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Ⅰ．次期総合計画における政策立案
プロジェクトチームの概要と趣旨
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１．概要

(１)発足の目的
次期総合計画の策定において、次代の流山市のまちづくりを担う中学生からの
意見聴取の機会として「中学生意見交換会」を８月１日に開催した。

総合計画の策定は、職員の政策形成の実践的な機会でもあることから、流山
市の将来を担う若手・中堅職員の政策形成研修の一環として中学生から聴取
する意見について政策立案研究を行う『次期総合計画における政策立案プロジ
ェクトチーム』を発足させた。

(２)プロジェクトチームの対象職員について

政策立案研究にあたっては、複数分野での勤務経験による知識を有することが
望ましいことから、原則として入庁後複数の部署を経験している職員とした。

また、直近の自治大学校※卒業者は、その研修課程において学んだ政策立案
に関する知識を、実践の場で活かす機会として参加を求めた。
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※自治大学校
地方公務員に対する国の研修機関であり、高度な研修や専門研修を通じ地方公共団体の幹部と
なる職員の総合的な政策形成能力や行政管理能力を育成する役割を担っている。



１．概要

(３)メンバーの募集について
庁内公募を行い、応募があった者から選考（自治大学校卒業者除く）

公募期間：平成３０年５月１８日（金）から６月１日（金）

(４)プロジェクトチームの構成

自治大学校を卒業した者・・・２名

庁内公募メンバー・・・１０名

プロジェクトチームメンバーの互選により、チームリーダー１名、副リーダー２名
をチームの進行、調整役として選出した。
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（１）政策立案研究の基本的な進め方
・プロジェクトチームのメンバーを３つの班（A～C)に分けて、中学生意見交換会の各
グループに参加し、ファシリテータ（進行役）やサポート役として中学生の意見を引き
出した。
・意見の事業化に向けた研究にあたっては、各班１事業を立案した。
・プロジェクトチームの全体会（３回実施）では、検討を進めた各班の事業案の発
表とプロジェクトチーム全体の意見交換を行った。
・各班は全体会での意見や指摘について、見直しを行い、事業案を精査していった。

（２）庁議での発表について
・具体的な事業を立案し、発表した。（１班ごと計３事業）

２．研究の進め方
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ファシリテータ
として参加

意見聴取
中学生意見交換会

プロジェクトチーム

A班

C班B班

意見交換

事業案

事業案事業案

事業立案
庁議発表

事業案
事業案
事業案



・発足式
日時：６月２９日（金）

午前９～９時３０分 庁議室
内容：市長から任命書の授与

・第１回 政策形成及びファシリテータ研修

日時：７月１８日（水）
午前１０～１２時 302会議室

内容：総合計画策定業務受託者の株式会社富士
通総研による研修。中学生意見交換会に向
けたファシリテータ研修と中学生意見を具現
化するための政策形成研修を実施。

２．研究の進め方
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（３）庁議発表までのスケジュール

プロジェクト

チーム発足

第１回

政策形成及びファ
シリテータ研修

第２回

中学生

意見交換会

第３～５回

政策立案

研究

庁議発表

6/29 7/18 8/1 8/2～10/28 10/29

市長から任命を受けるプロジェクトメンバー

ファシリテータのやり方を学ぶ様子



２．研究の進め方
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・第２回 中学生意見交換会
日時：８月１日（水）

午前９～１２時
流山市コミュニティプラザＡ会議室

内容：ファシリテータとして参加し、中学生
から意見聴取

・第３回 全体会議
日時：８月６日（月）

午後１～３時 庁議室
内容：中学生意見交換会における各班で

出た意見の発表、共有

・第４回 全体会議
日時：９月１１日（火）

午後１～５時 庁議室
内容：政策立案研究の中間報告

活発な意見を交わす中学生たち

全体会議で政策研究を進める様子



２．研究の進め方
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・第５回 全体会議
日時：１０月１６日（火）午前９～１２時 庁議室
内容：政策立案研究の最終報告

・第６回 庁議報告
日時：１０月２９日（月） 午前９時～ 庁議室
内容：政策立案研究の発表

染谷リーダーからプロジェクトチームの活動報告 班による発表の様子



３．研究結果の取り扱いについて
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プロジェクトチームの発表

庁内各部局で検討を進める

次期総合計画へ反映

プロジェクトチーム各班の政策企画案
（３事業）

実現性や有用性などを検討し、プロジェクト
チームの政策企画案を磨き上げていく。



Ⅱ．各グループの研究結果
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政策立案プロジェクトチーム
研究概要
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チームリーダー

染谷祐治（土木部道路管理課）

副リーダー

佐藤理恵子（財政部税制課）

柿沼直（土木部道路建設課）

１．プロジェクトチームリーダー・副リーダー
プロジェクトチーム研究概要



プロジェクトチーム構成

A班

◎稲村陽（情報政策・改革改善
課）

芝吹侑子（子ども家庭課）

長門愛美（環境政策課）
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リーダー 染谷祐治（道路管理課）

副リーダー 佐藤理恵子（税制課）

〃 柿沼直（道路建設課）

C班

◎村上賢史（秘書広報課）

高橋正臣（社会福祉課）

渡邊麻友（保育課）

B班

◎関淳一郎（北消防署）

石川春樹（学校教育課）

染谷茜（河川課）



中学生意見交換会 平成３０年８月１日 ＠コミュニティプラザ

「こんなまちになったらいいな！流山」

テーマ１： 流山の強み、弱み

テーマ２： 強みを伸ばす、弱みを変えるための取組み

テーマ３： 今後こうなってほしいまちの姿
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市内９校から中学生１７名が参加。→３班に編成

プロジェクトメンバーがファシリテーターとなって意見交換



班編成について

班単位での競争、コンテストではない･･･

班単位での研究をメンバー全員で ブラッシュアップしていこ
う！
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Ａ
班

Ａ
班

Ｂ
班

Ｃ
班

Ｃ
班

Ｂ
班



中学生からの意見（一例）
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狭くて危険な道路を拡張する。

学校の設備を整え教育環境の充実を図る。

森の図書館の裏にある古墳周りの雑草を整備する。

若者、子育て世代、高齢者など異世代交流の機会を作る。

新選組と緑を活かしてまちの魅力を伸ばす。 等

全ての意見に対し、既存事業や既存事業の

拡充で対応可能かどうかを確認。

道路管理課・道路建設課

教育委員会

みどりの課

公民館・生涯学習
課・市民活動推進セ
ンター

ツーリズム推進課



３つの事業を提案

３．「古い」と「新しい」が共存する流山
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２．流山Ｆｏｒｅｓｔ and Park Map

１．ＮＹ－Ｌａｂ～中高生の居場所～



「古い」と「新しい」が

共存する流山

次期総合計画における政策立案プロジェクト Ａ班

• 総合政策部 情報政策・改革改善課 主査 稲村 陽(班長)

• 環境部 環境政策課 主事 長門 愛実

• 子ども家庭部 子ども家庭課 主事 芝吹 侑子
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２．Ａ班
「古い」と「新しい」が共存する流山
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Ａ班



本日の発表内容（Ａ班）

1. Ｃ班参加中学生からの意見及びその整理

2. 「今後こうなって欲しい姿（テーマ）」の掘り下げ

3. テーマから考える具体的な事業

・問題提起 ・目的 ・事業概要 ・具体的な内容

・情報発信 ・懸念点とその対応 ・まとめ

★番外編
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１．Ｃ班参加中学生からの意見
及びその整理

班編成

• 北部中学校

• おおたかの森中学校

• 東部中学校

20



（Ｃ班）①まちの強み・弱み

○：強み
（良いところ、伸ばしたいところ、好きなところ）

＜自然＞

• ○緑がたくさんある。

• 〇自然の香りがする。

＜地域力＞

• ○ボランティア等、地域活動が活発。

• 〇地域の人たちの仲が良い。

• 〇地域が学校と協力している。

＜全体として＞

• ○古いまちと新しいまちが共存してい
る。

△：弱み
（悪いところ、改善したいところ、気になるところ）

＜交通・道路＞

• △道が狭く凸凹の場所がある。

• △物流倉庫の建設により今後交通量が
増え、危ない。

• △夜暗い道がある。街灯が少ない。

＜公共の場＞

• △遊びに行ける場所が少ない。

• △体を動かせる場所が少ない。

• △おおたかの森駅前ショッピングモー
ルに頼りすぎ。
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②強みを伸ばす、
弱みを変えるための取組

①“今あるもの”を生かす

• 今ある自然を守りつつ、ショッピングモール等と調和させる。

• 自然と遊ぶ場所を繋げる。（自然が多い場所に公園等誰もが遊べる場所を作る。）

• 鉄道等で到着地に近づいたら、そのまちの名所などの魅力をアナウンスする。

②“古い”をリニューアルする

• 古くなった建物を誰もが楽しめる公共の場所に変える。

• 古いまちを残しつつ、新しいまちと共存させる。（古い＝汚い＝近寄りがたい、といった
イメージの払拭。）

• 今までボランティアで曖昧になっていた登下校の付き添い等を、学校や市の仕事にする。

③ 公共の場

• おおたかの森以外の地域にも人々が集まれる場所を作る。ショッピングモールや若い人に
人気のお店を増やす。

• 地域ごとの関わりを増やすため、公共の施設をもっと活用する。
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③今後こうなってほしいまちの姿
対応する政策・施策（現在の総合計画）

◆古いものを活かしつつ新しいものを取り入れるまち

• 今ある自然はそのまま守り、古い建物等を誰もが
楽しめる公共の場所にリニューアルする。

• 自然が多くてショッピングモール等のビルも共存
している状態にする。

• 都心にも負けないくらい活気があふれるまちだが
自然は失わない。

◆歴史と発展が感じられるまち

• 新たに引っ越してきた人でも歴史を感じられる。

◆誰もが「ふるさと」と思えるまち

• 自分の子どもや孫にも勧めたいと思える。
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５節 賑わいと活気に満ちた流山（産業の振興）
１項 商業の拠点づくりと地域密着型サービス

の強化
５項 特色ある観光の育成と創設
１．観光資源の保存、整備及び創設

１節 整備・開発と自然環境のバランスがとれた
流山（都市基盤の整備）

１項 生態系に配慮した公園・緑地・水辺等空
間の整備・管理

２項 地域特性に合った良好な市街地整備
３項 個性ある公共空間・歴史環境の形成と保全



２．「今後こうなって欲しい姿
（テーマ）」の掘り下げ
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③今後こうなってほしいまちの姿（再掲）
【“古い”と“新しい”が共存する流山】

◆古いものを活かしつつ新しいものを取り入れるまち

• 今ある自然はそのまま守り、古い建物等を誰もが
楽しめる公共の場所にリニューアルする。

• 自然が多くてショッピングモール等のビルも共存
している状態にする。

• 都心にも負けないくらい活気があふれるまちだが
自然は失わない。

◆歴史と発展が感じられるまち

• 新たに引っ越してきた人でも歴史を感じられる。

◆誰もが「ふるさと」と思えるまち

• 自分の子どもや孫にも勧めたいと思える。
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「古い」「新しい」とは？

古い 新しい

建物 歴史的建造物
新たな飲食店、公
共施設等

自然 もともとある自然
新たに生み出され
た自然

人 ＴＸ開通前からの
住民（旧住民）

ＴＸ開通後の住民
（新住民）
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「古い」と「新しい」
既存事業との整理

古い 新しい

建物 歴史的建造物
新たな飲食店、
公共施設等

自然 もともとある
自然

新たに生み出さ
れた自然

人
ＴＸ開通前か
らの住民
（旧住民）

ＴＸ開通後の住
民

（新住民）
27

・公園緑化維持管理事業
・緑化推進事業・街路樹整備事業

・流山本町・利根運河ツーリ
ズム推進事業

・誘致推進事業
・商店街空き店舗活用事業
・創業支援事業

・グリーンチェーン戦略・緑化啓発事業
・公園施設新設事業・市民の森整備事業

・自治会？ ・コミュニティ
・市民活動推進 ・市民まつり ？
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ながれやま
シビックプライド

醸成事業
（NY3Action！）



３．テーマから考える具体的な事業

ながれやまシビックプライド
醸成事業
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もともとある「建物」「自然」
の整備は、進めている。

加えて、古くから住んでい
る人、新しく転入してきた

「人」が…
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「古い」「新しい」流山の魅力（建
物・自然・人）を知ることで、

愛着を持って住み
続けることにつな
がるのではないか。
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ながれやまシビックプライド醸成事業
（ＮＹ３Ａｃｔｉｏｎ！）

目的

「古くからある場所」「新しい場所」を舞台として、旧住民と新住民
が交流する場をつくることで、「場所」のみならず「人」にも愛着を
持ち、住み続けてもらうまちにする。
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事業の全体像
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■企画検討・実施
ＮＹ３Ａｃｔｉｏｎ委員会

ながれやまシビックプライド醸成事業
（NY３Action！）

新旧の「場所」と「人」の交流を生み出す

テーマ：「古い」と「新しい」が共存する流山

■ワークショップの開催
★Action １ 会う
★Action ２ 知る
★Action ３ 愛着を持つ



NY3Action 事業概要

■実施・運営
ＮＹ３Action委員会を結成し、市民が交流するワークショップを実施
する。
委員会とワークショップは３か月に１回実施。
委員会ではワークショップの細かい点を検討し、実施する。
市役所は事務局としてサポートしていく。

■委員
３年任期。居住１５年以上の旧住民２名、転入してきた居住１５年未
満の新住民３名、商工会議所青年部会員１名、観光協会会員１名の合
計７名で構成。

■場所
流山本町や利根運河にある歴史的建造物、新市街地地区にある公共施
設や飲食店で行う。
飲食店で開催する場合は、店主のお話を聞いたり、お店のメニューを楽しみつつ行う!
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NY3Action ワークショップ内容

自分年表を作成しシェアして、市内オススメスポットを地
図に落とし込んでいくワークショップを行う。

①新旧の「場所」で、「人」に会う！

②「人」と「場所」を知る！

③流山に、愛着を持つ！
35



NY3Action 情報発信

■市内オススメマップ（店舗・スポット）

■参加者の様子

■次回ワークショップ発表者の紹介

インスタグラム、フェイスブック、ツイッ
ターにアップして情報発信！場所と人の流動
性を広げる。

36

こんなおもしろい
人がいる！

こんな気づき
があるんだ！

こんなおもしろい
場所がある！



NY3Action 事業の懸念点

■集客できるの？
→呼びかけたところ、８割の人が参加したいと回答！
・40代男性（子ども３人）参加して色々と協力したい。
・30代男性（共働き夫婦のみ）
参加したい。新たなお店や人の開拓になりそう！

・20代男性（独身）気軽な会で良い。参加したい。
・40代女性（共働き夫婦のみ）参加したい。
・30代女性（共働き子ども１人）
土日の昼間なら参加したい。興味が広がりそう。

■事業として継続できるの？
→委員会による自主的な企画・運営により、事業継続。

■市の予算は？
→委員報酬＋＠（ワークショップ備品等）

37



３．まとめ
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■企画検討・実施
ＮＹ３Ａｃｔｉｏｎ委員会

ながれやまシビックプライド醸成事業
（NY３Action！）

新旧の「場所」と「人」の交流を生み出す

テーマ：「古い」と「新しい」が共存する流山

■ワークショップの開催
★Action １ 会う
★Action ２ 知る
★Action ３ 愛着を持つ

市民の知恵と力が活きるまちづくりの実現
「場所」と「人」に根差した
「シビックプライド」の醸成



みんなで集まろう！

NY-Lab
～中高生の居場所～

B班

消防本部北消防署 関 淳一郎

学校教育部学校教育課 石川 春樹

土木部河川課 染谷 茜
39

３．B班
NY－Lab～中高生の居場所～
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①中学生からの意見

41



新地域支援 助け合い活動創出ブック

「中学生のこうなってほしいまちの姿」

中高生の交流が
促進できるまち

違う世代同士が交流できるまち

みんなが住みやすいまち

住民同士の交流
があるまち

42



新地域支援 助け合い活動創出ブック

中学生（Ａ班）の主な意見

多世代の人が交流でき
る居場所づくり、コ
ミュニティ活動の充実

幅広い世代の居場所が
あるまちになってほし
い。

高齢者と若者や子育て
世代が交流できるまち

中高生の居場所を確保
し、交流を促進するた
め、学べる場所や遊べ
る場所をつくる

自習スペース等の充
実

住民同士の交流が活
発で、楽しくのびの
びと子育てできる地
域づくりに取り組ん
でいるまち

地域の公共施設、商業
施設やコミュニティな
ど、常に市民の居場所
があるまちになってほ
しい。

魅力を感じて、移住す
る人が増える、施設が
充実した便利なまち

住民が愛着を感じら
れる、「流山といえ
ばこれ！」というも
のがあるまち
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44

中学生同士で今の流山市や、
これからについて話し合うこ
とができて良かった。

自分たちが将来を担っていくんだ、
という意志を持って取り組めて良かった。

このような意見交換の場をたくさん設けられ
れば、もっと様々な考えがでてくると思う。

他校の生徒と交流し、新しい意見
が聞けてよかった。

今は、まだ大人になったこと
を考えることはできないが、
見方を変え、様々な意見を持
つことで、住みやすいまちに
つながると思った。

今まで、気づくことができなかった流山
市の良いところ、悪いところが分かり、
興味関心も高まり、良い経験になった。

意見交換会に参加した
中学生の感想



45

同じまちに住んでいる人たち同士が
集まると･･･

何かいいことがありそう･･･

もっとよりよくすることが

できるかも･･･
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流山をよいまちにしたい
（シビックプライド）

一緒にやってみる
一緒にアイディアを

練ってみる

知識が増える 達成感の共有 仲間ができる

仲間と一緒に
やれることの

追求

個々の可能性を
更に追求

どんどん流山が好きになってる･･･



新地域支援 助け合い活動創出ブック

目指すまちの姿

中高生が流山に対する
愛着がもてるようになる

人生の岐路（就職､結婚､住宅購入）
に立ったときに、
その選択肢に流山市がある

47



②Ｂ班の思考展開

48



「母になるなら流山市」
「学ぶ子に応える流山市」

子育て世代の転入
高い出生率

49

子育て施策、教育施設の拡充等の取り組み

若者が多い



50

しかし



「流山市人口推計報告書」

将来の流山市の

一番弱い部分

２０３０年の人口ピラミッド

51

30歳～34歳

25歳～29歳

20歳～24歳

少



若者が

人生の岐路に立ったとき･･･

その選択肢のひとつに

流山市があったら、イイね！

52



今、住んでいる若者が、

「将来も流山市に残りたいな」

「これからも住み続けたいな」

といった愛着をもてるものが

流山市に必要なのではないか？
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そこで、考えた…

54



若者同士が集まって気軽に

交流・活動できる場所ってあるか？

「児童館？そんなにボクたちこどもじゃないよ！」

55



ないならば、

そういった場所や機会を

設けられないか･･･

56



そこで、ヒントとなったのが、

中学生からの生の意見
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新地域支援 助け合い活動創出ブック

中学生
のホンネ

多世代の人が交流できる
居場所づくり、コミュニ
ティ活動の充実

幅広い世代の居場所があ
るまちになってほしい。

高齢者と若者や子育て世代
が交流できるまち

自習スペース等の充実

中高生の居場所を確保し、
交流を促進するため、学
べる場所や遊べる場所を
つくる

中学生が
ホントに
叶えてほし
いこと
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③キーワード
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“居場所”

中高生のための、

60



61

中高生 にする理由は？



「幅広い世代の居場所が･･･」
「多世代の人が交流できる居場所づくり･･･」

「高齢者と若者と子育て世代が交流できる･･･」

といろいろあがっていたけど･･･

中学生が、

一番交流したい相手って…

ほんとは誰なのか？

62



意見交換会に参加した

中学生の感想を

改めて確認すると･･･
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64

中学生同士で今の流山市のことや、これからにつ

いて話し合うことができてよかった。

他校の生徒と交流し、

新しい意見が聞けてよかった。

このような意見交換の場をたくさん設けられれば、

もっと様々な考えが出てくると思う。

自分たちが将来を担っていくんだ
という意思を持って取り組めてよかった。



最初から、異世代・他世代交流
となると、
中高生にとっては、ハードルが高い

のではないか･･･

・経験豊かな大人たちに圧倒されてしまいそう･･･

・対等に意見交換していくことができるだろうか･･･

・居心地が悪くなれば、抜ける者が出てきそう･･･

65



ということであれば、

まずは、中高生同士で

交流・活動できる

居場所を･･･
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④提案

67



え ぬ わ い ら ぼ

NY-Lab
・場所 流山エルズ３Ｆ 市民活動推進センター内

・対象 流山市在住、在学中学生及び高校生

68

Nagareyama Youth  Laboratory



Labに行けば、

何か面白いことがありそう･･･
ポジティンブシンキングになれる！

・気軽に他の学校の仲間と

おしゃべりできる場所

・まちを楽しくするためのLab（研究する場所）

※不登校のためのフリースクールや孤食防止のための子ども食堂などのような
機能は有しません。

69

NY-Lab は･･･



70

・いつ､なにを､どうやってやるのかは､

ここに集まる中高生同士で決める。

・純粋な好奇心と自主性の芽生え､

周りへの気配りなど協調性の醸成。



⑤参考事例

71



東京都文京区役所
文京区青少年プラザ

（通称：ビーラボ b-lab）

所管：東京都文京区児童青年課

運営：NPO法人カタリバ（東京都杉並区）※業務委託
72



73



中高生が自主的な活動を通じて、
可能性を広げ、社会性を身につけ
た自立した大人へ成長を目指す

友達（学校以外）とおしゃべりしたり、自習な
ど、料理やクラフトができる「多目的スペー
ス」もあり、中高生が「あそこにいけば、たの

しい！」を求めて、集まる居場所。
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参加する子どもたちの感想
（担当者聞き取り）

・別の学校の友達もできて、一緒に勉強をして

いる。

・学校や家とは違う自分でいられる場所があっ

て、うれしい。

・文京区だからこそ、できるって、魅力的。

・文京区に誇りを感じる。

・自分が大人になって、子どもができるまで、こ

の施設があってほしい。
75



川崎市教育委員会
川崎市子ども会議
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、
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⑥基本ロジック

78



基本ロジック

・ハード面の管理

流山エルズの指定管理者が行う。

・ソフト面は、子どもたちで自主的に考える。

・流山エルズの指定管理者の自主事業となる

ように仕様書において誘導する。

79



文京区の“b-lab”の内容では、
単なる中高生の遊び場でしかない。

NY-Lab = b-lab + α
80

流山市に必要なのは、 NY-Labに集う若者た

ちが「将来も流山市に住みたいな」と流山市へ

の愛着を醸成するしくみ･･･



α= アイディアを披露できる機会

愛着を持ってもらうための大切な要素

=市長､教育長との懇談会（年に複数回）

81

NY-Lab = b-lab + α



⑦政策展望

82



83

同じまちに住んでいる人たち同士が
集まると･･･

何かいいことがありそう･･･

もっとよりよくすることが

できるかも･･･



84

今まで無かった流山との関わり。

ちょっとずつ･･･

感じ始める流山への

好き。かも。



人との繋がりのなかで、
友情が芽生え、

ちょっとずつ
流山への愛着が膨らんでいく

85



ベッドタウン だから、こそ。

今、住んでいる人たちが

これからも住み続けたくなり、

地域の担い手が自然に育つ

好循環が必要

86



若者が

人生の岐路に立ったときに･･･
（就職､結婚､住宅購入）

その選択肢の

「流山市」があったら、イイね！

87

一番最初に



その実現のために･･･

88



新地域支援 助け合い活動創出ブック

みんなで集まろう

NY-Lab
～中高生の居場所～

Nagareyama Youth    Laboratory
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流山 Forest and Park Map

作成：政策立案プロジェクト C班
秘書広報課 村上 賢史
社会福祉課 高橋 正臣

保育課 渡邊 麻友

90

４．Ｃ班
流山 Forest and Park Map



～子どもたちが自主的に安心安全で
楽しく暮らしていけるまち～

※中学生意見交換会で中学生からいただいた意見は、下記のとおり。

【今後こうなってほしいまちの姿】

• 安全で育児に協力的なまち

• 子どもたちが自主的に発達していくまち

• 美しい自然の中で遊び、過ごせるまち

【強みを伸ばす、弱みを変えるための取組】

• 自然は残して必要な施設を整備すべき

• 管理が行き届いていない場所を整備して遊ぶ場所を増やすべき

• 市からの情報発信をもっとすべき

（※流山市の悪いところ）
・暗い場所がある、
・遊ぶ場所が少ない
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中学生意見交換会での【キーワード】から

安全

育児

遊び場

自主的に発達

子ども
協力的

施策

市からの
情報発信

自然を残して
施設整備
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～流山Forest and Park Map～

【発想の転換①】

「遊ぶ場所が少ない」、 「美しい自然は残す」、 「必要な施設を整備」

（中学生意見交換会の意見より）

↓

しかし、土地は限られている。では、どうする？

↓

既存の自然環境、特に公園や森（以下「公園」）をもっと活用できないか？

↓

公園に関する情報をわかりやすく伝えるにはどうするか？
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～流山Forest and Park Map～

【発想の転換②】

市の職員による大人目線でみた公園ではなく、

実際に利用する「子ども」や保護者等から見た「リアル」な公園の情報。

↓

某飲食店サイト（食べログなど）の公園バージョン！

↓

公園の位置情報等の基本情報は市がホームページを作成し、

その他写真や、口コミ等は子どもや子どもの保護者等が

随時掲載していく。
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～流山Forest and Park Map～

【事業内容①】

・市でホームページの案を作成し、市の担当部署、中学生、市民団体
代表等の話し合いでサイト内容を審議、決定する。

・大小関係なく、市の全公園をすべてランク付けしわかりやすく区別。

・決定案に基づき、サイトフォーマット作成を業者に委託し、ホーム
ページの開設。
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～流山Forest and Park Map～

【事業内容②】

・投稿者からの口コミや写真によりホームページが成立

→サイトが発展。

・子どもも大人もみんなが遊具の写真や、行ってみた感想を気軽に投
稿ができ、また、閲覧ができるホームページが完成。
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～流山Forest and Park Map～

大分類 小分類 名称 所在地 緯度 経度

公園 公園 運河水辺公園 流山市東深井字本宿368-1 35.91585 139.903778

公園 公園 におどり公園 流山市西深井字大堺1028-1 35.913196 139.888507

公園 公園 東深井地区公園 流山市東深井815 35.91319 139.91811

公園 公園 愛宕ふれあいの森 流山市中野久木287-1他 35.897748 139.896227

公園 公園 中野久木散策の森 流山市中野久木字谷頭562-1他 35.896644 139.905214

公園 公園 西深井湧水 流山市西深井421-1他 35.912568 139.891637

公園 公園 東深井1号公園 流山市東深井871-147 35.911138 139.912302

公園 公園 東深井2号公園 流山市東深井724-81 35.914899 139.919911

公園 公園 東深井3号公園 流山市東深井663-10 35.916162 139.915893

公園 公園 東深井4号公園 流山市東深井974-9 35.909243 139.916817

公園 公園 東急1号公園 流山市東深井857-3 35.910529 139.9132

公園 公園 東急2号公園 流山市東深井880-98 35.909099 139.911776

公園 公園 平方1号公園 流山市平方123-1 35.905239 139.897708

公園 公園 平方2号公園 流山市西深井1-66 35.905958 139.895284

公園 公園 平方3号公園 流山市平方250-14 35.899903 139.899763

公園 公園 平方4号公園 流山市平方336-16 35.899469 139.896967

公園 公園 こうのす台1号公園 流山市こうのす台256-38 35.904569 139.916915

公園 公園 こうのす台2号公園 流山市こうのす台629-12 35.90479 139.917633

公園 公園 江戸川台1号公園 流山市江戸川台西1-152 35.899791 139.908206

公園 公園 江戸川台2号公園 流山市江戸川台東2-40 35.899433 139.910708

現状 市HP

市内公園数は３２７か所。個別の施設ページに加えて、公園名及び所在地が
記載されたエクセルをホームページに掲載。
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キッコーマンアリーナ

つくば方
面

秋葉原方面

～流山Forest and Park Map～ イメージ

公園名：三角公園
投稿者：流山 太郎
規模：★★☆☆☆
清潔感：★★★★☆
安全：★★★★★
遊具：ブランコ、滑り台
設備：和式トイレ２、水飲み場

ベンチ（３人掛け）４つ、街灯
有

備考：土曜の昼過ぎに６歳の子ど
もと遊びに行ったが、子ども連れ
の家族が数名いた。規模としては
大きくないが、防犯カメラが付いて
いるので、子どもたちだけで遊ば
せても安全と感じた。

【色々な検索に対応！】
・公園種別
・地区名
・５０音
・花や木がきれい
・トイレが充実
・健康遊具が多い
・芝生がある
・スポーツに向いてる
・駐車場がある など

【イベント情報の掲載！】
・お祭りなど
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～流山Forest and Park Map～

公園名：三角公園
投稿者：流山 太郎
規模：★★☆☆☆
清潔感：★★★★☆
安全：★★★★★
遊具：ブランコ、滑り台
設備：和式トイレ２、水飲み場

ベンチ（３人掛け）４つ、街灯
有

備考：土曜の昼過ぎに６歳の子ど
もと遊びに行ったが、子ども連れ
の家族が数名いた。規模としては
大きくないが、防犯カメラが付いて
いるので、子どもたちだけで遊ば
せても安全と感じた。

スマートフォンの画面
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～流山Forest and Park Map～ 入力画面

⑨フリーコメント欄
（公園に行ったことない人にわかりやすく伝えるイメージで
記載をお願いします！）
例）土曜の昼過ぎに６歳の子どもと遊びに行ったが、子ども
連れの家族が数名いた。規模としては大きくないが、防
犯カメラが付いているので、子どもたちだけで遊ばせて
も安全と感じた。

①公園の場所をクリックしてください。

③投稿者：（入力してください）
ニックネームでも本名でも可です。

②公園名：（入力してください）

④規模：☆☆☆☆☆（５段階で評価してください。
最大規模の公園であると感じたら、☆を５つク
リックしてください。クリックすると白星が黒星
になります）

⑤清潔感：☆☆☆☆☆（とても清潔であると
感じたら５つとも黒星にしてください。）

⑥安全：☆☆☆☆☆（とても安全であると感じたら
５つとも黒星にしてください。）

⑧設備：
和式トイレ 有（個数： ）無
水飲み場 有（個数： ）無
ベンチ有（個数： ）無
街灯有（個数： ）無
その他の設備（具体的に記載してください）

⑦遊具：該当するものをクリックしてください。
□ブランコ □滑り台 □ジャングルジム □シーソー
□その他（具体的な遊具を記載してください）

⑩公園の様子
（jpgでの掲載をお願いします。）

投稿者用
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～流山Forest and Park Map～閲覧者用

⑨キーワードで検索する
キーワード：例）こども、デート、

①住所を入力して近隣公園を調べる

③地図をクリックして該当箇所から周辺の公園を調べる

②最寄駅を入力して近隣公園を調べる

④規模が大きい公園を順に検索する

⑤清潔感の評価が高い順に検索する

⑥安全性が高い順に検索する

⑧この設備がある公園を検索する
□和式トイレ □水飲み場 □ベンチ □街灯
□その他の設備（具体的に記載してください）

⑦この遊具がある公園を検索する
□ブランコ □滑り台 □ジャングルジム □シーソー
□その他（具体的な遊具を記載してください）

閲覧手順
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～流山Forest and Park Map～

【課題】

・市民団体等と協働して事業の実施の検討。

（市民団体（タール団）※による流山市公園MAPがある。）

・市がホームページを運営する以上、口コミに汚い言葉等が使われて
いた場合は、随時、削除しなければならない。（管轄：みどりの課）

・市民にForest  and Park Mapの存在を広めるため、市が積極的に周
知を行う必要性。（例：SNS, Twitter, 広報、他サイトへリンクの掲載、
公園の入口に看板など）

・既存の公園情報検索サイトとの棲み分け・相互活用。
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【参考①】「タール団」について
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【参考②】「ＰＡＲＫＦＵＬ」について
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【参考③】「いこーよ」について
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※中学生意見交換会で中学生からいただいた意見は、下記のとおり。

【今後こうなってほしいまちの姿】

• 安全で育児に協力的なまち

• 子どもたちが自主的に発達していくまち

• 美しい自然の中で遊び、過ごせるまち

【強みを伸ばす、弱みを変えるための取組】

• 自然は残して必要な施設を整備すべき

• 管理が行き届いていない場所を整備して遊ぶ場所を増やすべき

• 市からの情報発信をもっとすべき

（※流山市の悪いところ）
・暗い場所がある、
・遊ぶ場所が少ない

※おさらい～子どもたちが自主的に安心安全で
楽しく暮らしていけるまち～
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事業実施による効果①

★市に点在し埋没している公園が周知され、魅力を感じ、遊
び場所の認知に繋がる。

・近所の行き慣れた公園だけでなく、自宅から離れた公園でも子ども
を遊ばせることができる。

・市民からの直接の意見（口コミ）を基に、細かいニーズを把握できる

（例：暗い公園等があれば防犯カメラの設置を優先する等）

・公園における非行、迷惑行為、犯罪の抑止等に繋がり、公園の安全
性が向上。併せて、公園の保全意識が高まる。
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事業実施による効果②

・市内の公園を活用することを通じ、現中学生が誇りに思う流山市の
「自然」を活かした事業を継続的に行うことで、シビックプライドの形成。

・利用価値が少ない公園は「公園」としてではなく、別施設として利用
することの検討材料に。

・市外の方々へ流山市をアピールする機会になる。

・今後の展望として公園だけでなく、他公共施設、名所などへの活用
もできる。
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