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令和元年７月２４日 

次期総合計画（仮称）の策定にかかる市民ワークショップを開催します 

本市は、令和３～１０年度を計画期間とする、次期総合計画（仮称）の策定を進め

ています。 

このたび、策定に際して、２つの市民ワークショップを開催します。 

１ 市民ワークショップ「未来のまつど」 

（１）概要

２０３０年の市民の「くらし」や「まち」をテーマに、幅広い人材から多様な意見

を集め、その上で将来望まれる本市の姿を検討し、計画策定に活用します。同時に、

市民同士で自由な意見交換を行うことで、市民の相互理解及び市政への関心や参加意

識を高める場とし、協働の意識醸成を図ります。 

（２）参加者（予定）

住民基本台帳から無作為で抽出された市民（３，０００名）のうち参加希望者

１５０名 （３０名×５回とし、各回参加者は事前に決定）

（３）日程

※開催時間については、多少前後することがあります。

※なお、当日の傍聴は先着５名に限り受け付けます。

第１回 ８月２１日（水）１９時～２１時 議会棟３階特別委員会室 

第２回 ８月２４日（土）１３時３０分～１６時３０分 市民会館３０１会議室 

第３回 ９月２９日（日）１３時３０分～１６時３０分 松戸フューチャーセンター 

（松戸ビルヂング４階 松戸市文化ホール内） 

第４回 １０月 ９日（水）１９時～２１時             議会棟３階特別委員会室 

第５回 １０月１２日（土）１３時３０分～１６時３０分 議会棟３階特別委員会室 



２ 『まつど未来シナリオ会議』 

（１）概要

次期松戸市総合計画（仮称）の策定にあたり、国内外を取り巻く社会経済情勢等の

変化のスピードが速い時代に対応するため、不確実な未来に適応し得る戦略立案を可

能とする手法「シナリオプランニング」を活用して戦略を検討することを目的として、

「まつど未来シナリオ会議」を開催します。 

本会議では、「２０３０年の日本における私たちの暮らし」をテーマに、市民・事業

者等と市職員の連携により、将来起こり得る複数のシナリオを作成し、松戸市がチャ

ンスや課題に備えるための対応策などを検討します。

（２）参加者（予定）

市民等、職員いずれも各部局からの推薦によります。（事前に決定） 

市民等については、本市における各主要施策に関連して、今後５～１０年後を見据

え、今後も事業等の展開が期待される市民・事業者等 ３１名（各回共通）。 

職員については、今後５～１０年を見据え、本市のビジョンを認識し、各部の重点

施策の推進を担うことが期待される職員３３名（各回共通）。 

（３）日程

※なお、当日の傍聴は先着５名に限り受け付けます。

第 １ 回 ８月 ４日（日）１３時～１７時  議会棟３階特別委員会室 

第 ２ 回 ８月３１日（土）１３時～１７時 市民会館３０１会議室 

第 ３ 回 ９月 ７日（土）１３時～１７時 市民会館３０１会議室 

第 ４ 回 ９月２１日（土）１３時～１７時 市民会館３０１会議室 

振返り会  １０月３０日（水）９時～１７時（職員のみ）市役所別館地下１階研修室 

※取材申し込みは不要です。直接受付でお申し出ください。

※市民会館・文化ホールの駐車場はありません。

【問い合わせ先】

総合政策部政策推進課  ☎０４７－３６６－７０７２



日付
① 8/21 （水）19:00~21:00

② 8/24 （土）13:30~16:30

③ 9/29 （日）13:30~16:30

④ 10/9 （水）19:00~21:00

⑤ 10/12（土）13:30~16:30
（上記日程のうち、ご都合のよい日時に1

回ご参加ください。）

2030年のまつどは、どのようなまちに

なっているでしょうか？

普段お感じになっていることを踏まえながら

理想のまつどの未来の姿について自由に意見を

交換するワークショップを開催します。

市民ワークショップ

「未来のまつど」

2030年
に向けた

申込方法
参加申込書に必要事項を記入の上、返信用封
筒によりご郵送ください。

申込締切：令和元年7月29日（月）
詳しくは

中面へ→

ワークショップが初めての方や

これまで行政に関わりのなかった方でも

参加しやすいよう専門家によるサポートも

あります。

お気軽にご参加ください。

場所
松戸市役所議会棟／
松戸市民会館／
松戸フューチャー
センター
（日程によって異なります。
詳しくは裏面および同封の地
図をご参照ください。）

託児あり
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市民ワークショップ「未来のまつど」 募集案内

１．ワークショップ開催の目的

⚫ 現在、松戸市では新しい総合計画の策定を進めているところです。総合計画とは、まちの将

来像とそれに向けた取組を定める重要な計画です。この計画に関して、市民の皆さまにご意

見をいただくためのワークショップを開催することといたしました。

⚫ 市民の皆さまから広くご意見をいただくため、住民基本台帳から無作為に抽出した 18 歳以

上の市民の皆さまに、このご案内をお送りしています。

２．対象

18歳以上の市民の方延べ 150名（各回 30名×5回）。 

なお、応募者多数の場合は抽選にて参加者を決定し、当選者の方には８月上旬までに参加通知

をお送りします。 

３．日程・場所

以下の日程の中から、ご都合のよい日時に 1回ご参加いただきます。 

日程により、開催場所・時間・ディスカッションテーマが異なりますので、ご注意ください。 

日時 場所 
議論テーマ 

（以下４．を参照） 

第 1回 
8月 21日（水） 

19:00～21:00（2時間） 

松戸市役所 議会棟 

特別委員会室 
１ 

第 2回 
8月 24日（土） 

13:30～16:30（3時間） 

松戸市民会館 

３０１会議室 
１および２ 

第 3回 
9月 29日（日） 

13:30～16:30（3時間） 

松戸フューチャーセンター 

（松戸市文化ホール内） 
１および２ 

第 4回 
10月 9日（水） 

19:00～21:00（2時間） 

松戸市役所 議会棟 

特別委員会室 
２ 

第 5回 
10月 12日（土） 

13:30～16:30（3時間） 

松戸市役所 議会棟 

特別委員会室 
１および２ 

４．議論テーマ

松戸市のまちづくりに関して、それぞれのテーマで 2030 年のまつどがどのようなまちになっ

てほしいか話し合います。 

【テーマ１】：2030年の市民の『くらし』を考える 

話し合う事柄（例）： 

健康、医療、福祉、子育て支援、学校教育、生涯学習、文化活動 

【テーマ２】：2030年の松戸の『まち』を考える 

話し合う事柄（例）： 

防災、防犯、交通安全、消防救急、環境保全、産業、雇用、都市空間、道路、公共交通 

 2030年に向けた 
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５．話し合いの方法

原則として年代ごとにグループを分け（６人×５グループ）、リラックスした雰囲気の中で自

由に意見を交換していただきます。 

【話し合いのイメージ】 

付箋に意見を書き出す 意見を交換・議論する 意見を分類しながらまとめる 

６．託児について

子育て世代の方でも参加しやすいように、託児スペースをご用意いたします。託児を希望され

る方は、参加申込書に必要事項をご記入ください。なお、生後６ヶ月から小学２年生までの乳

幼児及び児童を対象とさせていただきます。 

７．謝礼

参加者には謝礼として、5,000円分のクオカードをお渡しします。 

８．その他

ワークショップにおける議論や資料はすべて日本語を使用します。外国語への通訳は対応でき

かねますので、ご了承ください。 

９．お問い合わせ先

ご不明な点等ございましたら、下記までお気軽にご連絡ください。 

松戸市役所 総合政策部 政策推進課 

〒271-8588 松戸市根本 387-5 

 電話    047-366-7072 

 ＦＡＸ   047-366-1204 

 Eメール mcseisaku@city.matsudo.chiba.jp

mailto:mcseisaku@city.matsudo.chiba.jpï¼‹ä¸•è‹¬
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松⼾市⺠会館
３０１会議室
松⼾市⺠会館
３０１会議室

所在地

松⼾市根本387番地の5

 JR常磐線・新京成電鉄松⼾駅の東⼝から
徒歩5分

 新京成バス 松12、松13「市役所⼊⼝」
から徒歩1分

所在地
松⼾市松⼾1389番地の1

JR常磐線・新京成電鉄松⼾駅の東⼝から
徒歩約7分

第１回 8/21 （⽔）
19:00~21:00

第４回 10/9 （⽔）
19:00~21:00

第５回 10/12（⼟）
13:30~16:30

第３回 9/29 （⽇）
13:30~16:30

第２回 8/24 （⼟）
13:30~16:30

開催場所

QRコード

QRコード

B
松⼾フューチャーセンター
（松⼾市⽂化ホール内）
松⼾フューチャーセンター
（松⼾市⽂化ホール内）

所在地
松⼾市松⼾1307番地の1
松⼾ビルヂング4階

JR常磐線・新京成電鉄松⼾
駅の東⼝から徒歩約3分

※携帯電話やスマー
トフォンでQRコー
ドを読み取ると地図
が表⽰されます。

QRコード

※各会場に駐⾞場のご⽤意はございません。
公共交通機関をご利⽤ください。
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