
2016年11月23日 OPOSSUM・八千代市 

シェアハウス

防災対策をよく

空き家活用 維持・更新 

学生・若者 

イベント 

団地のホテル化
団地のホテル化

働く人を増やす 働く場所をつくる 

放棄地を活用 みんなで作る 

外から入れる PRする 後継者を増やす 

給料を上げる 

農業体験を小中学校でと
り入れる

野菜のブランド化

農家を増やす

市営借農園

畑を貸し出す

農業のよいところを伝える
（料理とか）

農業従事者への手当をよ
くする

農業従事者への手当を充
実させる

農業体験を小中学校でと
り入れる

農業の人手不足を外国人
や機械で補う

農業のよさをアピールし若
者の農業者を増やす

耕作放棄地を再利用する
（別な使い方で）

若い人の農業への興味

農家出身でなくても後継
者になれるようにする

農業（特に梨）をもっとア
ピールする

放牧

八千代のニンジンのブラ
ンド化

農業の人手不足外国人で
補う

農業従事者への手当を充
実！

農業系学校をアピールし、
後継者不足解消へ！（後
継者探し）

他市・他県の若い人から
農家のインターンシップ受
け入れ

若い人が農業に興味をも
つようなイベントなどを開
催

小作農レベルでも売れる
ように

農地の多いところに道路
を増やす

農業体験促進

人参のブランド品を作り、
財政と自給率を上げる

みんなでお米作りをする

特産物などをブランド化す
る

特産品をつくる

つながりを増やすのと、放
棄耕作地を減らし自給率
を上げるため、近所の人
全員で米をつくる

学校に耕作放棄地を与
え、学校ごとに米をつくる

耕作放棄地を必要なもの
を作るところに変える

第一次産業の従事者を公
務員とみなし、給料を一定
にする

やちよ未来ワークショップでの政策提言 
農業 

観光業として寺や梨園等
を整備

職を増やす

名産物を増やす

人を集める

外国の方を受け入れて一
緒に働く

観光物をアピールする

観光名所をつくる

企業の誘致

商店街を学生に使っても
らう

商店街を賑やかに商業の充実 商業、創業支援の充実

商店街の活性化のために
全国的に有名な店を商店
街にとり入れる

商店街のエリアマネジメン
ト

商店街に新しい店を呼び
込んで経営させる

商店街などの活気を取り
戻す

町おこしをする観光地を作る

若い人がちゃんと仕事に
就けるように対策をとる

外の人を安い（外よりも
高）賃金で雇う

ホームレスを雇う

企業を誘致 給料を上げる

学生による移動商店

海外からの働き手を増
やす

産業で人手が足りないも
のは輸入に頼るしかない

町おこしをする観光地をつくる

求人票をつくる

ブランド化 

商業・商店街 

産業 

観光・特産品 

市で温泉をほる

団地の先進化

交通をよくする 東葉高速を安くする

日本全国と取引をする

主要な駅から公共施設へ
のアクセスをよくする

団地内にスーパーやコン
ビニを作る

団地で集まるところを作っ
てイベントをやる

団地全体でお祭りなど活
気が出る何かを実施する

古い建物を立て直す

設備を新しく

団地を学生向けのアパー
トにする

団地の交通の便を良くし、
若者の増加を目指す

団地の周りにスーパーや
コンビニをつくる

団地のホテル化

建物をリフォームして新し
い入居者が来るようにす
る

若い人が来るような街
（ベッドタウン）にする

団地に避難のときに上か
ら下へ一気に下れる装置
を作る

団地内で、住民参加のイ
ベントをつくる

団地で祭りなどのイベント
をしてコミュニケーションの
場を作る

団地内で住民参加イベ
ントを行う

ニュータウンに入居条
件設置

団地の周りにスーパー
やコンビニを建てる

家賃の値上げ

市の職員住宅として空
き家を安く借り上げる

空き家をホームレスに

空き家を老人ホームや
保育園に

民宿サービス

人が住む老朽化した建
物に対し定期的に検査
をする

建物を増やさず費用を
抑えるために、使わなく
なった施設・建物を、使
う建物にする。

建物のブランド化

バスを工夫する

東葉高速を安くする

団地 

ニュータウンの入居条件を
設定し、幅広い年齢層を
入れる

民家にする

空き家を安く学生に貸し出
す

空き家をホームレスにあ
げる

空き家などを老人ホーム
に再利用

犯罪に対する注意喚起 防犯カメラを多数設置

安全な歩道をつくり、お年
寄りと小学生が歩くイベン
トをつくる

道を明るくする

散歩道に綺麗なベンチを
設置する

学生の通学を見守る（信
号とか）

小中高生の買い込みへの
パトロール強化

建物 

防犯・防災 

交通 

犯罪に対する注意喚起 災害時のルートを確認（地
域で）

民宿

ホームレスを会社員に。会
社で育成し雇う

ホームレス教育・育成

空き家を使って老人ホー
ムまたは保育園、幼稚園
代わりにする

中2女、中3女×2、高1男×2 中3女、高1女、高2男、高2女、高3男 
中2女、中3男、中3女、高2女、高3女 中2女×2、中3男、中3女、高2女 



育メン・パパ友 

シェアハウス 

孤独防止 健康 

高齢運転 

介護 

ロボット 多世代交流 

ソフト 

ハード 

異文化交流 

八千代の宝くじ販売
八千代市の宝くじをつくる

65歳以上のドライバー
にアイサイト搭載車購入
補助を市で出す

会社のなかに子供を預け
られる場を作り、女性が子
育てにより仕事を辞める、
休むことを減らす

性別に関係なく働けるよう
にする

他の市から人が来てくれ
るようにする

高齢者何人かで一緒に住
む

地域の一体化を進める

高齢者を一人にしない

独居老人への声かけ

子育て世代と高齢者の交
流の場

高齢者と周りの人が交流
できる場をつくる

ボケ防止に将棋やマー
ジャン大会など

午後のラジオ体操（集ま
る）

スマホ・インターネットで地
域の集まりを呼びかけ

公共の施設は当番制で掃
除する

定期的に地域でのゴミ拾
いやお楽しみ会をおこな
い、交流を深める

お金を増やす

財政をよくする

介護施設をもっと増やす

高齢者の生きがい（能力
など）発揮できる場所

高齢者の合コン

介護の充実

他の市と助け合う（協力）

八千代富くじの販売

全国のいい政策を取り入
れる

市の魅力をHPにアップす
る

八千代の歴史を世界に売
る

魅力的な場所、人の来て
ほしい所など写真をHPに
掲載

SNS活用

市営リサイクルショップを
作る

いい印象をつくる

高齢になっても週3などで
少しだけ働く（働く人が増
え、人とのつながりもでき
る）

高齢者の積極的育児参加

老人のリハビリを公園で
行う。その為に、公園をつ
くる。

週一ペースで高齢者が集
まるイベントか何かを催す

65歳以上のドライバーに
アイサイト搭載車購入補
助券を出す

午後のラジオ体操

（大人の）出会いの場をつ
くる

文化サークル

子供が遊べる場所を作
り、祭りなどでもアピール
する

ママ友などをつくり、パパ
友もつくる！

コミュニケーションの場を
とる

若い人から高齢者までの
人びとが交流する場をつく
る

児童と老人とで交流会を
行う

生徒数が少ないなら、そ
れに合わせて今と教育方
針を変えてみる

廃校になった学校を介護
老人保健施設にする

少子高齢化への対策とし
て、保育園、幼稚園などの
増設

異文化交流の場を設ける
文化共生マニュアルの作
成（両国に）

税金を積み立て方式に！

SNSの活用

SNSの活用活用（必要なと
き、必要な場所に、必要な
支援を）

ロボットなどをつくり、医療
に活用

機械の発達

ドラえもんに近づく 医療進歩

八千代市に移り住む人を
増やすために、都市化と
自然を守ることの両立

川を綺麗に（新川下り！）

新川などの水をきれいに
する（自然を整備する？）

バイオマス利用の促進

ごみのなかで使えるもの
などを分けてリサイクルに
回したりなど

市営リサイクルショップの
設立

文化遺産をもっとアピール
する

外のよい政策をとり入れる

ゆるキャラ作成

定期的にお年寄りの車
免許をもつ人に講習や
試験

介護士の働く環境を良く
する

医者余る分、在宅ケア
の方にも力を入れる

孤独の増加を防ぐため
に、福祉・介護パート
ナーをつける

ロボット・機会の発達→
医療・介護に役立てる

高齢者が子供の面倒を
見てくれるような施設

介護の必要ない高齢者
（元気な人）が増えるよ
うに運動サークルなど、
楽しめるものを増やす

若い人と高齢者の交流
の場をつくる

公民館等で行事運営

近所に住んでいる人と
のコミュニケーションを
推奨する

在宅介護をしている人
同士のコミュニティを作
る

高齢者介護に外国人起
用

週1で電気止める

むだな水、電気などの、節
約の呼びかけ

創エネルギーで市全体の
電気代を浮かせ施設建設
などのお金にまわす！

再生可能エネルギーの規
模を大きくして値段を下げ
る

創エネルギーについて
太陽光パネルを家購入の
際に義務付ける！

木を植える
ゴミ処理場の移転

リサイクルショップ

小中一貫校を推進小学校の先生も分業化

校外学習などで市の歴
史的名所をまわる！

学校の歴史の授業もし
くはHPなどに歴史の話
をもりこむ

高齢者のシェアハウス

お店を利用してコミュニ
ケーション

街コン

大学創設→まちづくり

若者が暮らしたいと思う
ような街にして税収を安
定させる

サテライトキャンパスの誘
致

ママ友だけでなくパパ
友も集まれるように

お父さんたちも、子供に
ついて学べる場所をつく
る

女性も躊躇なく働ける
八千代

女性が働きやすい環境
づくり！！

主婦が子育てしながら
働ける環境を整える

植林イベント化

ストックマネジメントの
活用

SNS・メディアの利用

経常収支の見直しその
年に合わせる

税金を積立式に

一つの家ごとに太陽光パ
ネルを設置する

性別に関係なく働けるよう
にする

老人のリハビリを公園で
行う、そのために公園をつ
くる

高齢者同士でシェアハウ
スをして、認知症・孤独死
を防ぐ

高齢者の自動車運転に厳
しくして、事故を防ぐ

介護士などの社会手当を
手厚くする

コンビニをコミュニケーショ
ンの場とする

市営のリサイクルショップ
をつくる

運動場の整備

過疎地域を少しずつ都会
に近づけて過疎化を抑え
る

地元の中学高校と連携

子どもに興味を持ってもら
えるような工夫をする

子どもを公民館などであ
ずかる

子どものころからたくさん
体験をさせる

見回りなどで近所との付き
合いを増やす

人を呼び込む

ポケモンGoと協力する

町の雰囲気を利用したも
のをつくる

インターネットの制限
SNS等の取り締まりを厳し
くする

厚生労働省が何とかする

農林水産省が何とかする 文部科学省が何とかする

トイレの和式をなくす

環境省が何とかする

ごみ 

自然 エネルギー 

コミュニケーション 

高齢化 教育・こども 

子育て環境・女性労働 

PR・広報 

人口維持 

政策 

財政 

その他 
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