの？ 
少子化・高齢化 なぜ若い人たちが増えないんですか？ 
少子化・高齢化 今後高齢者が増え、子供の人口が減ると
いうことを防ぐにはどうしたらいいの？ 
少子化・高齢化 人口ピラミッドが逆三角形にならないよ
うにするにはどうしたら良いのか 
少子化・高齢化 なぜ高齢者が増えているのか 
少子化・高齢化 なぜ高齢者が増えているのか 
少子化・高齢化 なぜ高齢化が進んでいるのか 
少子化・高齢化 高齢化に対しどのように対応するか 
少子化・高齢化 高齢化が進んでいる中、孤独死などが
ありますが、そのための対策を市で何か取り組んでいま
すか（市） 
 
南部 なぜ南部は人口が少ないんですか？ 
南部 人口が減少していっていますが、なぜ南部の方が
減ってきているのですか？ 
南部 なぜ、北の方に人が住み、南の方に人が住まなく
なっていくのだろうか？ 
南部 なぜ北部の方へと人が集まってしまうのですか？ 
南部 南部の方が人口が少ないのはなぜか、また、対策
はあるか？ 
南部 なぜ北部と南部の差ができてしまったのですか？ 
南部 なぜ市原市の北には人がいっぱいいて、南はなぜ
人数が少ないのか？ 
南部 なぜ北部と南部で人口や施設の差が激しいのです
か？ 
南部 このまま人口が北部にいくと、南部はどうなって
しまうの？ 
南部 今後、北の方に人口が集まっていくと、南の人達
はどうなってしまうのか？ 
南部 なぜ都会に集まるのか？ 
南部 北に人口が多くなるのは、都会が近いからという
のもあるが、新しい土地ができたからではないか？ 
南部 人口の減り方が大きい南部で、使われない土地を
どう活用していくのか？ 
 
仕事 人口が 2割減るのに、働く人はもっと減っているの
はなぜですか？ 
仕事 定年退職をなくしたらどうか。 
仕事 なぜ若者は働こうとしない？ 
仕事 今、働いている人はどこにすんでいるのか 
仕事 職業の後継者をどう育てるか？見つけるか？ 
仕事 医療・福祉分野をのぞいて他の産業の働く人を増
やすためにはどうすれば良いのか？ 
 
子ども 少子化なら生産すればいいのでは 
子ども 子どもが減るけれど待機児童もこれから少子化
で減っていくの？ 

子ども 保育対象の数が減って入れなくなった児童の対
処法はあるのですか？ 
子ども 保育に関する人たちが減らないのはなぜ 
子ども なぜ保育所とかをつくらないの 
子ども どうして保育所が少ないのか 
子ども 保育所は今のところ何か所足りないんですか
（市） 
子ども 子育てをしている家庭への支援って何をしてい
るの（市） 
 
学校 教員数は保たれて子ども達は減少する、これって
全体的にいいこと？悪いこと？ 
学校 学校等の教育者は高齢化が進んでいるのか 
学校 小中学校などの先生が減ると、先生たちの人件費
は減るのですか 
学校 学校が南に少ないのはなぜ？ 
学校 少人数の学校同士を合併することはできるか 
学校 廃校になった学校はそのあとどうなるんですか？ 
学校 廃校となった学校はどのくらいあるか、また、再
利用できる状態か（市） 
学校 市原市の小中学校はこれからもっと統合するのか、
お金をかけて作っても南方面の一貫校はまた閉校するの
ではないか（市） 
 
医療・福祉 高齢者とかで介護が必要になって手がまわ
らなくなったりしたらどうするんだろう 
医療・福祉 南部の医療施設をどう増やすか 
医療・福祉 なぜ都会に病院などが集まるのか？ 
医療・福祉 看護師さんの数はどうなるのですか？ 
医療・福祉 医療・福祉分野で働く人はなぜ増えている
のか 
医療・福祉 なぜ医療・福祉分野で働く人は 110.3%と
100%をこえているのか？ 
医療・福祉 なぜ、いりょう関係は、将来増えるのか 
医療・福祉 医療・福祉分野で働く人は増えているのか 
医療・福祉 医療・介護士が足りなくなったら、家で介
護するほかにできることは？ 
 
自然 どうして市原の南部はあんなにも自然が豊かなん
ですか。 
自然 なぜもっと自然にふれようとしないのか？ 
自然 今自然に手がつけられない所がありますが、市で
対策を考えていますか。（市） 
自然 市全体で自然に関することでとりくんでいること
はありますか。（市） 
自然 農林業の後継者を探さないのか？ 
  
農業 義務教育のように農業を義務にはしないのか。 
農業 なぜ、農業をやっている人が減っていくのだろう
か。 
農業 農業と仕事を両立させることってできますか。 
農業 なぜ、農業をやる人が少なくなってきているので
すか？ 
農業 今、田んぼや畑を持っている人が、出来なくなり、
次の後継者もいなくなってしまった場合は？ 
農業 企業で、日にちで農業と仕事をすれば、作ってな
いところはへるし、農業ができると思います。 
農業 農業で働く人を増やせば耕作放棄地率が減るのか。 
農業 農業で働く人が減るにあたって農業での人口を増
やすにはどうしたらいいの？ 
農業 農作物がつくられていたところは再利用するには
どんなことに適しているか？ 
 
森 材料は、住宅用にした時の金額と、チップにしたと
きの金額は、どちらが高いか。 



森 なぜ、森をしっかりと守ることができなかったので
しょうか。 
 
空き家 空き家は再利用できる状態か 
空き家 なぜ地域によって古い家とそうでない家がある
のか 
空き家 あきやの有効な利用方法は？他の地域の取り組
みは？ 
空き家 空き家はどうして増えるのか？ 
空き家 空き地にソーラーパネルを置いたらいいと思い
ます 
空き家 なぜ、田舎のほうは、家の面積が広いのですか 
空き家 今は新しい家がどのくらい建てられているのか 
空き家 空き家はどのくらいあるのか 
空き家 空き家が増えているが、どう対応するか 
空き家 空き家が増えていくのはなぜ？ 
空き家 空き家が多くなるということは人口減少のため
なのか 
空き家 空き家・空き店には市はどんな対応をしているの
か？ 
空き家 全国より多い市原の空き家についてどんな対策
がとられていますか？（市） 
 
店 人があまりいない場所にショッピングセンターをつ
くるとどんなデメリットがあるのか？ 
店 なぜ専門店があるのに閉まっているのか？ 
店 なんで専門店のじゅようがなくなっていってしまう
のか？ 
 
交通・鉄道 交通空白地域を無くすにはどうしたらよいか 
交通・鉄道どうしたら買い物難民が減るのか？ 
交通・鉄道“買い物難民”という言葉ははじめて聞いた
んですけど、くわしくいうとどのようなことですか？ 
 
小湊鐵道 電車はなん駅あるのだろう 
小湊鐵道 こみなとは、どこまで、つづくの？ 
小湊鐵道 なんで小みなとてつどうに乗ったらすぐに田
んぼがみえるの？ 
小湊鐵道 小湊鐵道はなぜふつうの電車より遅いのか 
小湊鐵道 なんで小湊鐵道に乗る人が少なくなってきて
いるのですか？ 
小湊鐵道 小湊鉄道の利用者が減り、廃線になるというこ
とがあるのだろうか 
 
ごみ 廃棄物をつくりかえて使うことはできないのです
か。 
 
温暖化 なぜ最近は温暖化が進んでいるのですか 
温暖化 温度を上げていくとなぜいろんな物ができるの
か 
温暖化 地球温暖化を防ぐためには木を植えるのが良い
と思いますが、その土地はあるのか 
温暖化 温暖化で農業への影響以外に他のものには何か
良いことはあるか 
温暖化 どうしたら温暖化を防げるのか？ 
温暖化 温暖化を防ぐにはどうするのか？ 
 
ゴルフ なぜゴルフ場はたくさんあるのか 
ゴルフ ゴルフ人口が減るというのは、高齢者が増えてい
けば、ゴルフ人口も増えるのではないか？ 
ゴルフ ゴルフ場が減ったら何が問題になるか分かりに
くかったです 
ゴルフ なぜ市原市中にこんなにゴルフ場があるのか（市） 
ゴルフ 市原市はこんなになぜゴルフ場が多いのか 
ゴルフ なぜゴルフ場が増えてしまったのですか 
  
財政 なぜ集めたお金より、使うお金の方が多いのか？ 
財政 これからの市原市の負担は、どうすればなくなる
のか？ 

財政 どうして歳入が減るのか？ 
財政 病院や学校を 1 つ増やすのにどのくらいお金がか
かるのか 
財政 市原市の借金はあるか、ないか。あるとしたらい
くらあるか？（市） 
財政 市の収入を未来の借金への貯金とできるか？ 
 
牛久 どうして上総牛久周辺の店は閉っていることが多
いのですか？ 
牛久 牛久はどうして古いたてものが多いのか？ 
牛久 牛久はなぜ空き家は古い家が多いのか 
牛久 2040 年の上総牛久はなぜこんなに人口が減って
しまうのか？ 
牛久 牛久を発展させるために、市や私たちはどうすれ
ば良いか？（市） 
 
内田 内田未来楽校は、今、守られているが、将来、今の
方が出来なくなった時はどうなるのか？ 
内田 内田未来楽校の木造建築を昔のままの状体に温存
している秘作は？ 
内田 なぜ、今、内田未来楽校では子供がいないんです
か？ 
内田 校舎は建 90年ほどと言われましたが、火災や地し
ん、木のふしょくで校舎がたおれたりしないようにどう
いう対策をしていますか？ 
内田 内田未来楽校は、どうしてもう古いのにずっと立っ
てられるの？ 
内田 どうして内田小学校は廃校になっても壊されずに
残ったんですか 
内田 なぜ内田小学校は廃校になったのか？廃校にしな
いで使い続けられなかったのか 
内田 内田未来楽校のような、木造の校舎は、雨とか降っ
てもくさらない？ 
 
残す 市原市の歴史や建物を守っていくために 2015年現
在の私達は何をしたら良いか 
残す なぜ、昔の物をのこすのか 
 
石油 石油などの少ない資源を、大切につかうために、今、
何からはじめればいい？ 
石油 出光のマークのゆらいは？ 
石油 なんで日本では石油が生産できないの？ 
石油 このままだと石油を使ってる 23ヶ所のせいゆしょ
は減るんですか？ 
石油 なぜもとの石油は真っ黒なのか 
石油 なぜ原油からたくさんの種類ができるのか 
石油 なぜ、LP ガス、ガソリンナフタ、灯油、軽油にわ
かれているんですか？ 
石油 どうして石油をたくさん使うのですか？ 
石油 出光興産設備（パイプ等）赤錆がすごかったが老朽
化？安全性大丈夫か？ 
石油 出光興産はいつからあるのか。 
石油 どうして日本から石油がでないんですか？ 
 
トイレ トイレをもっとキレイにしてほしいです。 
 
ヅラ ヅラはあらえるんですか。 
ヅラ 明日のヅラは変わりますか？ 
ヅラ ヅラはどこで買いましたか？ 


