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2017年4月8日号リビング千葉巻頭特集 

これから“千葉のまち”はどうなるの？ 

読者アンケート 

 

実施報告書 

 

首都圏事業局千葉本部 
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【背景】  4月8日号紙面内容 

背景 

紙面告知内容(2017年4月8日号)  

アンケート 

概要 

アンケート 

結果より 

2016年～2017年、千葉市中心市街地は大きく変化の時期を迎えています。2016年11月の千葉パルコ閉店に続き、
2017年3月に千葉三越が撤退。パルコ撤退の同月20日、入れ替わるように、ＪＲ新千葉駅舎と駅ビル開業。駅周辺に注
目が集まる中、中心市街地の空洞化が心配されています。 

そこで「リビング千葉」編集部では、町の未来を心配する千葉市民の読者を伴い、千葉市都心局に協力で、「街の近未来
と将来構想」を取材。紙面で特集を組みました。そこで、将来構想にあがっている２つのエリア「西銀座周辺」「中央公
園・通町公園エリア」について、紙上アンケートを実施。町の未来を考える読者120人から熱いメッセージが集まりまし
たので、ご報告いたします。 

 

←アンケート募集告知 
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【アンケート概要】  設問内容 

まだ、構想段階の2つのエリアについて、どしどし意見を！ 
 
Q1.西銀座商店街周辺 
(ヨドバシカメラ、旧三越一帯。駅前大通り～C-oneの間) 
 
 このまちのまん中のエリアを大胆に変えるとしたら？出かけたくなるにはどうしたら？ 
 ほしい店・施設、やってほしいイベント、まちのデザイン・・・思いつくまま、ぜひ！ 
   ※フリーアンサー   
 

 Q2.千葉神社周辺の門前町構想 
 
 参道を模した景観にはなにがあったら賑わうでしょう。イメージして、そこに見えるものを 
 書いてみてください！ 
   ※フリーアンサー 
 
  

アンケート 

概要 

アンケート 

結果より 

◆ 開設期間：平成29年4月6日（木）～ 平成29年5月15日（月） 

◆ 開設場所：弊社読者向け情報サイト「リビング千葉WEB」内 
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【アンケート結果より】  回答者プロフィール 

調査期間  平成29年4月6日（木） ～ 平成29年5月15日（月） 

調査方法  リビング千葉ＷＥＢによるＷＥＢアンケート 

集計数  120人 

回答者プロフィール   平均年齢 46.6歳 

回答者 年代 
アンケート 

概要 

アンケート 

結果より 

回答者 性別 
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アンケート 

概要 

アンケート 

結果より 

【総括】設問1.「千葉駅近くの西銀座周辺」への回答からの考察  

アンケート回答 頻出ワード抽出 

★駅近くのこの場所にのぞむものは、イベント・イベントス
ペースがトップ。内容は街バル、親子で参加できるイベント、
音楽ライブ、スポーツ、酒蔵フェスタ、千葉城下をイメージし
た甲冑・着物試着体験、グルメフェスタ、スタンプラリーほか、
大型ビジョンで屋外上映会など。 

 

★2位以下は、オシャレなカフェ、緑や花があふれる街、パル
コ・三越撤退の後を受ける大きな商業施設を望む声が多い。歩
行者専用道路・歩車分離、マルシェ、バリアフリー、大きな公
園・無料休憩所・屋上庭園を望む声は、ゆっくり、のんびり、
くつろげる街をイメージしている。街の景観を統一すべきとい
う意見も多く、具体的には、レンガ造りの街並み、明るい色合
い、おしゃれな街、バラバラの看板の統一、路面トリックアー
ト、インスタ映えするスポットなどのアイデアも。どれも、ぶ
らっとでかけたくなる魅力的な街のイメージ。 

 

★ その他少数意見として 

  「雨の日でも楽しめる施設・全天候型歩道」 

  「地下街・地下鉄」 

  「アウトレットモール」 

  「食べ歩きできる街」 

  「バスターミナル」 

  「史跡や名所などへの案内板・サインの充実」 

  「道の駅」 

  「電機屋街など○○街」 

  などが挙がっている。 

頻出ワード 回答数
イベント・イベントスペース 17
オシャレなカフェ、オープンカフェ 16
緑がある街・花の都ちばをイメージした街 14
大きな商業施設・ショッピングモール 12
歩行者専用（歩車分離）・石畳 9
マルシェ・朝市・市場を駅前に 9
大きな公園・噴水・芝生広場 9
街の景観を統一 7
千葉グルメ・特産品 7
バリアフリー・段差なし・ベビーカー・車椅子で安心してで
かけられる街

6

ゆっくり・のんびり過ごせる、くつろげる街 6

子どもと過ごせる・家族で楽しめる 6

パン・ベーカリー、パン店大集合 5
無料の休憩所・座る場所 5
差別化・ほかにない 5
天空庭園・屋上ガーデン 4
新たな商店街・アーケードでつながる街 4
駐車場の充実（無料含む） 4
オシャレな雑貨店・雑貨の町 4
遊園地・テーマパーク 4
雨の日でも遊べる・全天候型の歩道 3
野外映画上映会 3
自由が丘 3
食べ歩き 3
親子で体験できるイベント 2
散歩したくなる 2
自転車置き場 2
地下街・地下歩道 2
東京にしかない店 2
オーガニック 2
温泉スパ・プール 2
居酒屋・バー 2
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【アンケート結果より】  「千葉駅近くの西銀座商店街周辺」への意見① 

アンケート 

概要 

アンケート 

結果より 

住所 年齢 性別 コメント
千葉市緑区 41 女性 子供も楽しめるスポットが欲しい。週末には親子で体験出来るイベントがあったら嬉しい
千葉市中央区 41 男性 使いやすい駐輪場 立呑屋

千葉市花見川区 31 女性

企業誘致をし、オフィスワーカーを増やして、千葉の丸の内のように、オシャレで、段差のない街並みにして
ほしい。また、ベビーカーでも通りやすい道やきぼーるの児童館も駅前に分館などで増やしてもらえると、行
きやすくなって嬉しい。また、ベビーカーで入れるおしゃれなカフェもあるとありがたい。千葉は、オシャレなカ
フェは、駅から遠いところが多く、カフェに行っても、その後に子どもを遊ばせる場所がないから、子連れは行
きづらい。そして、フォトジェニックな街並みが欲しい。 また、バスロータリーがメインではない街づくりを希望。
ロータリーがあると、色々遠いし回り道をしなくてはならない。 お店としては、日本初などのメインになるよう
なお店の誘致もしてほしいが、まずは蔦屋書店×スターバックスでは？　スタバでも、日本各地の内装や外
観に力を入れているスタバ。単に、箱物のビルを作っても、空き店舗ばかりになってしまう。 また、千葉は新
幹線が通らないが、観光地の資源としては有力なのでJRとバスで、そういった団体向け路線を増やし、活性
化をしたらどうかと思う。

八千代市 41 女性 歩行者だけの道にしてほしい。

大網白里市 39 女性
現状は、地味めの繁華街。  もう少し、ショッピング、散歩など１日過ごせるようになるのが希望！ 高いビル
屋上にオープンガーデンなどあれば嬉しい。

習志野市 51 女性
パルコや三越がなくなり活気がなくなりつつあるので、新しい商業施設ができて活気がよくなると良いと思い
ます。

千葉市緑区 58 女性 レンガ等を使って舗道を作り、清潔感の有る道にして欲しいですね。
千葉市中央区 37 女性 低層のショッピングセンターで、空が広く見える。街が遠くまで見渡せる。

千葉市美浜区 42 女性
もう少し木々や花々を増やし、ワンちゃんとお散歩や一緒に入れるお店がいいな。飼い主のマナーも大事で
すが、たばこの吸い柄やごみ、タンの吐き捨てなどゼロになるような街づくり。

佐倉市 29 女性
都市でありながら懐かしい感じも残してもらえればいいなぁと思います。 時間をゆっくり過ごせるカフェやお店
があるととても嬉しいです。

千葉市若葉区 37 女性
記事を読んで、イメージ図を見て、とてもわくわくしました！県庁所在地なのに、全然インパクトのない千葉駅
周辺。ぜひたくさんの人が訪れるような素敵な街になってほしいです！

千葉市若葉区 27 女性
ここにイベントスポットつくってほしい！ プリキュアや戦隊ものとか、チュバチュバワンダーランドのキャプテン
Cが来たりしてイベントしたら絶対楽しくなる！ 家族ずれが来ることで、賑わうと思います！

千葉市中央区 50 女性
ペット可のマンションが増えている。ワンちゃんを飼っている人が多い中、 千葉駅周辺には、まだワンちゃん
と行ける場所が少ない。 是非、ワンちゃんと一緒に過ごせる場所があれば 利用回数が増えると思います。

白井市 55 女性 雨の日でも遊べる店がいいな
千葉市花見川区 48 女性 年配のひとも楽しめるものがいい
香取市 27 女性 人が集まるところなので、 道幅が狭く感じます。

千葉市中央区 32 女性
おしゃれなカフェ。子供連れでも入りやすいカフェが欲しいです。パン屋さん、コーヒーショップ。都会に出てま
で買い物しているのですが、自由が丘や、代官山、青山、でやっているような割と大規模なマルシェや朝市
などがあったら嬉しいです。



SANKEI LIVING SHIMBUN Inc. Copyright © 2017  All rights reserved 6 

アンケート 

概要 

アンケート 

結果より 

【アンケート結果より】  「千葉駅近くの西銀座商店街周辺」への意見② 

浦安市 46 女性 長い商店街や市場。時間によって街バルのようなものができるような長いものがいいです。

鎌ケ谷市 32 女性
子供向けのイベントがあると連れて行きたくなります。 子供と一緒に工作したり、お料理したり、親子で楽し
めるイベントを期待しています。

千葉市美浜区 68 女性
千葉には地下街がないので、地下街を作って、地上はオフィスビル街にすれば良いと思う。そうすれば、天
気によって予定を変えたり、中止しなくても出かけられるので便利になると思う

千葉市花見川区 55 男性 ショッピングモールを中心に大型ビジョン付きステージなどを作ってライブやショーなどで集客を計る
船橋市 55 男性 駐車スペースがたくさんあって、しかも料金がかからない

千葉市緑区 46 男性
高知県の日曜市のようなイベントがたまにあると良いと思う。あと、駅前には図書館とコミュニティセンターが
欲しい。

成田市 50 女性
子供がゲームをしたり学生が時間を気にすることなく勉強できるスペースがあったら家族や友人と出かける
のに・・・

千葉市緑区 66 男性
ジャズ・ストリート。植栽内や街灯内（街灯支柱取り付け）にスピーカーを隠し、常時、ジャズミュージックが流
れている。非日常の素敵なアベニュー。

船橋市 48 女性
大きな書店がないので、カフェ併設であったらいいなと思います。また有楽町のロフトみたいな楽しくて大き
な雑貨屋もあると嬉しいですね。

千葉市中央区 46 女性 保育所 ショッピングセンター
市川市 42 女性 市場のように、生鮮食料品が新鮮で安く買えるような施設。

千葉市中央区 40 女性
歩道は全て屋根付で道路側は強化ガラスかプラスチックの壁を作り、天候や気温に左右されないようにして
欲しいです。 お店も東京にしかないようなお店が進出してくれれば活気が戻ると思います。 駅前にホームセ
ンターも有りだと思います。

四街道市 36 女性

千葉駅周辺は子供と楽しめるものがないんですよね。買い物するにも食事するにも遊ばせるにも困る。子供
はきぼーるくらいしかないんじゃないですか。子供連れても行こうと思う街になってくれたら嬉しいです。キッ
ズスペースのあるレストラン。室内遊園地。小さくても広場なり公園なりあるだけで違います。あとは、オーガ
ニックなど体に優しいものを扱うような八百屋さん、パン屋さん、レストランなど。こだわりのあるお店がいくつ
か集まっていたら素敵。母親層や若い女性にうけると思います。

千葉市緑区 33 女性

一つ目は、東京駅周辺のように、他県のアンテナショップを出店してほしいです。 他にも、東京にはあって千
葉には無い。 一時間かけても行きたい理由があります。  二つ目は、ミニ遊園地が欲しいです。こどももカッ
プルも楽しめるような施設が欲しいです。 高級デパート、大人の為の飲食店しかないので、気軽には立ち寄
れない為です。

市川市 73 男性
フィットネスクラブが良いと思います。 若年者から高齢者までが、楽しめるプログラム（ヨガ、太極拳、バ
レー・・・）

船橋市 46 男性

わざわざ駅から歩いて行くのが面倒だから行かないので、乗り換えなく乗降出来る便利な駅を造って、まず
は利便性を上げる。 場合によってはバスターミナルもくっ付けて更に便利にしちゃう。 その場所にはらら
ぽーと船橋をあやかってショッピングモールを造る。 ただのショッピングモールでは今はあちこちあるので、
千葉は海産物と畜産・農産物・乳製品が売りなので、それらの売場がメインでその場で食べられる広いス
ペース設ける。 そのまま千葉の各地へ宿泊・観光が出来るように案内所や旅行代理店も設置する。 とにか
くそこに行けば千葉の何でも出来る、どこへでも行けちゃう、そんな場所にならなければ人は集まらないと思
う。 他が儲からなくなること等を心配してては何も進まない。 もう根刮ぎが一番！
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アンケート 

概要 

アンケート 

結果より 

【アンケート結果より】  「千葉駅近くの西銀座商店街周辺」への意見③ 

市原市 48 女性 大きな公園が欲しい
鎌ケ谷市 41 女性 自由ヶ丘の様に、雑貨の街
千葉市若葉区 37 女性 思い切って前面ホコテンにして、道路の真ん中で無料野外映画会

千葉市稲毛区 36 女性
気軽に誰でも行ける憩いの場、ゆっくり安らげる場所、美味しい物、話題の場所お店、ファストファッションの
お店等取り入れてもいいかも

四街道市 48 女性
歩行者天国を設けて欲しい。 銀座で行っているような感じで。時に大道芸人も。 それか、公園広場。日比谷
公園みたいに噴水も！ または、夜、おしゃれに安く大人が飲んで集えるお店。

千葉市緑区 40 女性
やはり、古い建物をリノベ－ションしたり、若者が好みそうなお店（雑貨店・カフェ）を入れたり、街をきれいに
作り変える必要があると思います。

佐倉市 78 男性 変えなくてイイですよ。地下鉄が欲しいです。
市川市 32 女性 家族みんなで楽しめるような複合施設があれば嬉しい

習志野市 56 女性
金融機関がまとまっている。振り込み手数料が安く上がる。 高校中退の人などが学歴をつけられるような学
校が千葉駅から徒歩圏にある。 昼間か夜か選べる公立の定時制高校を千葉駅から徒歩圏に作る。

佐倉市 53 女性 公園にする。小さい子のエリアと中高生の集まれるスポーツイベントなどの公演が合体する
市川市 25 女性 もっと子供が遊べるエリアがほしい

船橋市 34 女性
気軽にくつろげる開放的なオープンテラスの用な喫茶店や居酒屋的なお店があるといいと思う。そこでふ
なっしーのイベント等をやる。

千葉市緑区 58 男性 噴水

市川市 35 女性
ピープルツリー、ナチュラルハーモニー、天然酵母パン屋等、本気で環境や社会、人のために動いている会
社

習志野市 53 女性

青山ファーマーズマーケットのようなマルシェ（市場）があれば楽しいと思います。千葉は美味しい野菜や海
の幸がいっぱいなので、皆さんに知って頂く良い場所になるのではと思います。他、美味しい日本酒も多い
ので、月に１回でも出店する機会を設けて、県内各地の酒蔵が揃うイベントがあれば楽しいかと思います。
（毎年秋ごろに、いまでやさんが中心となって開催している「日本酒バル」のようなもの）

君津市 33 女性 温泉スパやプールなどもある 遊園地みたいなテーマパークを作って欲しい
船橋市 67 男性 町が汚いイメージがある。栄町周辺などもっと明るいイメージになったらいいと思います。
千葉市稲毛区 52 女性 使う道幅や通路を広く取ってほしい。
千葉市美浜区 58 男性 アーケード等で繋いで一帯の町とする。
千葉市稲毛区 66 女性 レストラン街

千葉市若葉区 44 女性
図書館　天空庭園　大学の生涯学習　デイサービス　介護、子育て相談スペース、介護のレスパイト施設
車イスの人が気軽に行けるところ　こども連れでも行けるレストラン　こども連れのいない静かなレストラン
ジャズ喫茶

千葉市中央区 50 男性 屋台村

千葉市美浜区 45 男性
一つの事にこだわった(特化した)エリアにして欲しいです。例(オタクが集まる。アニメ　漫画に特化した秋葉
原みたいにするとか、食べ物にこだわり抜いたエリアにするとか、昼から飲める立ち飲みの店がいっぱいの
エリアにするとか)
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アンケート 

概要 

アンケート 

結果より 

【アンケート結果より】  「千葉駅近くの西銀座商店街周辺」への意見④ 

船橋市 48 女性 コンサートホールと、商業施設が合体したもの。

千葉市若葉区 41 女性
座ることのできるスペースが多いと、待ち合わせや時間があるときに行きやすいと思います。カフェや外で気
軽に食べられるものを売っているお店もあるといいです。

白井市 39 男性 競輪場移設

千葉市中央区 66 女性
今は、バラバラ構想で、見えてきません。コンセプトのある（何をメインにするのか？）中途半端でないコン
サートホールがあると集客力があるのでは？

東京都目黒区 38 女性

街の改造というと、ショッピングモールなど商業施設の建て替えをすることが多く、どこへ行っても同じような
ものばかり、、。東京でも、横浜でも、千葉でも、どこにあってもいいようなビルが目立ちます。でも、せっかく
の千葉です！若い買い物客を招致するのではなく、住みたくなる街、遊びたくなる街にしたい！これからます
ます増えるご年配も、子供も、楽しく過ごせる街にしたい！千葉は、海も山もあり、自然も多いが都心にも近
い、という素晴らしいところです。緑の多い都会的な街をキーワードに、セントラルパークのように芝生が広
がる公園はあると素敵だろうなと思います。千葉は、花の街でもありますので、習志野のバラ園のように花
園をつくってテーマパークのようにするのもいいと思います。 そこで、お酒やお食事の販売や、冬場は（カ
フェなどにある）ヒーターも用意したりして、芝生に寝そべりながら、生の音楽を楽むイベントや、野外映画上
映会など、文化や自然を楽しむイベントを、ぜひして欲しいです。

四街道市 54 男性 道路を歩行者天国とし、露店やエンターテイメント等も同時開催し、常ににぎやかさを発信していく
千葉市緑区 46 男性 ヨドバシがあるので、電気屋街。有楽町がイメージモデル。

袖ケ浦市 57 女性
その先にある千葉市美術館に良く行きます。とても素晴らしい展示が多いのに、すいていることが多くて嬉し
い反面、やはり残念です。千葉市美術館の良さをもっとアピールしてほしいなと思います。

千葉市花見川区 34 女性

ひとどおりが多いので、生鮮品が買えるマルシェを開催する。 ベビーカーや車椅子の人が歩行しやすい道
路。（石畳でかつ歩道が狭く歩きづらい） C-oneに自動ドアが増えたら、ベビーカーでも入りやすくなる。 カ
フェ施設を充実させて欲しい。（休日はどこもいっぱい。もちろん禁煙でお願いします。） 気軽に入れるマッ
サージ店が欲しい。 （手のひら、足の裏を１５分くらいでマッサージしてくれる施設） 以前、C-one内でマッ
サージしてもらったとき とても気持ちがよかった。） 現在ある店のクーポンを配布。 名物を作る たまにチー
バくんを呼んでみる。 ロッテ選手との交流会を開催してみる。

千葉市花見川区 45 男性 六本木ヒルズや虎の門ヒルズの様な複合施設の建設??
千葉市稲毛区 42 女性 アーケードをつけて、雨でも傘をささずに楽しめるようにする
千葉市若葉区 35 女性 喫茶店
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【アンケート結果より】  「千葉駅近くの西銀座商店街周辺」への意見⑤ 

千葉市若葉区 43 女性

わたしは車いすユーザーです。これから造られるものには、当然バリアフリーが考えられているとは思いま
す。しかし、今までの経験上、かなり惜しい建造物が数多く目につくのも現状です。  それはきっと、当事者
の意見を聞くことせずに、設計されたからだと思うのです。その上で、今回いち意見として投稿させていた
だきたいと思います。  西銀座周辺が、将来的に車を排除して歩行者中心の空間になるという話もあるとの
ことですが、それならば余計に、車いすで利用できる駐車場を駅周辺に増やしてほしいです！料金の上限
があると、とてもいいですね。きぼーるのタイムズがそうです。  そうすることで、駅前にたくさんのお店やレス
トランが出来た際、ゆっくり過ごすことができると思うのです。  よく、建物全体の通路は綺麗でフラットなの
に、店の入口には段差がある。というような施設が本当によくあります。そういうことだけはないよう、出店す
る店側とも話し合い、どのお店も入口、店内が段差のない造りにできたらと思います。  そして、旧三越一帯
には、新たに商業ビルがほしいです！！イメージは、東京駅前のオアゾや丸ビルなどです。ホテル、レストラ
ン、企業、コンビニ、郵便局、ＡＴＭ・・・そして地下とはいいませんが、大型駐車場が完備してあるビル。  こう
いったビルは、車いすユーザーにはとてもありがたく、安心・安全な施設です。当然、お年寄りやベビーカー
のママさんにとっても使い勝手はいいはずです。実際わたし自身、千葉市では安心して過ごすことで出来
ず、食事ひとつも、都内に行くことのほうが多いです。  生まれ育った千葉市で安心して過ごせないのは、
寂しいです。地元千葉市が、車いすユーザーにとっても動きやすく過ごしやすい、スムースな街になっ
てほしいと強く願っています。  どうか、車いすユーザー本人、ベビーカー利用のママなど当事者の意見
を聞く、アンケートを取るなどして、設計の段階から考えていただきたいと思います。心からの願いで
す。よろしくお願いいたします。

船橋市 47 男性
千葉駅から直結する世界最大規模の超巨大ショッピングセンターがあったら面白いと思う。世界中から注目
を集め、多くの客が集まると思う。

千葉市中央区 37 女性

赤ちゃんから小・中学生、大人もお年寄りもみんなが集えて、 思い切り遊べる「プレーパーク」を！  千葉市
には、プレーパーク「子どもたちの森公園」があります。 プレーリーダーが常駐し、赤ちゃんから中高生まで
自然のなかで遊びを楽しむ場です。 通常の児童公園で遊ばせていると、遊びについても規制が多いのが現
状ですが、 思い切って駅前にプレーパークを設置することで、 大人だけでなく子どもにとっても魅力的な千
葉駅前に生まれ変わると思います。  ネットの買い物機会が増えている昨今、 「駅前＝新しい商業施設を！
イベントを！」という発想からの、思い切った転換が必要ではないでしょうか。

千葉市中央区 21 女性
小さいカフェだったり、若い人がやりたいお店だったりをやれる様なスペースをつくる。 そこに商店街の様なも
のがあるのもいい！

千葉市若葉区 41 女性
自分に子供が生まれるのもあって、子育てに優しい街だといいな、と思います。 保育所は勿論、親子連れ
で楽しめるような店や、FMの公開放送ができるぐらいのイベント会場などがあったら嬉しいです。

市川市 37 女性 千葉の特産品が購入できるお店を作って欲しい （千葉のお酒、醤油などまだあまり知られていないもの）
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千葉市稲毛区 43 女性

千葉市は、都市部にありながら自然豊か。その特徴がひと目でわかるような、自然と街の融合された地区で
あるとよいと思います。 他の都市が時間とお金をかけて従来通りの再開発をするなか、千葉市は一歩進ん
で、自然のなかの街づくりを行えば全国の都市部のモデル地区になり、また他地域からの人も呼び込めるの
ではないかと思います。具体的には、大胆ですが西銀座商店街全体を公園に、その中に各店舗。私たちは
健康づくりや癒しを求めてこの地区にやって来る。自然に囲まれた公園で、土や草むれの匂い、かすかな潮
の匂いを感じながら、都市生活に必要な買い物をし、食事をする。草木の眠る冬は、薪ストーブカフェでコー
ヒーを楽しむ。雑草などの手入れは必要だが、考え方によっては園芸療法の一環にもなるし、地面の舗装が
なくなることで温暖化対策にもなる。緑ゆたかでありながら都市機能を持つ千葉市は今後さらに価値を高め
ていくと思います。それをアピールするよい機会だと思います。 今や近隣の店や通販で用が足りる。時代と
ともに消えていく運命の「街」を、建築物のデザインを一新し、魅力的なお店を入れるという従来通りのやり方
で再生させたとしても長く活気を保てない。他地域の再開発後十数年の様子を見れば明らかです。

船橋市 41 女性 歩きやすいように地下歩道を作るとか。デパ地下のような店もあればいい。

千葉市稲毛区 53 女性
アーケードのある商店街、おしゃれな街と風情のある街、エリアごとにイメージを変えいろいろと楽しめる街に
したらいい。企業とタイアップして大阪の戎橋のグリコの看板のようなものを設置する。（不二家のぺこちゃ
ん） 成田空港があるので、外国人が好きそうな店舗をつくり、外国人⇒日本人の客層を増やす。

千葉市緑区 54 女性

千葉という名前から思い浮かべるのは緑の木々や花々です。今年横浜で緑化イベントをやっていてとても綺
麗で集客力もあると思いました。ぜひこのイベントに参加して花や緑にあふれた町並みを作ると良いと思い
ます。山陽メディアフラワーミュージアムや京成バラ園や南房総の花畑などと連動したイベントなども企画で
きそうです。ちょっと地域ははずれますが千葉市美術館や千葉劇場など文化的な施設とコラボも充実させて
ターシャ・テューダーやイギリスのガーデニングやハンドメイド的なものが好きな人たちの好奇心を刺激してく
れるようなものやおしゃれな紅茶専門店やカフェなどをまとめてみると平日に主婦が訪れて活気が見込まれ
るのではないかと思います。建物的には歴史的な洋館を復元したような感じでレトロなイメージを狙った方が
他との差別化がはかれる気がします。妄想がやみませんが…とりあえず以上です

千葉市中央区 47 女性 余り日当たりがよくなく、暗いイメージがあるので、明るい色合いでの街並みデザインをして欲しいです。

千葉市美浜区 30 女性

いまの千葉駅は、どこ出掛けようか～と考えたときに、「じゃあ千葉駅に行こう！」とは正直なりません。魅力
的なお店が少ないのに加えて、清潔でないし、街全体がぎゅっとしていて狭いからです。 どうか予算を惜し
まずに、魅力のある街に変えてほしいです。  個人的な意見ですが、元PARCOの裏通りの雰囲気が好きで
す。歩きやすくて、木々が並んでいて、ここにもっと喫茶店やテラス席のあるカフェや、雑貨屋さんが並んで
いたらなあといつも思います。 のんびりできるカフェや、美味しいレストランや、気軽に入れるバー、もちろん
昔からずっと千葉駅を支えている老舗のお店はそのままに、大きな本屋さんや、洋服屋さん、雑貨屋さんな
ど、、雰囲気で言えば、自由ヶ丘や中目黒のような。大きなショッピングビルはあまり乱立してない街の方
が、私は好きです。  ガチャガチャしている現在の雰囲気を一新して、行くだけで心が満たされるような、ゆっ
たりできる空間を作ってほしいです。そうすれば必然と、人も集まり、公園などでイベントを開催したり、音楽ラ
イブをしたり、相乗効果が生まれると思います。 そして、欲を言えば千葉県内で活動している作家さんや職
人さんを取り込んで、ものづくりをバックアップしてもらえたら、とても嬉しいです。
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【アンケート結果より】  「千葉駅近くの西銀座商店街周辺」への意見⑦ 

千葉市中央区 40 女性

ショッピングモール（東京に行かないとないブランド）、ラーメン博物館のようなもの、アカチャンホンポ、ベビざ
らす、トイざらす、西松屋、子供達が走り回れるような芝生スペース、子供の遊び場、トーマスタウン、東急ハ
ンズ、Seria、メゾンカイザー、スープストックトーキョー、ヤマダ電気、TSUTAYA(カフェ併設)、ニトリ、IKEA、
H&M、ZARA、GAP、ユザワヤ、ブルーボトルコーヒー、コスメショップ（自由に試せる）、イベントはヒーロー
ショー、アンパンマンショー、など。

四街道市 無記入 女性

千葉のまちづくりの記事を読ませていただきました。千葉のまちが素敵になっていくことはうれしい事です
が、千葉のまちに人が集まらなくなったのは、まちに魅力がなくなったのと同時に、「交通の不便さ」が一番
だと思います。若葉区（千城台）近辺から、1人につき、バス代往復1000円位かかるし、千葉のまち近辺の駐
車場は高いし、家族で行こうと思いません。交通機関（私鉄・地下鉄）など、もっともっと便利になる事を願い
ます。（バスだと千葉まで1時間くらいかかります）

千葉市美浜区 29 女性
武蔵小杉のような、おしゃれで高感度だけど温かみのある（緑多めな、千葉駅前　花の都ちばをアピールで
きるような）商業施設があったらいいな

千葉市若葉区 60 男性 千葉駅東口に「イオン」または「イトーヨーカ堂」などの核のテナントを読んでほしいです
四街道市 65 女性 ロボットなどが行きかう、未来型志向の街

千葉市花見川区 無記入 女性

正直、千葉は首都圏内であり、県庁所在地でもあるのに田舎くさい印象があります。もっと県民が自慢でき
るような街になってほしいです。現代はフォトジェニックな時代であり、最新カフェ、オシャレな壁などを作って、
都心へ行ってしまう若者達の足を地元に留め、もっと活気のある場所にしてほしいです。千葉には、オシャレ
カフェもいくつかありますが、基本、車で行かなければならない場所が多く、手軽に行けません。例えば、千
葉の名産にちなんで、PEANUTS Café tokyoのような人気のあるカフェを出店してもらうとか、輸入食材店な
どで見られるピーナッツバターを自分で作れる機械を導入して、より一層名産を知ってもらうのも楽しそうだな
と思います。菜の花をモチーフとしたカワイイ壁画もいいなと思いますし、もしくは街中に菜の花を植えて、開
花の時期となったら、街中が黄色く華やかになりそうで、いいなと思います。かわいいスイーツや変わった見
た目の食べ物など、人を惹きつける街づくりをしてほしいです。千葉は、オシャレさや楽しめる街づくりがされ
ていないように思います。もっともっと魅力的な街になってほしいです。今まで、こういった意見を募集が
あってもスルーしていたような私です。なぜなら、どうせ意見を取り入れてもらえないだろうと思っていた
からです。今回は以前からずっと思っていたことを初めて主張してみようと決心して送らせて頂きまし
た。宜しくお願い致します。

千葉市花見川区 16 女性 食べ歩きができる商店街。ファッションが多い商店街

千葉市稲毛区 60 女性

「音楽でつながろう」（ボランティア参加型）。飛び入り参加ＯＫ。ひとりＯＫ。雨天ＯＫ。トラック（屋根付き）の
上。楽器（＝自己責任で）演奏やりたい人集合。曲名がわかれば、もっと良し。ジャンルごとでも良し。ポップ
ス、ジャズ、ロック、クラシック。ほかに、ストリートパフォーマー（ジャグリング、あやとり、折り紙大会など）。お
なかが空いたら、別の場所で食にありつくこと。
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【アンケート結果より】  「千葉駅近くの西銀座商店街周辺」への意見⑧ 

千葉市中央区 78 男性

「東京で働き（稼ぎ）千葉で生活（消費）するのが理想」と他市の現役世代が、高評価する安心安全な特別住
区を創りたい。東京への通勤、通学率を70～80％台の街づくりです。「千葉からでなく、玄関から東京まで45
分」をアピールできる駅から直結した高層住宅が建ち並ぶ街づくり、1～3階はカルチャー、スポーツ、ショッピ
ングなど充実した商店街。「雨天は雨合羽着用で千葉駅まで自転車通い。チャンスがあれば脱千葉を」の現
役男女も思いとどまるかもしれません。
追記：「市民の暮らしが第一」と感じられる6大施策を！
①1日当たりの来院数が多い2病院（青葉市民病院・千葉大学付属病院）近くに、モノレール駅の建設。
②「バス道なのにバス停まで歩くのがバス道」の生活道路の改善。
③車道幅を確保して、余地に白線を引き歩道にする「人より車優先のまち」の返上。
④史跡や名所の道標を増やす。狭い歩道の真ん中にある電柱をなくす。
⑤制限速度を超えて走る違反車両が日常化しているのが現状。全ての道路に速度制限標識を設置。　⑥親
子連れの目の前で歩行者、自転車、自動車の信号無視する公共道徳の欠如の改善のため、全市民運動と
して毎月「交通安全日」を設定。一斉に交差点に警察官が立ち、取り締まりを行う。以上、私が望む街づくりで
す。

習志野市 41 女性
日差したっぷりでお買い物とお茶と食事ができるといいなと思います。 美味しいパン屋さんがあると個人的
にうれしいです！ イタリアが好きなので、プチヨーロッパを感じるようなレンガ造りの街並みがいいなと思いま
す。

船橋市 43 女性
高齢化社会なので便利な場所に病院ができるのはよいことだと思う。若者が集まらないので定年後の人々
が落ち着いて利用できるレストランや商業施設があればよい。

船橋市 42 女性
自由が丘みたいなオシャレな町並みを作り、道路上にくつろぎベンチなどを作って 居心地の良い街になった
ら行きたくなりますね。

鎌ヶ谷市 47 女性

＊街の景観を、統一してお洒落な街にして欲しい。 次々新しいビルが建て替えられるとゴチャゴチャした感じ
になるので、ある程度揃えつつ、看板などで個性を出すと良い。
＊植込みや花壇などを、団体や個人に貸し出して、いつでもキレイに。雑草だらけの歩道は、みすぼらしい。
庭が無いけどガーデニングはしたい人は、沢山居る。
＊居ぬき空き店舗を活用して、店は、持ちたいけど資金が無い人に、日替わり週替わり等で貸す。 学校の
料理部や美術部など創作系の部活の発表・販売。
＊屋上緑化、公園、散歩道。
＊千葉城下をイメージしたイベント。着物や甲冑着付け・レンタル・着物サービス。

松戸市 60 女性
グルメブームなので千葉県の食材を使ってグルメ祭り等をしたら親子でも楽しめるし絶対に沢山の人が集ま
るに違いない。

千葉市中央区 54 女性
いかがわしい店舗を一掃する。旧三越の地下に入店していた生鮮食料品（魚、野菜、果物、肉類）のお店を
再誘致して今まで通りに買い物できるようにしてほしい。

流山市 43 女性 道の駅が出来たらいいなと思います。

八千代市 62 女性
駅から近いという条件では、天然温泉を完備した、アウトレットモール。今あるアウトレットは交通の便があま
り良くない。送迎バスもあるけど出来れば、電車から歩ける距離が良い。ぜひ駅近で品揃えも豊富な施設
を。
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【アンケート結果より】  「千葉駅近くの西銀座商店街周辺」への意見⑨ 

千葉市中央区 58 女性
千葉に進出していない飲食店。　ただ、自転車置き場を確保してほしい。 すぐに撤去されてしまうので、最近
は三越に行く回数がまわりのままチャリででかける人すべて格段に減った。

千葉市若葉区 44 女性
入りやすいおしゃれなカフェが欲しい。色々な世代の人が利用できるファッションビルもほしい。スポーツ専門
的やバッティングセンター、ボウリングやボルダリングが楽しめる施設もいい。

松戸市 46 女性

「商店街」が欲しいです。西友や三越の食料品売り場がなくなって、近所の人は食品や日用品を購入する場
所が減ってしまいました。 三越で売っていたような少しいい食品を扱う店や、ちょっとおしゃれなホームセン
ターみたいな店（イメージするのは、たとえばダイソーでも最近はおしゃれなダイソーがあったりしますが、そう
いう実用一辺倒ではない店です）、そういう店が並ぶ商店街があるといいと思います。ただ、最近はどこに
行っても同じようなチェーン店があるので、チェーン店でも、あまりあちこちにないような店がいいです。スー
パーだったら、昔、幕張にあったカルフールみたいなイメージでしょうか。

千葉市緑区 49 女性 千葉にない美味しいパン屋さん色々、Viron,ブルディガラ、Dean&Delucaなどが大集合！
千葉市花見川区 56 女性 不用品の売り買いができるエリア、 型落ち、倒産品など、激安提供希望
千葉市美浜区 50 女性 歩行者専用の通りにして、カフェなどを表に出し、くつろげる場所に。

千葉市若葉区 63 女性
道の駅みたいな　産地直送の　新鮮な野菜や魚などを取り扱うお店。　できれば駐車料金が無料か優遇さ
れたお店ができたら　出かけてみようと思う。

流山市 65 女性
まず　色々な百貨店が撤退してしまったので　それを呼び戻してほしいですね 東京の銀座みたいに賑やか
で楽しい街にしてもらいたいですね

千葉市中央区 45 女性

駅からずーっと歩きながら食べたり買ったり観たり遊んだりと、1日楽しめる場所になると良いです！欲しい店
は、やっぱり味が美味しいと評判の店。都内まで足を運ばなくても千葉に全部そろってくれたら日常的に頻
繁に足を運ぶと思います。 イベントは、家族で参加できるものが良い。スタンプラリーやオリエンテーリングの
イベントなんかあったら、沢山歩いて千葉の街を知ることができるし、健康にも良さそうですね。

柏市 49 女性 千葉の食の店
千葉市若葉区 46 女性 温泉施設

柏市 53 女性
音楽イベント（ライブ）ライブハウスANGAのように幅広いジャンルにお祭り騒ぎをやってもらいたい。柏市の
「ゆるベルト」船橋市の「ふなばシル」など、個人飲食店を気軽に試せる紹介イベントがあると嬉しい。老舗の
焼き鳥屋や、一見入り辛い名店もあるので。

千葉市花見川区 45 女性 神戸みたいな、石畳の街。 スタバとかセブンイレブンとか、おしゃれな街並み。
千葉市 55 女性 体験型スポット 駐車場駐輪場確保。
船橋市 46 女性 東京駅のグランスタみたいにポイントサービスの機械が町中にある

千葉市稲毛区 52 女性

あまりにも何もないというか、そごうくらいで終了ってかんじなので、千葉駅から千葉中央駅までの、寂れた
この間が盛り上がれば良いとは思うのですが。本屋もユニクロもあるし、パルコは撤退しちゃったし。 美味し
いレストランが集合しているビルや、便利なホテルがあれば、もっと人が集まるかなと思います。あとは幕張
のようなアウトレットモール。
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【アンケート結果より】  「千葉駅近くの西銀座商店街周辺」への意見⑩ 

千葉市稲毛区 47 女性

老朽化したビルが目立つけど、昭和の時代を感じるビルを壊すのも良くないと思うので外壁塗装をして全体
的の色を統一した方が良いと思う。 また、看板もごちゃごちゃしてて見栄えが悪いので、おしゃれに統一して
ほしい。路面もシミや汚れで汚いからトリックアートも取り入れて、面白い写真がとれるスポットにしてほし
い。小さな子供たちが安心して遊べる屋外の施設や、無料で遊べる施設が欲しい。ヨドバシカメラの前や線
路沿いの道は土日の昼中や平日の夕方なのど、人が多い時間帯だけ歩行者天国にして車が入れないよう
にしてほしいと同時に、運搬用の車は無料で路駐できるように時間帯や空間をつくってあげないと、商品の
流通が滞ってしまうので、活性化の妨げになると思う。 何でも有料化にすると逆に人足が遠のくので魅力あ
る無料の施設を一つ置くのも活性化には大事なことだと思う。駅前は人が多くて落ち着けないので、屋上を
開放して公園にするのも良いのでは？

松戸市 44 女性 屋台を出してほしい

千葉市稲毛区 65 女性
種類の多さが半端ない百円均一店、行列のできるパン屋（食パン専門など）、東京の有名な食べ物や（台湾
小籠包の大人気店ディンタイフォン・お土産のパイナップルケーキなど）・ニトリ・無印良品（食堂も）・ 緑がある
休憩所（子供たちも遊べる遊具もある）・～街にする（カフェ・ラーメン・ケーキ・鮨など）

船橋市 39 女性
AEONモールが出来たら、家族で遊びに行きやすい。（家族皆で楽しめるので。） 停めやすい駐車場がある
といいな。（いまある駐車場はとても停めづらいので。） 海外にあるお店が出来たら、行きたいな。

流山市 58 女性 ヨーロッパの町の様な、花のある景色にオシャレなお店が並んでいると良いのになあ

船橋市 48 女性 美味しいランチ、お土産にいいスイーツのお店をたくさん作る

千葉市若葉区 40 女性 手ごろな価格の飲食店や雑貨店
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【総括】設問2.「千葉神社周辺の門前町構想」への回答からの考察  

アンケート回答 頻出ワード抽出 

★千葉神社周辺の門前町構想で読者が描くのは、レトロ・和モ
ダンな街並み。参道に和テイストの店が並び、季節の花が咲く
並木があり、そこで食べ歩きや和文化体験ができるイメージ。 

 

★参道に灯る提灯は太陽エネルギーで、提灯の形は千葉の特産
品の形でという案も。門前町の核となる「千葉神社」をパワー
スポットとしてＰＲ、御神輿常設展示、北斗七星グッズ販売な
ど。亥鼻城までつなげた街づくりをもとめ、千葉常胤記念館等、
偉人の記念館をつくるアイデアも。 

 

★ その他少数意見として 

「電柱を地下に」「五重塔」 

「巫女カフェ」「チーバくん石造」「足湯」 

「豆大福・木村屋の甘味処を核にした参道グルメストリート」 

「おいしい香りのする参道・落花生を焼く(ワクワクする)」 

「大大吉のあるおみくじ（ほかにはない）」 

「常時スピーカーからお囃子ＢＧＭが流れる参道」 

「わかりやすい参道づくり・駅からのサインを掲出」 

「門前町内に図書館分室を。みなが通うようになる」 

「地下街を作り、雨天でも移動できる街に。特に千葉駅→中央
公園（千葉神社前）→きぼーる→千葉中央を地下街にして、C-
ONEに繋げる。目的は千葉神社だけでなく、イベントの多い中
央公園、美術館、きぼーるなど足をのばしたくなるアクセス作
りも必要」など。 

 

千葉駅周辺とは異なる、文化的な香りを求めている意見が多
かった。 

頻出ワード 回答数
門前町・江戸・長屋・風情のあるレトロな街並み、和モダ
ン、日本ならではの景観

24

昔懐かしい通りに、和テイストの店（和菓子・甘味茶屋・駄
菓子・焼鳥・うなぎ・飴細工・手焼き煎餅・和食屋・蕎麦・う
どん・惣菜・抹茶ソフト・伝統工芸品・和雑貨・夏まつりも開
催

20

桜並木・銀杏・紅葉など、季節の花のある参道 12
成田山参道のイメージ 7
食べ歩き（お団子・たい焼き・焼き蛤・スイーツばら売り） 5
和風の土産もの屋（参拝がえり） 5
広い遊歩道・石畳（バリアフリーも考慮） 5
露店・おしゃれな屋台・茶店が連なる通り 5
伊勢神宮参道のイメージ 4
和文化体験施設（着物レンタル着付け、そのまま散歩、コ
スプレ撮影も。ほか和雑貨作り）

4

提灯（ちょうちん）が灯る街 4

小川・せせらぎによる癒し・小さな橋 4

千葉神社 4
定期的な縁日・夜店・手作り市 4
目玉となる、行列ができるスイーツ店 3
歩行者天国 3
赤い千本鳥居 3
ここにしかないもの、ここでしか味わえないもの 3
イベント・祭り 3
千葉常胤記念館など偉人の記念館 2
電柱を地下に 2
オシャレなカフェ 2
おいしい飲食店 2
撮影・インスタスポット 2
老舗を集める　虎屋・うなぎのをざわ 2
飴や（川崎大師）・駄菓子や横丁（川越） 2
豆大福「木村屋」の甘味処を核に参道グルメストリート 2
巫女&祢宜カフェなど変り種カフェ 2
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【アンケート結果より】  「千葉神社周辺の門前町構想」への意見① 

住所 年齢 性別 コメント
千葉市緑区 41 女性 昔ながらのお店が沢山あったら嬉しい。成田山や伊勢神宮の参道みたく
千葉市中央区 41 男性 無理しないで良いのでは。

千葉市花見川区 31 女性
仲見世と千葉常胤記念館。 また、着物の着付けや、色々な体験が出来るお店。例えば、sghrのような、千
葉に、工場があり、ブランドとしても確立しているブランドなど、体験+ブランドが欲しい。 そして、栄町付近は
イメージを一新して、外資系ホテルや、ディズニーネイバーホテルなどの街にして欲しい。

八千代市 41 女性 電柱を地下に埋め込み、街を明るく！
大網白里市 39 女性 関東の名産を取り扱う、楽しく美味しいお店や、カクウチなどの懐かしさも加わると楽しい。
習志野市 51 女性 参拝客用の、お土産や食べ歩きできる物が買える屋台など
千葉市緑区 58 女性 清潔感、統一感が欲しいですね。
千葉市中央区 37 女性 千葉駅前からのサインが欲しいです。ここに歴史ある神社があることが駅前にいてわからないので。
千葉市美浜区 42 女性 広い歩道。おしゃれなカフェや美味しいお店。

佐倉市 29 女性
店舗は新しすぎず寛げる空間だけど、新しいお店があるととても人気が出ると思います。 スイーツなど、目
玉となるお店があると嬉しいです。

千葉市若葉区 37 女性
門前町構想。昔の門前町はこんなだったのかしらと思いながら見てしまいました。お土産物屋さんはあった
らいいなと思うけれど、地元の人が行くような、房の駅のような、道の駅のような地元野菜が安く揃うお店が
あるといいなと思います！

千葉市若葉区 27 女性 チーバくんの石像とか！ 撮影スポットになるとこがあると、観光できた人にもいいかも!
千葉市中央区 50 女性 海浜幕張のようにコンセプトちゃんと決めて、行きたくなる街づくりをしてほしい。
白井市 55 女性 温泉施設
千葉市花見川区 48 女性 ホームセンター
香取市 27 女性 桜並木など、季節の花などがあるといいかも！

千葉市中央区 32 女性
赤提灯、和菓子屋さん、子供が好きな駄菓子屋さん、和食屋、昔ながらの商店街のような、お惣菜屋さん。
駅前がオシャレな街ならば、こちら側は昔懐かしい雰囲気があるといいと思います。夏はそこの商店街で夏
祭りなど...

浦安市 46 女性 江戸時代の街並みのような長屋。
鎌ケ谷市 32 女性 四季を楽しめる植物がたくさんあるとそれぞれの季節にみにいきたくなります。

千葉市美浜区 68 女性
伊勢神宮や成田山のような両側に純和風のお土産屋や飲食店が並んでいる通りがあれば良いと思う。千
葉ならこのお店と言えるお店があまりないと思うので、食事や散歩ならここという場所を作って欲しい

千葉市花見川区 55 男性 露店など出したりして歩行者天国などにしてファミリーやカップルが楽しめるスポットになれば楽しそう。
船橋市 55 男性 露店

千葉市緑区 46 男性
やはり「美味いもの」ではないでしょうか。産直野菜や千葉ならではの料理、スイーツ。それらが傾向は同じく
しながらも、多くの店でそれぞれの味を出して切磋琢磨しているなら、それで盛り上がるのではないかと思い
ます。

成田市 50 女性 本当に変わるのなら変わってから行ってみたいです。

千葉市緑区 66 男性
植栽内や街灯柱にスピーカーを隠し（取り付け）、常時『お囃子』千葉県内のお祭りBGMを流す、気持ちが若
返る、パーカッションな街。
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【アンケート結果より】  「千葉神社周辺の門前町構想」への意見② 

船橋市 48 女性 ちょうちん
千葉市中央区 46 女性 遊歩道。あまり賑わいは欲しくない
市川市 42 女性 古民家で、ここでしか食べられないスィーツのお店や食堂。
千葉市中央区 40 女性 老舗のお店を復活させて、京都や下町を存分に押し出して、昭和レトロや和を強調して欲しいです。

四街道市 36 女性
食べ歩きも出来るたい焼きやお団子などのお店。それから、千葉といったら昔ながらの焼き蛤屋さんも絶対
に！

千葉市緑区 33 女性
1.桜や銀杏などの季節の木や草花。 花見などで盛り上がるように。
2.小川、せせらぎ、癒しがほしいです。
3.川崎大師にあるような飴屋さんや川越の駄菓子屋横丁のような駄菓子屋さんたち。

市川市 73 男性 赤い千本鳥居

船橋市 46 男性

イメージは成田山参道や西新井大師参道でどちらも車の往来があってゆっくりと落ち着いて観光出来ないの
が問題点。 やはり歩行者天国が大前提。石畳が趣きがあって最高だと思います。 金沢市東町茶屋街の感
じも落ち着いていて最高だと思います。 山形市内でも同じような試みをしてますよ。ワンブロックを古い街並
みに造りかえたり、工芸品を見たり買えたり、和菓子や抹茶ソフト等を食べられるスペースがあったり、路地
があると変化があって楽しめます。 バッタもんはすぐに飽きられてしまうので、やるなら本格的な雰囲気を造
らないとです。

市原市 48 女性 並木道
鎌ケ谷市 41 女性 昔ながらの家
千葉市若葉区 37 女性 伏見稲荷も驚く無数の鳥居。寄付を集めればできるのでは！

千葉市稲毛区 36 女性
千葉ならではの風情あるお店、最新の物から懐かしいものまで取り入れて、千葉の有名なスイーツ屋さんと
か話題の店とか入れる

四街道市 48 女性
やはり成田山に通じる参道に並ぶようなお店。和だけでなく洋なレストランも！ それから、千葉初のスイーツ
のお店など。

千葉市緑区 40 女性 京都の清水寺のように、甘味やさんや、和食店、雑貨店などを、近くに構える。
佐倉市 78 男性 あの景観を残しましょう。
市川市 32 女性 食べ歩き！
習志野市 56 女性 昔の地図、当時の家やお土産屋などを作る。
佐倉市 53 女性 千葉ゆかりのものが食せる　飲食街
市川市 25 女性 古き良き時代を忘れないような建物
船橋市 34 女性 桜並木　イルミネーション
千葉市緑区 58 男性 川
市川市 35 女性 伊勢神宮の周りにあるようなお店の千葉バージョン。

習志野市 53 女性

坂道の無い門前町になるかと思うので、老若男女どなたでもお散歩がてら歩きやすい参道になると思いま
す。せっかくなのでパワースポットとして千葉神社そのものをアピールし（営利目的ではなく、敬虔な気持ちで
パワースポットとして力を分けて頂くイメージ）、豆大福で有名な木村屋さんの甘味処があればより楽しいか
と思います。ほか、お蕎麦屋さん（春木屋、若松）もあればなお賑わいのきっかけになるかと思います。
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【アンケート結果より】  「千葉神社周辺の門前町構想」への意見③ 

君津市 33 女性 変わったカフェ
千葉市稲毛区 52 女性 桜の木
千葉市美浜区 58 男性 千葉神社の参道を作る。千葉駅からの行き方を分かりやすくする。
千葉市稲毛区 66 女性 浅草雷門のような商店街

千葉市若葉区 44 女性
何があったらではないのですが、電柱がないほうがいいと思います。四街道のヨーカドー前の通りのような、
明るすぎない通りがいいなと思います。

千葉市中央区 50 男性 千葉の特産物をイメージした街灯
千葉市美浜区 45 男性 美味しい屋台が列なってる感じ
船橋市 48 女性 Q1のみ記入

千葉市若葉区 41 女性
写真の石畳、素敵だなと思いました。京都のように、和風のお土産が買えるといいと思います。足湯なども
あるといいなと思います。

白井市 39 男性 武士
千葉市中央区 66 女性 うなぎのおざわとか、虎屋のお菓子やさんを持ってくるとか？

東京都目黒区 38 女性
桜やいちょうの並木道などはいかがでしょうか。スポットとして評価がされれば、観に来るひとはたくさん増え
ると思います。時代劇に出てくる賑わい町のような茶店がずらっと並んでいる光景も想像しています。

四街道市 54 男性 ここにしかない、ものへ焦点を当て、新Power-spotにする
千葉市緑区 46 男性 五重の塔。 秋は紅葉がきれい。桜より紅葉。清水寺のイメージ。

袖ケ浦市 57 女性
門前町なら、浅草のような小さなお店が沢山あると楽しい気がします。もちろん売っているものはアクセサ
リーや猫グッズなど、今流行りのもので良いと思うのですが。。。

千葉市花見川区 34 女性
千葉神社の知名度がもっと上がればおのずと そちらの方面に人が流れていくのではないか。 もっと神社を
アピールする。由来や伝説など。。。

千葉市花見川区 45 男性 成田山の参道の様な通りを作って頂きたいです。

千葉市稲毛区 42 女性
千葉の歴史を感じさせるもの、物産店などを増やす。日本ならではの景観にすれば外国人観光客も増えると
思います。

千葉市若葉区 35 女性 Q1のみ記入

千葉市若葉区 43 女性

リビング紙面にも書いてあったように、参道ができたら嬉しいです！ただ、石畳は車いすユーザーにとっ
て、かなり辛いです。ベビーカーも、車いす押す側の方も辛いと思います。赤ちゃんだって、言えないだけ
で、ガタガタするのは心地いいはずないですよね。乗っている人の気持ちも考えてほしいなと思います。  見
た目の美しさや雰囲気を優先する、というのは反対です。  賑わうイメージは、景観ではないのですが、「美
味しそうな香り」でしょうか。落花生を炒る香りであったり、海苔の焼ける香りであったり。美味しそう＝楽しそ
う＝ワクワク　だと思います。  見た目の景観で言うならば、千葉神社にある「尊星殿」をイメージできるよう
な、歩き進むにつれてストーリーを感じるような道になったらいいなと。星にまつわる話には夢とロマンがあ
るので、そんな参道を通って千葉神社へ行けば、願いも叶いそう！と。  願いが叶う、星の参道・・・みたいな
通りになったら素敵です。  それから、千葉神社の駐車場が、数年前にロック式のコインパーキングに変わっ
てしまいました。それにより、車いすのわたし１人では、行けなくなってしまった現実があります。今は成田山
へ行っています。  ロック式が増えておりますが、下に機械があるため運転席から車いすを降ろすことができ
ません。誰かと一緒であるとは限らないのです。車には家族に乗せてもらい外出する、そんなお年寄りの方
だけでなく、私含め、自分で運転している車いすユーザーがたくさんいます。  レバー式のパーキングであっ
ても幅がないと厳しいですが、上記の駅前大通り同様に、駐車場を増やしてほしいというのがイチバンの願
いであります。どうか、よろしくご検討ください。
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【アンケート結果より】  「千葉神社周辺の門前町構想」への意見④ 

船橋市 47 男性
和菓子店、呉服店、日本蕎麦店、駄菓子屋、寿司店等、日本的な店が参道に軒を連ねていると風情があっ
て良いと思います。 千葉神社から千葉城まで参道を伸ばすと、千葉の伝統を宣伝するためにより効果的に
なると思う。

千葉市中央区 37 女性
伊勢神宮の「おかげ横丁」のようなイメージ。 たとえば、門前町の中に図書館分室ができると、門前町で過
ごす時間がより充実しそうです。

千葉市中央区 21 女性 団子屋さん、千葉の海鮮丼が食べられるところ、京都みたいな小さい橋があったり、石畳の道もステキ！
千葉市若葉区 41 女性 神社のまわりとのことで、日本独特の商品や雑貨などがあれば外国人にもうけそうだと思います。
市川市 37 女性 昔ながらの醤油蔵

千葉市稲毛区 43 女性

「昔ながらの門前町のような賑わい拠点」、よいと思います。ただ、石畳には風情がありそうな印象がありま
すが夏は暑い。この先の時代の温暖化を考えるとさらに人が来にくくなると思います。そして、開府した頃か
ら今までに石畳に街燈という門前町の街並みはあったのでしょうか。もしないのなら「それっぽい」架空の街
並みを作るより、どこかの時代の千葉神社周辺を忠実に再現したほうが魅力になると思います。何があれば
人が集まるかよりも、元に戻す、それを考えることが魅力につながると思います。

船橋市 41 女性 公園などといった緑地
千葉市稲毛区 53 女性 和テイストの店舗。お茶、和菓子、小物

千葉市緑区 54 女性

土日はほっておいても人は来ますが平日の活気をうむためには元気な高齢者をターゲットにするとよいと思
います。なのでこちらは思いっきり和を狙う。伊勢の赤福みたいなお休みどころが似合うと思います。房総の
むらやアンデルセン公園にあるような体験スペースで和物が常時作れるといいと思います。 うちには娘が
いるのですが京都や川越や鎌倉で着物を貸してもらって散策がしたいようです。 1000円位で体験できれば
学生でも気軽にできて千葉神社が撮影スポットになってピッタリです。 テーマパークなどでは1500円くらいで
台紙つきの写真をとってくれますが、500円くらいでどうでしょう？ こちらも妄想がつきません

千葉市中央区 47 女性 甘味処　豆大福で有名な木村屋さんが運営してくれたらよいのではないかと思います。

千葉市美浜区 30 女性

恐れながら千葉神社へ赴いたことがないのでイメージになってしまいますが、参道といえば成田山新勝寺や
鎌倉の鶴岡八幡宮が思い浮かびます。木造造りの和菓子屋さんや喫茶店などの昔ながらのお店と、新しい
お店が折り混ざっていたら素敵だなと思います。  数年前に千葉市内に引っ越してきてから、ずっと千葉駅
がもったいない！と感じておりました。大改造したら絶対楽しい街になるのにと。 活気のある、素敵な千葉
駅になりますよう願っております。

千葉市中央区 40 女性 カフェ、焼き鳥屋、お団子、お煎餅、駄菓子屋など。千葉ゆかりの著名人の記念館や寄席？
四街道市 無記入 女性 Q1のみ記入

千葉市美浜区 29 女性
この辺りは図書館や神社もありますが、住宅も多いので、うるさくない環境がいいと思います。なので、パン
屋やカフェなど親子も楽しめる街並みになるとうれしいです。

千葉市若葉区 60 男性 Q1のみ記入。Ｑ2は記入なし
四街道市 65 女性 駄菓子屋さん、江戸・明治・大正・昭和・平成の店構え。たたみ敷きの見世物小屋など、風情を出して。
千葉市花見川区 無記入 女性 Q1のみ記入
千葉市花見川区 16 女性 屋台
千葉市稲毛区 60 女性 Q1のみ記入
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【アンケート結果より】  「千葉神社周辺の門前町構想」への意見⑤ 

千葉市中央区 78 男性

いくら施設や景観を施してもアクセスが伴わないと、人々の足は向かないでしょう。突然の雨や風雨、暑い
寒い日にきぼーる通りや中央公園周辺で、逃げ場のない人々の姿。特に親子連れを見れば、一目瞭然で
す。地下街のない都心は、辺地と大差のない不便な街なのです。千葉駅→中央公園（千葉神社前）→き
ぼーる→千葉中央を地下街にして、C-ONEに繋げる。目的は千葉神社だけでなく、イベントの多い中央公
園、美術館、きぼーるなど足をのばしたくなるアクセス作りをしないともったいない。

習志野市 41 女性
埼玉の川越や、金沢の茶屋街のようなイメージ。 古い街並みを活かしつつ和を感じるお店を配したらいいの
ではないでしょうか。 和菓子や日本料理にお茶屋さん。 どうせなら徹底的に和テイストにしてほしいです！

船橋市 43 女性
豆大福が有名なので、豆大福屋さんを中心に千葉のグルメストリートの参道にしたらにぎわうかなと思いま
す。

船橋市 42 女性
お寺の周りに和の甘味処や食べ物屋さんを並べたり、千葉神社の歴史をもっと詳しく宣伝したりしたら賑わう
と思います。

鎌ヶ谷市 47 女性

【インスタ映え】が、集客のポイント。
＊神社の参道らしく店舗を和モダンの外観で揃える。
＊街灯を、灯明風にする。 ＊参拝客の休憩所。
＊巫女さん、禰宜さん風衣装のカフェ。
＊季節の植物。 ＊季節の祭礼の飾りつけ。

松戸市 60 女性 そこでしか味わえないスイーツの店や焼き立てパンのお店があった良いかも。

千葉市中央区 54 女性
御神輿等の常設展示スペース、神楽殿、並木道（イチョウとか桜とか季節ごとに楽しめるもの）、ちょっと休め
るベンチ

流山市 43 女性 縁日を彷彿させるもの。露店は難しいでしょうか・・・

八千代市 62 女性
やはり、門前町をイメージしたら、美味しい食べ物、歩いて食べられるような物。そこでしか味わえないような
物。出店。

千葉市中央区 58 女性 おしゃれな屋台。栄町の発展。
千葉市若葉区 44 女性 お土産やさん

松戸市 46 女性

季節だからというのもありますが、桜の並木があったらと思います。 また、最近夜に、パルコのあったあたり
に行ったのですが、暗くて悲しくなりました。太陽エネルギーなど、エコなものを使った電灯が並んでいたらと
思います。 それから、千葉市には物産館や蚕糸会館があり、千葉の名産を宣伝していますが、もっとわかり
やすい場所にして、おくもものも一考してほしいです。門前町に明るい雰囲気の名産の店があればと思いま
す。

千葉市緑区 49 女性 表参道のようなデートスポットになりそうな並木道と素敵なベンチ。
千葉市花見川区 56 女性 駐車場
千葉市美浜区 50 女性 お団子やお饅頭や新スイーツなどをバラ売りしていて、食べ歩きできるような雰囲気のある通りに。

千葉市若葉区 63 女性
憩いの森があって　四季折々の花が楽しめる参道に、水遊びもできるせせらぎがあったら　孫たちと一緒に
楽しめると思う。　夏にはホタルなどを見られたら最高。

流山市 65 女性 クリスマスやハロウィンの時などは　町全体で盛り上がれるように飾り付けやイベントをやってもらいたい
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【アンケート結果より】  「千葉神社周辺の門前町構想」への意見⑥ 

千葉市中央区 45 女性

うなぎやさん、飴細工のお店（その場で飴細工を作ってみせたり、体験できたり）、和を意識したお店で固め
てほしい。気軽に食べ歩きできるように、手焼きせんべいや串カツ、かんざしや和櫛などのお店があったり、
着物の着付けレンタルショップや、髪のセットなどしてくれるお店があって撮影とかもできたら楽しそう。さら
に、コスプレの若い娘たちも喜びそうです。

柏市 49 女性 出店
千葉市若葉区 46 女性 伝統工芸のお店

柏市 53 女性
近未来と歴史の融合 実際に乗れる各種乗り物・セグウェイ　人力車　ベロタクシー 鉄道模型や、各地駅弁
各国料理店舗　立ち飲みバル　茶屋

千葉市花見川区 45 女性
昔風の店が、成田の参道のように連なっているような街並み。 千葉城の辺りも整備して、観光名所にしたら
いいと思います。

千葉市 55 女性 毎日が縁日 千葉神社周辺のイメージを一新するようなコンセプトでやってほしい。
船橋市 46 女性 「大大吉」のあるおみくじ
千葉市稲毛区 52 女性 月1回必ず夜店がでるとか、手作り市みたいなものがでる。

千葉市稲毛区 47 女性

この地域は人情を大事にしたテーマで作って欲しい。昔ながらの屋台や飴細工の職人さんが見せる芸当が
あれば行ってみたい。占い師コーナーもあれば良いと思う。おみくじも少し工夫して木に縛り付けるとお花に
なるような形にしたら景観も華やかになると思し、話題になると思う。デザイン性をもっと重視して、街づくりに
取り組んでほしい。 外壁の一部を竹を寄木にして壁にするなど、地方で荒れ放題の竹をリサイクルして地方
も関与するような開発を勧めれば、千葉全体の愛着が湧くとと思うので、もっと広い範囲から開発の手を借り
るべきだと思う。人口が多い割には、地域同士のつながりが薄いと感じる現状だけど、年配者と若者の間で
は評価が矛盾しているので、もっと振興が深まる良い街にしてほしい。

松戸市 44 女性 緑と祭りなどのイベント
千葉市稲毛区 65 女性 茶店（名物の甘味を作る・アイスクリーム屋）のお休み処、土産用のお店、名物蕎麦屋・名物うどん屋を作る

船橋市 39 女性
江戸時代の街並みにして、観光地化してほしいな。千葉神社もあるので、北斗七星とかのお土産グッズを
作ったり。鎌倉の小町通りがお手本になるかも。

流山市 58 女性 和風の落ち着いたお店が軒を並べていたら素敵
船橋市 48 女性 柴又のような甘味どころありの商店街
千葉市若葉区 40 女性 売店、物産店
皆様ご意見ありがとうございました。公開にあたり、いただいたご意見は誤字・脱字ほか、固有名詞への配慮等から、一部文意が変わらぬ程度に整えさせていただいた
箇所があります


