
秋芳中学校まちづくりワークショップ プログラム 

秋芳のまちの「ここが好き」

新しい施設に「こんな場所があったらいいネ！」

新しい施設で「こんなことができたらいいネ！」

発表、まとめ

秋芳のまちの「ここは何とかしたいな」

はじめに

・まちの中で、気に入っていること、ものについてポストイットに書き出してもらいました

・秋芳のまちに暮らしていて好きな場所や、大切な場所に丸シールを貼ってもらいました

・まちの中で、ここは何とかしたいな（課題だな）と思うことをポストイットに書き出してもらいました

・まちの中心に、秋芳総合支所と秋吉公民館、秋芳図書館を一緒につくる計画です

　その中に、「こんな場所があったらいいネ」、「こんなことができたらいいネ」と思うことをポストイットに書き出してもらいました

・ステップ４、ステップ5での意見を整理し、全体に発表しました

・現在計画づくりを進めている秋芳総合支所、秋吉公民館、秋芳図書館の建替え計画と、

　１２/１４に開催した第１回市民ワークショップの内容等について説明しました

秋芳中学校ワークショップを開催しました！

班で出し合った意見を模造紙に整理

・班で出た、「こんな場所があったらいいネ」、「こんなことができたらいいネ」などの意見を、模造紙に貼り付けて整理してもらいました

私たちは、こんな拠点施設が欲しい！！

　秋芳地域の新しい拠点づくりを考える市民ワークショップが進んでいる中、地域の将来を担うことになる中

学生は、今、何を考え、何を求めているのかを探ろうということで、2020年１月17日、秋吉公民館において、

秋芳中学校1・2年生45名の参加による中学生ワークショップを開催しました。5～6名ずつ、８班に分かれて、

まず、自分たちが住んでいる地域の良さをどのように感じているのか、また、何を課題と感じているのかにつ

いての意見を出し合ってもらいました。自然環境の豊かさや地域の人のやさしさ等について多くの生徒さんが

高く評価している様子が分かりました。また空き家が多くなっていることや人が少ないことなどに対する不安

を持っていることも分かりました。

　次に、これから整備する秋芳地域の新しい拠点施設に対し、こんなことが出来たら良いな、こんな場所が

あったら良いな、という希望を班に分かれて自由に出し合ってもらいました。カフェのような落ち着いた場所

が欲しい、静かに集中して勉強できる場所が欲しい、みんなのふれあいの場所にして欲しいなどといったみん

なが集まることが出来る居場所づくりへの希望や、地域でつくった野菜の直売所があったらいい、子ども達が

安全に遊べる大きな広場が欲しい等、現実的な希望や、娯楽施設が欲しいといった賑やかさに憧れる中学生ら

しい希望もありました。これらの意見は、今後の計画づくりにできるだけ生かしていきたいと思っています。

　この便りでは、中学生ワークショップでの話し合いの詳細についてお知らせします。

WS便り発行：美祢市秋芳総合支所 総合窓口課
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秋芳地域の新しい拠点づくりを考える

市民ワークショップ便り
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ステップ１

ステップ５



      

ｺﾒﾘ

西中国

信用金庫

山銀

稲川

厚東川

厚東川

r
3
1
 
清

流

の

道

r3
1
 美

東
秋

芳
西

寺
線

ﾏｰﾙ

ＪＡ

社会福祉

協議会

秋吉郵便局

R435

旧美祢高跡地

美祢環境ｸﾘｰﾝ

秋吉ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ

経塚山

R435

R435

厚東川

旦

秋吉

秋芳町

隋徳

秋吉保育園

ﾎﾟﾌﾟﾗ

JRﾊﾞｽ

秋吉駅

商工会

保健

ｾﾝﾀｰ

青景園ｻﾃﾗｲﾄ

秋芳の里

秋吉八幡宮

秋吉小学校

美祢校前

秋吉下里

瀬戸

隋徳

秋芳総合支所

秋芳体育館
秋吉公民館

秋芳図書館

訪問看護

ｽﾃｰｼｮﾝ

秋芳中学校 

空き家が多い、後継者が少ない、お店が少ない、買い物が不便、交通手段が少ない等、人口が減少してしまっ

たことで生じている生活上の不便さについての意見が多く出されました。

自然が豊か、緑が多くリラックスできる、水がきれい、涼しいなど、自然の豊かさに関することに高い評価が示さ

れました。また、秋吉台、秋芳洞、景清洞、白糸の滝、サファリランド、国際芸術村などに多くの人が訪れること

や、秋芳梨等の特産品が多いことも気に入っていることがわかりました。

ステップ２･３:秋芳のまちのここが好き、ここは何とかしたい

●ステップ２では、８班に分かれて、「秋芳のまちのここが好き」をテーマに自由に意見を出してもらいました。

●ステップ３では、「秋芳のまちのここは何とかしたい」と思うことについて意見を出してもらいました。

・自然がたくさんある

・自然豊か

・緑が多くリラックスできる

・水がきれい

・涼しい

・秋吉台

・秋芳洞

・景清洞

・白糸の滝

「ここが好き！」

・桂木山

・花尾山

・弁天池

・白水の池

・厚東川

・秋芳梨

・梨農園

・サファリランド

・国際芸術村

・地域の人が優しい

・親切な人が多い

・釣りができる

・ニジマスが釣れる

・桜がきれい

・テニスなど運動ができる

・事故が少ない

・魚、ごぼうがおいしい

・歴史を感じることができる

・秋吉八幡宮

・動物が多い

・動物とふれあえる

・トロン温泉

・ぬくもりの里

・夏祭りがあり、楽しめる

・食べ物がおいしい

・町の人が元気

凡例

：秋芳のまちの好きな場所や

　大切な場所として貼られたシール

0 50 100 200 400m

・空き家が多い

・人口が少ない

・後継者が少ない

・街灯が少ない

・買い物が不便である

・お店が少ない

・大きなスーパーが近くにない

「ここは何とかしたい！」

・外食する場所が少ない

・遊べる場所がほしい

・運動する場所がない

・道路の白線が薄い

・交通手段を増やしてほしい

・交通手段が少ない

・秋吉駅が古い

・バスの運行計画表を

　きれいにしてほしい

・図書館の本がおもしろくない

・旧美祢高を有効活用して

　ほしい

・車椅子の人が入れる

　トイレをつくる

・スクールバスのバス停

・トイレが汚い

・不法投棄がある

・町が流行りにのれていない

・公衆電話がきたない

・自動販売機を増やす



    

●ステップ４、ステップ５では、まちの中心部に計画されている新しい拠点施設に「こんな場所があったらいいネ」、

「こんなことができたらいいネ」について自由に意見を出してもらいました。以下にそれらの意見を整理しました。

ステップ４･５：｢こんな場所があったらいいネ｣、｢こんなことができたらいいネ｣

班ごとの作業の成果

○地域で作った野菜を売り買いできる

　直売所があったらいい

・直売所があったらいい

・地域で作っている野菜などを売って、手軽に買い物が

　できる場所がほしい

○きれいなトイレにしてほしい

・高齢者でも安心して利用できるトイレがほしい

・広くて綺麗なトイレがほしい（高齢者にも優しい）

・多目的トイレがほしい

・どんなところもバリアフリー（段差がない）にしてほしい

○子どもが安全に遊べる

　大きな広場がほしい

・小さい子どもが安全に遊べる場所にしてほしい

・大きな広場がほしい

・遊べる場所が少ない

・桜の木やベンチがほしい

・たくさんの人が来れるように駐車場を広くしてほしい

・屋外トイレを設置してほしい

○バス停を使いやすくして欲しい

・バス停をきれいにしてほしい

・バス停を増やしてほしい

・バス停を一緒にしてほしい

○娯楽施設がほしい

・カラオケやゲームセンターなど遊ぶ場所がほしい

・映画館やコンサートができる場所がほしい

・プラネタリウムがほしい

○文房具店や飲食店がほしい

・文房具が買える場所がほしい

・駄菓子屋や模型店がほしい

・ご飯が食べられる場所がほしい（レストランなど）

・スーパーマーケット、コンビニなどがほしい

○こんなまちにしてほしい

・道路や横断歩道（自転車専用道など）の整備をしてほしい

・街灯や時計台を設置してほしい

・障害のある方でも安心して暮らせる場所にしてほしい

・コインランドリーがほしい

・環境にやさしいものを使うようにする

・梨狩りやぶどう狩りなどができる場所がほしい

○みんなのふれあいの場にしてほしい

○ちょっとした利用ができたらいい

・ちょっとしたお金を下ろすところ（ATM）がほしい

・小さい病院や小さい子を預けられる場所があったらいい

○公衆電話や無料貸し出し自転車を

　設置したらいい

○体を動かせる場所がほしい

・スポーツジムなど室内トレーニング室がほしい

・バッティングセンターがほしい

・ボルダリング場がほしい

・野球場がほしい

○カフェのような落ち着いた場所がほしい

・気軽に入れるカフェのような場所がほしい

・仕事体験ができるカフェがほしい

・落ち着いた雰囲気でゆったりできる場所がほしい

・誰でも使えるWi-Fiスペースがほしい

・寝転びながら（リラックスしながら）映画が見られる場所がほしい

・ウォーターサーバー、冷水機を設置してほしい

・誰もが使いやすい場所にしてほしい

・障害者にも優しい場所にしてほしい

・いろいろな人が触れ合える場所がほしい

・便利な場所にしてほしい

・猫カフェ、犬カフェなど動物と触れ合える場所がほしい

○図書館を広くしてほしい

・広い図書館にしてほしい

・本がたくさんある図書館にしてほしい

・図書館の本がもっと増えてほしい

・本を検索する機械がほしい

○気軽に勉強できる場所がほしい

・気軽に勉強できる場所がほしい

・図書館をカフェみたいにしてほしい

・受験生や学生が気軽に利用できる勉強スペースがほしい

○静かに集中して勉強できる場所がほしい

・勉強に集中できる場所がほしい

・静かに勉強できる場所がほしい

・公衆電話をきれいにしてほしい

・無料貸し出し自転車があったらいい



ワークショップで示された、中学生が新しい拠点施設に対して期待すること

・気軽に勉強しやすく、本がたくさんある、ゆったりとした図書館にしてほしい

・だれもがくつげるカフェのような落ち着いた居場所がほしい

・地域で採れた野菜などが買える直売所がほしい

・ユニバーサルで使いやすい、みんなのふれあいの場所にしてほしい

・子どもでも安全に遊べる大きな広場がほしい

・利用しやすい待合場所にしてほしい

・文房具など子どもが利用するものを買える場所がほしい

・運動ができる場所、飲食や買い物ができる場所が増えてほしい

●ステップ４、ステップ５で出された意見を集約しました。

　中学生が新しい拠点施設に求めているものが浮び上ってきます。

新しい拠点施設に対しての意見をたくさん出してもらいました！ 「こんな場所があったらいいネ」などについてまとめた意見を発表してもらいました！

秋芳中学校の１･２年生の皆さん、ご協力ありがとうございました！

ワークショップで出された意見を新しい拠点づくりの参考にします！

秋芳中学校まちづくりワークショップ 感想カード 

〇美祢市の良いところや悪いところを話す機会はあまりないので、今日改めて知ることができて良かったと思

　いました。今日の話し合いでまとめたことが、少しでもこの町のためになっていたらうれしいです。これか

　ら建つ建物が秋芳町の方にとって、快適で過ごしやすい場になっていたらいいなと思いました。

〇今日のワークショップで、これからどんな場所ができたら自分たちが安心して過ごせるか、たくさん考える

　ことができました。この場所をより良くしていくために必要なこともあると思うので、自分でも考えて行動

　できるようにしたいです。班のみんなでアイデアを出し合って、このアイデアが役に立つとうれしいです。

〇僕は、まちづくりワークショップに参加してみて今日改めて、今自分が住んでいる地域の良いところや少し

　不便なところを見つけることができました。自分たちの周りが少しでも良くなればいいなと思い、積極的に

　意見を出すことができたと思います。これからの経過がとても楽しみです。

〇今日ワークショップをやり、将来自分たちが使いやすい建物にするために、しっかり意見を班の人たちと出

　し合うことができたし、他の班の意見を聞いて「確かにな」と思うこともありました。こんなことができた

　らいいなということは自分の中でしっかり案を出すことができたと思う。どんな建物になるか楽しみです。

〇今、秋芳町にあるもの、自然や秋吉台、秋芳洞を通して多くの観光客の方に来てほしいという思いが強まり

　ました。またそれらの良いところだけでなく、カラオケや映画館など大人から子供まで楽しめる場所がほし

　いなど、秋芳町の未来を考えることができて良かったです。でもそれだけでなく、障害者がより楽に簡単に

　足を踏み入れることのできる公共の場も大切だということが分かりました。

〇初めてワークショップということをしたけど、考えてみると秋芳町のいいところや悪いところをいっぱい見

　つけることができました。これから建て替わったときには町の人みんなが使うと思うので、みんなが考えた

　意見が使われて、みんなが楽しめる場所になったらいいと思いました。

〇僕は今日のワークショップはすごく大切でいい取組みだと思いました。みんなで一生懸命案を出していてす

　ごい良かったと思います。これからも地域のために頑張りたいと思ったし、新しく建てられるものを大切に

　使い、秋芳町をもっと盛り上げていきたいと思いました。

　ワークショップについての感想を書いてもらいました。いくつかを抜粋して掲載します。


