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Ⅰ．市民まちづくりワークショップの概要

１．開催の目的

勝浦市では、現在、令和 5年度からのまちづくりの指針となる新たな総合計画の策定を行

っており、策定にあたっては、市民のみなさまの視点を大切にしたいと考えています。

そこで、各施策分野の課題や、施策に活かすべき市の強みなどについて活発に意見を交換

し、まちづくりの方向性を市民のみなさまと行政とが一緒になって考える場として、本ワー

クショップを開催しました。

２．参加者

「広報かつうら」等を通じた公募に対して応募いただいた 12 名の市民。

（50 音順・敬称略）

赤 間 秀 弘

淺 野 由美子

石 田 由 子

井 上 和 彦

遠 藤 陽 子

佐々木 教 道

鈴 木 基 之

関 裕 仁

田 中 秀 幸

中 林 靖 晴

堀 口 智 子

山 下 まり子

３．開催方式

新型コロナウイルス感染リスク排除の観点から、第 1回から 5回までをＺｏｏｍを使った

オンライン形式で開催し、12 月 3 日に開催した第 6回（最終回）は新規感染者数の少ない状

況が続いていることを踏まえ、十分な感染対策を講じたうえで市役所会議室にて対面式で開

催しました。
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４．開催経過

5 月～

・新型コロナウイルス感染リスクを避けるため、Ｚｏｏｍ使ったオンラインでの開

催を決定しました。

・オンラインワークショップへの市民のスムーズな参加のサポートを目的に、オ

ンライン練習会を開催しました。

・「広報かつうら」紙等により、参加者を

募集しました。

・応募いただいた 12名の市民をワーク

ショップ参加者として決定しました。

広報かつうら 5 月 14 日号 →

8 月 19 日

市民まちづくりワークショップ参加者募集開始

オンライン練習会

8月 31 日

10 月 4 日

9 月 17 日

10 月 27 日

11 月 17 日

12 月 3日

・「産業・経済分野」の勝浦市の強み、課題、および今後取り組むべきことにつ

いて話し合いました。

第 1回：「産業・経済分野」

・「保健・医療・福祉分野」の勝浦市の強み、課題、および今後取り組むべきこ

とについて話し合いました。

第 2回：「保健・医療・福祉分野」

・「生活環境・自然環境分野」の勝浦市の強み、課題、および今後取り組むべ

きことについて話し合いました。

第 3回：「生活環境・自然環境分野」

・「教育・文化分野」の勝浦市の強み、課題、および今後取り組むべきことにつ

いて話し合いました。

第 4回：「教育・文化分野」

・勝浦市で進めるべき「協働」と、勝浦市における「あるべきＳＤＧｓの推進」に

ついて話し合いました。

第 5回：「市民参加・協働」、「ＳＤＧｓ」

・初めて対面式で開催しました。第 1回から 5 回までのワークショップを振り返

り、今後進めるべきまちづくりについて意見をいただきました。

第 6回：「これからのまちづくりについて」
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Ⅱ．オンライン練習会

１．オンライン練習会開催の経緯

千葉県内の新型コロナウイルス感染が収束をみないなか、本ワークショップ参加者のみな

さまがオンライン会議の参加に必要な通信環境を備えていることを確認のうえ、当面の市民

まちづくりワークショップをＺｏｏｍを使ったオンラインで開催することとしました。

オンライン会議については、習熟度に個人差があることから、ワークショップ当日の円滑

な意見交換を実現すべく、事前に操作面の練習会を開催しました。

２．オンライン練習会の開催概要

日 時 ：令和 3年 8月 19 日 10：00～11：00

ＷＥＢ会議システム ：Ｚｏｏｍ

参加者人数 ：10 名

練習会内容 ：練習メニューはオンライン会議初心者を想定した内容とし、主に

Ｚｏｏｍミーティングにおける基本操作（音声・画像の設定、チャ

ット機能の使用など）の習得とオンライン上の対話に慣れることに

重点を置いたプログラムを提供しました。

また、事前にＺｏｏｍに関するマニュアルを作成・配布し、練習会

当日のアクセスや操作習得をサポートしました。

■事前配布マニュアル

■オンライン練習会プログラム
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Ⅲ．第１回「産業・経済」

１．開催概要

２．プログラム

日 時 令和 3年 8月 31 日（火） 10：00～12：00

開催方式 オンライン会議（Ｚｏｏｍ）

参加者数 11名
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３．テーマ関連情報の提供

Ø 第 1回の開催冒頭では、人口減少と高齢化の進展をはじめ、第 2回以降の開催分を含

むすべてのテーマに関わる社会経済動向について紹介しました。

Ø 総合計画策定にあたって、本ワークショップと同様にひろく市民の意見を確認すべく

実施した市民アンケートの結果のなかから、第 1回のテーマである「産業・経済分

野」に関連する以下の事項を紹介しました。

①産業・経済分野に関連する施策は、「漁業の振興」を除き市民の満足度が全施策平

均より低い。そのなかで「商工業の振興」と「観光の振興」は重要度が全施策平均

より高いことから、多くの市民にとって取り組みの優先度が高い施策分野と言え

る。

②市の産業振興に重要な施策として、「水産・漁業の振興」と「商店街の活性化」と

の回答が多い。

③自由意見では、「事業者誘致」と「観光振興」を求める声が目立った。

■情報提供資料
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４．主な意見

（１）「産業・経済分野」の勝浦市の強みと問題点

（２）「産業・経済分野」の勝浦市で今後取り組むべきこと

※意見の詳細は別添「各回の意見詳細版」に掲載
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Ⅳ．第２回「保健・医療・福祉」

１．開催概要

２．プログラム

日 時 令和 3年 9月 17 日（金） 10：00～12：30

開催方式 オンライン会議（Ｚｏｏｍ）

参加者数 8名
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３．テーマ関連情報の提供

Ø 市民アンケートの結果のなかから、第 2回のテーマである「保健・医療・福祉分野」

に関連する以下の事項を紹介しました。

①保健・医療・福祉分野に関連する施策は、「障害者福祉の充実」を除き満足度が全

施策平均より高い。また、「地域福祉の充実」を除き、重要度は全施策平均を上回

っている。特に、「保健・医療体制の充実」の重要度は他の施策を大きく引き離し

てトップで、「高齢者福祉の充実」と「子育て支援・児童福祉の充実」の重要度も

全施策平均を大きく上回っている。

②「出産・子育て支援」において重要な施策として「経済的負担の軽減」と「小児医

療サービスの充実」との回答が多い。この分野に関する自由意見では、雇用と賃金

の確保が重要との声が目立った。

③高齢期について約 8割の人が不安を抱えており、不安な理由として「自身の医療

介護」を挙げる人が目立った。この分野に関する自由意見では、「移動手段確保」

と「交流・社会参加機会」を求める声が目立った。

■情報提供資料
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４．主な意見

（１）「保健・医療・福祉分野」の勝浦市の強みと問題点

（２）「保健・医療・福祉分野」の勝浦市で今後取り組むべきこと

※意見の詳細は別添「各回の意見詳細版」に掲載
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Ⅴ．第３回「生活環境・自然環境」

１．開催概要

２．プログラム

日 時 令和 3年 10 月 4日（月） 10：00～12：30

開催方式 オンライン会議（Ｚｏｏｍ）

参加者数 12名
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３．テーマ関連情報の提供

Ø 市民アンケートの結果のなかから、第 3回のテーマである「生活環境・自然環境分

野」に関連する以下の事項を紹介しました。

①施策満足度については、高い水準の「消防・防災体制の充実」、「防犯・交通安全対

策の推進」と低い水準の「計画的な土地利用」、「道路・交通基盤整備」とに 2極

化している。重要度については「道路・交通基盤整備」、「防犯・交通安全対策」、

「消防・防災体制」、「上水道」が高い水準である一方、「公園・広場整備」と「環

境保全、循環型社会形成」は全施策平均を下回っている。

②自然環境を活かしたまちづくりに大切な施策として「豊かな自然の維持」がもっ

とも多い。この分野に関する自由意見では、「ごみマナー改善」と「街並み・道路

の景観整備」を求める声が目立った。

③市民の防災対策の取り組み状況では、非常時の持出品準備など個人単位の対策が

浸透している一方、地域としての防災体制構築が不十分な様子が窺える。

④市が注力すべき防災対策としては「災害時の情報伝達体制整備」を挙げる回答が

多い。

⑤防災に関する自由意見では、「要支援者対策の強化」や「地域の協力体制充実」を

求める声が目立った。

■情報提供資料
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４．主な意見

（１）「生活環境・自然環境分野」の勝浦市の強みと問題点

（２）「生活環境・自然環境分野」の勝浦市で今後取り組むべきこと

※意見の詳細は別添「各回の意見詳細版」に掲載
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Ⅵ．第４回「教育・文化」

１．開催概要

２．プログラム

日 時 令和 3年 10 月 27 日（水） 10：00～12：30

開催方式 オンライン会議（Ｚｏｏｍ）

参加者数 9名
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３．テーマ関連情報の提供

Ø 統計でみると、小学校は「人口当りの学校数」、「児童数に対する教員数」が県内市町

村平均より充実しています。一方、中学校は「人口当りの学校数」で県内市町村平均

に劣後しています。

Ø 市民アンケートの結果のなかから、第 4回のテーマである「教育・文化分野」に関連

する以下の事項を紹介しました。

①満足度についてはいずれの施策も際立って高い水準とはいえないものの、全施策

平均を上回っている。重要度については、「学校教育と青少年教育の充実」が全施

策平均を上回る一方、「生涯学習」、「生涯スポーツ」、「文化」は低い水準にとどま

っている。

②小中学校教育で力を入れてほしいこととして、「不登校やいじめへの対応」、「個性

を尊重した指導」、「心の教育の充実」などが上位を占めている。

③自由意見では「教員の質向上」や「自然を活かした総合教育」を求める声が目立っ

た。

■情報提供資料
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４．主な意見

（１）「教育・文化分野」の勝浦市の強みと問題点

（２）「教育・文化分野」の勝浦市で今後取り組むべきこと

※意見の詳細は別添「各回の意見詳細版」に掲載
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Ⅶ．第５回「市民参加・協働」、「ＳＤＧｓ」

１．開催概要

２．プログラム

日 時 令和 3年 11 月 17 日（水） 10：00～12：20

開催方式 オンライン会議（Ｚｏｏｍ）

参加者数 8名
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３．テーマ関連情報の提供

Ø 市民アンケートの結果のなかから、第 5回のテーマである「市民参加・協働分野」に

関連する以下の事項を紹介しました。

①満足度については、「行財政改革」が全施策平均を下回る水準、その他は概ね平

均的な水準。重要度については、いずれの施策も全施策平均を下回っている。

②市政への関心の有無について、「あまり関心がない」または「ほとんど関心がな

い」と回答した人が約 2割。関心がない理由は「個人の意見は市政に反映されに

くいから」がもっとも多い。

③まちづくりへの参加意向については、「参加したい」が 4割、「参加したくない」

が 3割弱。参加したくない理由としては、「時間的ゆとりがない」と「体力的に

困難」が目立った。

Ø 市民アンケートの結果のなかから、第 5回のもうひとつのテーマである「ＳＤＧｓ」

に関連する以下の事項を紹介しました。

①ＳＤＧｓについて、「ＳＤＧｓという言葉自体を知らない」が 3割、「言葉は聞い

たことがあるが、目標・ターゲットの内容は知らない」が 3割と認知度は高くな

い。

②ＳＤＧｓ視点での施策進捗評価については、「質の高い教育をみんなに」と「安

全な水とトイレを世界中に」が相対的に高い評価である一方、「気候変動に具体

的な対策を」と「陸の豊かさも守ろう」が相対的に評価が低い。

■情報提供資料
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４．主な意見

（１）「勝浦市で進めるべき協働」

（２）「あるべきＳＤＧｓの推進」

※意見の詳細は別添「各回の意見詳細版」に掲載
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Ⅷ．第６回「これからのまちづくりについて」

１．次第

１．開 会

２．出席者紹介

３．市長挨拶

４．報告事項等

（１）次期総合計画への市民意見反映に向けた取組状況について／勝浦市企画課

（２）これまでの市民まちづくりワークショップの振り返り

／㈱ちばぎん総合研究所

（３）市民参加者からの質問・意見

５．情報交換

６．その他 連絡事項

７．閉会

Ø第 6回はこの市民まちづくりワークショップにおいて初めて対面式で開催しました。

Øこれまでの 5回のワークショップ内容を振り返り、今後のまちづくりのあり方について

自由に意見を述べていただきました。



27

２．開催議事録

１.開会

２.出席者紹介

・司会から当日出席の 8名、欠席の 4名の氏名を紹介。

３.市長挨拶

みなさんこんにちは。お忙しいなか、令和 5年から開始となる勝浦市の総合計画の策定

に関して貴重なご意見をいただきまして誠に有難うございます。市長としまして、総合計

画、およびこれからの勝浦に対するみなさんの熱い思いを真摯に受け止めてまいりたいと

思っています。本日のワークショップは６回目、最終回ということですが、このワークシ

ョップを通じていただいたご意見、ご要望を真摯に受け止め、計画に活かしていくような

体制をしっかりと整えてまいります。みなさんが勝浦市の発展のために快くこうしたワー

クショップにご参加いただだきましたことに心から感謝を申し上げます。また、ちばぎん

総研のみなさんは専門的な知見を活かして、市民のみなさんといっしょになって地域のた

めに力を貸していただいておりますが、このような協力が大事なことだと思っておりま

す。私どもはまだまだ不十分なところもありますが、真摯に研究し、対策し、総合計画に

基づいて施策を進めていく、そういった体制をとっていきたいと思います。コロナ禍の

今、時代が急激に変化しておりますが、これらの変化に柔軟に対応できるよう、柔軟な思

考をもって対応していきたいと考えています。そのためには、柔軟な組織、柔軟な職員の

育成を含めて対応をしていきたいと思っておりますので、みなさんには引き続き、勝浦市

に対するご支援をいただくことを心からお願い申し上げまして、私からの挨拶とさせてい

ただきます。どうも有難うございました。

４.報告事項等

（１）次期総合計画への市民意見反映に向けた取組状況について

・勝浦市企画課渡邉係長より、「資料 1」（巻末掲載）に沿って次期総合計画への市民意見反

映の取組として、「市民アンケート」、「市民まちづくりワークショップ」、「中学校授業」

の取組経過を説明。次いで、今後の予定としてパブリックコメントの実施について説明。

日時 令和 3年 12 月 3 日 13：30～16：00

場所 勝浦市役所 4階 大会議室

出席者

(敬称略)

市民 赤間、淺野、石田、井上、鈴木、関、田中、山下

市役所 土屋市長、渡邉係長、上村

ちばぎん総合研究

所

小高、高城、大塚
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（２）これまでの市民まちづくりワークショップの振り返り

・ちばぎん総合研究所小高より、市民まちづくりワークショップ第 1回から第 5回を振り

返り、各回の意見交換の主な内容について説明。

（３）市民参加者からの質問・意見

淺野

・教育分野について補足の意見を述べたい。ＩＴ化を進めることが重要であることはもち

ろんだが、特に子どもの教育において活用が後れていると感じる。シニアや情報弱者に

対するＩＴ支援と並行して、子どもの教育のＩＴ化を全国的にも先進的なレベルにまで

徹底することで勝浦の強みのひとつにできないか。単に端末を配布するだけでなく、ソ

フト面においてもＩＴ化を充実させたい。豊富な自然を活かした教育ができる強みとあ

わせれば、強力な差別化ポイントとしてアピールできるのではないか。

鈴木

・勝浦は自然環境に恵まれているが、平地が少ないことは産業にとって制約となっている。

健全な財政の裏付けがまちの発展の基礎となるが、そのためには既存企業の良いところ

を伸ばす施策や、企業誘致が重要だ。

・若者の流出を防ぐことも重要課題だ。勝浦は漁業が核となって発展してきた歴史があり、

戦後は農林中金による資金支援を受けて沿岸漁業中心に発展してきた。高度成長期は京葉

工業地域に若者が流れ、漁業の担い手の減少が続き、これが今の後継者不足の問題につな

がっている。

井上

・勝浦の港はほとんど漁港で占められているが、レジャーとうまく使い分けることはでき

ないか？

鈴木

・興津の港はレジャー用としても使えるのではないか。そもそも漁港としての港の使い方

は無駄なところも多い。自分も、現在の漁港を集約させて、ヨットハーバーなどのレジ

ャーとしての使用と両立することについて、ずいぶん前からレポートを書いて提言して

きた。

・ただ提言しても行政はなかなか動かない。その施策に関する専門的な知見を持った人と

関連部署の行政が本気になって議論するような場を設けないとものごとは進まないと思

う。

企画課 渡邉係長

・漁港の利用については、地元の方の理解を得られるかが重要ポイントとなる。

・漁協も観光との連携についての問題意識は持っており、関係者がまちの発展に向けた漁

港利用についてよく話し合っていただくことを期待したい。
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鈴木

・勝浦の海岸の景観は素晴らしい。海から見るとその良さがよくわかる。湘南江の島以上

の景観だと思っている。せっかくいいものがあるのに、アピールが不十分だ。

淺野

・子どものころ、舟渡の祭りのときに、漁師の家の子たちが家の船で絶好のビューポイン

トまで漕ぎ出しているのがうらやましかった。こうした漁船に乗る体験などを観光に活

用できるといい。

鈴木

・以前に比べて市内の漁船の数は激減している。

・地元漁船による水揚量は実はそれほど多くない。漁港施設の整備を進め、外来船の誘致

を図ることも漁業の振興にとっては大事だ。

山下

・ワークショップに参加して、素晴らしい意見が多いことに感心している。こうした意見、

アイデアをどのように実現していくかが今後は課題だと思う。

・市内にはまだまだいろんなアイデアをもっている人がいると思うので、そうした人たち

のコミュニケーションが活性化する仕組みをつくるべきだ。

・朝市マルシェに行ったときに出店者から話を聞いたりして思ったことだが、地域別に行

われているイベント同士を結び付けることができれば、宣伝効果も高まり、より多くの人

に各イベントを楽しんでもらえると思う。

田中

・最近鹿児島に行ってきたが、まち中心部のにぎわいは相当なものだった。千葉にも鹿児

島のようなにぎわいを実現したい。一方、大隅など地方部の過疎化が相当進んでいた。

日本全国で過疎地域と都市部との間でギャップが広がっていると感じる。

・先ほど漁港のレジャー利用が話題になったが、自分の所有している船は鴨川の港におい

ている。勝浦の漁港には、漁業者としてその「ムラ」の一員にならないと自分の船をお

くことはできない。

・鈴木さんも言っていたが、意見を施策として実現させるには、分野ごとにワーキンググ

ループを組織するなどして、専門的な見地で議論できる体制をつくることが必要だろう。

勝浦モデルをつくりあげるんだ、という気概で危機感を持って本気になって議論しなけ

ればだめだ。

赤間

・このようなワークショップはこれまで何回実施されたのか？

企画課 渡邉係長

・前回は現行計画策定時に実施。2班に分けて、それぞれの班が 2～3の政策分野について

対面でワークショップを実施した。それ以前も、総合計画策定時には実施していると思

われる。
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赤間

・前回のワークショップで出た意見はどのように計画に反映されたのか？今回もこのワー

クショップで様々な意見が出たが、こうした成果をどのように計画に盛り込み、まちづ

くりに活かしていくかが難しいところだと思う。

・自分は現在、浜行川地区に住んでいるが、周りの人たちには危機感がない。地域にリー

ダーシップをとれる人がいて、周りの人たちに危機感を持ってもらえるようにすること

が必要だ。

・自分は北海道出身で、日本のいろいろな土地をみてきたが、この勝浦の気候の良さは際

立っている。関東ではもっとも住みやすい気候だ。地元の人はもともと住んでいるから

そのことに気付いていない。この気候の良さを生かして、元気な高齢者を呼び込むこと

ができればと考えている。もちろん、若い世代にも来てもらいたいが、気候の良さは高

齢者にとっては大きな魅力となる。元気な高齢者によるまちの活性化を図りたい。

・東日本大震災で被害を受けた宮古市は、震災の被害は大きかったがまちは復興に向けた

活気がみられる。重茂漁港では養殖などによる儲かる漁業の仕組みづくりをしており、

勝浦でもこうした取組をすすめていかないと、漁業の担い手確保は難しい。

石田

・このワークショップを通して感じたことが 2点ある。ひとつは、自分には何ができるか、

という視点。もうひとつはワークショップに出された意見がどのように活かされるのか

という点。ワークショップは 10 数年前にも実施されているとのことだが、そのときの参

加メンバーは今の状況をみてどのような感想を持っているのか聞いてみたい。

・勝浦は小さなまちなので、市民がもっと市政に関わり、行政に興味を持てるようにした

い。そのためには、進めている施策について、市民に向けた継続的なフィードバックが

必要であり、そのような機会の頻度を増やしてほしい。

井上

・長年、日立に勤務し、ＩＴをどのように暮らしに活かしていけるかということを考えて

きた。まちづくりには多くの課題があるが、それらの課題を横ぐしで貫き、課題解決の

きっかけを与えてくれるのがＩＴだ。

・今後を展望すると、エネルギーが重要なキーワードとなる。そのエネルギーを大量に消

費するのは都会だが、エネルギーを創り出すことができるのは地方しかないというとこ

ろがポイントだ。しかも、勝浦には海があり、近海に黒潮という海流の存在もあり、エ

ネルギー生産のポテンシャルが極めて高い。

・既存産業の漁業と風力発電を両立させるモデルを実現させたい。エネルギーと漁業のそ

れぞれ課題を融合し解決を図る。例えば、風力発電に必要なアンカーは良好な漁礁を創

り出し、一方、つくりだされた電気を養殖に活用することも考えられる。

・エネルギー活用には多額の民間投資が必要となるが、官民一体で実証実験の場を提供す

ることで、投資の誘致を進めたい。

関

・市内には様々な知見を持った人がいるので、こうした人たちの力を活かしたい。
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・「かつうらオンラインコミュニティー」という有志によるつながりがあり、毎月オンライ

ンで情報交換している。現在、市内外の 50名ほどの人が参加しているが、有益な情報を

たくさんいただいている。自分の娘がライフセービング大会で入賞し、市長への訪問が

実現したり、「広報かつうら」にとりあげていただいたりしたが、これもコミュニティー

参加者の方々のアイデアをいただくうちにこうした運びとなった。このかつうらオンラ

インコミュニティーは誰でも参加できるので、このワークショップに参加しているみな

さんにも是非参加していただき、交流を継続したい。

５.情報交換

淺野

・ワークショップの参加者同士で今後もまちづくりやその他の情報交換も含めて連絡をと

りたいので、同意される方についてメールアドレスを交換したい。

・多くの方から指摘があったが、今回のワークショップの結果はどのように計画づくりに

活かされていくのかは非常に関心を持っている。一方、行政としては、ここにいる人以

外の市民への配慮など、公平性の観点から、さらに踏み込んで何かをすることは難しい

ことも理解している。少なくとも、このワークショップに参加した私たちとしては、パ

ブコメには対応すべきと考えている。

・一方、市は市民の意見に対して積極的な情報発信をお願いしたい。

井上

・様々な課題への取組にあたって、今後はデータ活用が重要だ。例えば、勝浦の気象デー

タは気象庁が過去数十年分をインターネット上に公表しており、これをみれば勝浦の猛

暑日が少ないことや温暖な気候であることが読み取れる。要はデータをいかに加工して

活用するかということだ。

・市民アンケートの結果やこのワークショップで出た様々な意見を、まちづくりのコミュ

ニティーでの議論などに活用したいと考えているが、問題はないか？

淺野

・その点については自分も確認したかった。海の博物館についての意見があったが、とて

も面白いアイデアだったので、関係者のひとりとして博物館に伝えたいと思っていた。

企画課 渡邉係長

・参加者の今後のつながりのためのメールアドレス交換の件と、個人の意見の外部への披

露については、本ワークショップ参加者のみなさんのお考えを確認したい。後日、市か

らこの件について意見を伺うメールを送付したい。

６.閉会
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資料 1

次期総合計画への市民意見反映に向けた取組状況

令和 5年度から令和 16 年度までの 12年間を計画期間とする新たな総合計画の策定にあた

り、市民のみなさまからのご意見を計画に反映すべく、以下の取組を行っています。

（１）市民まちづくりアンケート（市民意識調査）

現行計画のもとで展開している各分野の施策の満足度・重要度や、今後必要な取組などに

ついてのアンケートを実施しました。結果については市のホームページからご覧いただけま

す。

【実施概要】

①調査対象 市内の満 18 歳以上の市民の中から無作為抽出した 2,000 人

②調査方法 郵送による発送・回収

③調査時期 2021 年 6 月～7月

④回収状況 有効回答数 929 人 有効回答率 46.5％

（２）市民まちづくりワークショップ

まちづくりに関する各分野の課題の整理や今後の取組の方向性について、オンラインによ

るワークショップ形式で市民（公募による 12 名）のみなさまからご意見をいただきました。

【実施概要】

（３）勝浦中学校授業

将来を担う若い世代の視点から地元の魅力、問題点、目指す将来像等についてワークショ

ップ形式で活発な意見交換をしていただきました。

【実施概要】

①対象 勝浦中学校 2年生

②テーマ 第 1回（10 月 8日） 勝浦市の魅力と課題

第 2回（10 月 29 日） 私の望む勝浦市の将来像

第 3回（11 月 11 日） 私が市長になったら・・・

なお、基本構想、基本計画のそれぞれについて、素案に対する市民意見の公募手続き（パ

ブリックコメント）を実施する予定です。

回 開催日 テーマ

第 1回 8月 31 日 産業・経済

第 2回 9月 17 日 保健・医療・福祉

第 3回 10 月 4日 生活環境・自然環境

第 4回 10 月 27 日 教育・文化

第 5回 11 月 17 日 市民参加・ＳＤＧｓ

第 6回 12 月 3日 これまでの振り返り・情報交換
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