
４　市民共創　タウンミーティングの実績と予定　一覧 （単位：人）

名称 想定メインターゲット 種別 年月日 場所 参加者数 うち職員 概要 備考

1 魅力発見ミーティングin tagajo① 全市民
ワーク

ショップ
R1.5.11 東北学院大学 41 17

日本全体の状況変化について、

公共施設マネジメントゲームを

通し体験

2 魅力発見ミーティングin tagajo② 全市民
ワーク

ショップ
R1.5.26 東北学院大学 40 17

「大切にしたい多賀城の魅力」

と「多賀城らしいライフスタイ

ル」について、日常の風景を切

り取った写真から語合い

3
たがＭａｍａ－ＭＡＰ～地図を作る
ワークショップ

子育て世帯
ワーク

ショップ
R1.6.6

子育てサポー
トセンター

34 8

「大切にしたい多賀城の魅力」

と「多賀城らしいライフスタイ

ル」について、日常の風景を切

り取った写真から語合い

託児児童11人（参
加者数に含まず）

4
第３１回多賀城跡あやめまつり公聴
ブース出展

ファミリー、
観光客

公聴 R1.6.22 あやめ園 500 13
将来の夢・願いや多賀城の魅力

を公聴 参加者数は概数

5
たがみらい会議～発信！私たちの未
来～

高校生
ワーク

ショップ
R1.7.7 東北学院大学 24 7

自分とまちの将来について思い

を馳せながら、まちの楽しみ方

や将来への希望について語合い
参加高校生12名

6 魅力発見in tagajo～夜カフェ～
日中お勤めの

方、学生
ワーク

ショップ
R1.7.11

ＰＵＢＬＩＣ
ＨＯＵＳＥ
多賀城

38 16

多賀城のもつ「魅力」や「力」

について、多賀城の魅力１００

本ノックや元気になる人を想像

することを通し語合い

7
多賀城ビアサミット２０１９公聴
ブース出展

ファミリー 公聴 R1.7.13
多賀城駅前公
園

250 8
将来の夢・願いや多賀城の魅力

を公聴 参加者数は概数

R1.8.25

R1.8.31

9
西部児童センターまつり公聴ブース
出展

ファミリー 公聴 R1.10.5
西部児童セン
ター

150 4
将来の夢・願いや多賀城の魅力

を公聴 参加者数は概数

10 万葉まつり公聴ブース出展 ファミリー 公聴 R1.10.13 多賀城駅前 雨天中止 - -
台風第１９号によ
り中止

11 Vision Diary～みらい日記 多賀城 全市民
ワーク

ショップ
R1.10.19 東北学院大学 58 25

・将来都市像（vision）への意

見交換

・みらいのまちでやりたいこと

を語合い

・Tagaまちブースタの缶バッジ

交付

1,435 125

10
将来の夢・願いや多賀城の魅力

を公聴 参加者数は概数

合計

8 環境グルーヴフェス公聴ブース出展 ファミリー 公聴
多賀城市文化
センター

300

魅力発見ミーティング in tagajo（第１回）
R1.5.11
at東北学院大学
多賀城キャンパス食堂

メインターゲット：全市民

人口減少社会でも
大切にすべきことは

模擬的なまちづくりを体感する公共施
設マネジメントゲーム、多賀城市の現
在の取組みの紹介などが行われました。

みんなで
公共施設マネジメントゲーム
に挑戦！

このワークショップで出た意見
「施設の統廃合が必要だ。」
「改廃だけではなく、別の手法も考え
られるのでは」



魅力発見ミーティング in tagajo（第２回）

メインターゲット：全市民

私らしく暮らせるまちに向け、
「大切にしたいこと」を考える

R1.5.26
at東北学院大学
多賀城キャンパス食堂

お気に入りの写真を持ち寄って、将来に
残したい多賀城のよさ、多賀城らしさを
共有するというワークショップが行いま
した。

花が友達

あやめ園、
ホタルの里と出来ないか？
幼い頃の故郷の香り

みなさんの大事にしたいものが少しづつ見えてくる、そんな回となりました。

まちの味

「ふるさと・まち」の
味
変わらず残ってほしい。

お気に入りの写真を持ち寄って
魅力再発見

たがＭａｍａ-ＭＡＰ～地図をつくるワークショップ～

メインターゲット：子育て世帯

私らしく暮らせるまちに向け
「大切にしたいこと」を考える

ママによるママたちのための
多賀城マップみんなで作りました

R1.6.6
atすくっぴー広場
(子育て支援センター)

写真と地図を使ったワークショッ
プで、多賀城のどんなところを大切
にしたいか、どんな風に暮らしたい
かなどといったみらいのイメージを
語り合いました。

完成♪たがＭａｍａ-ＭＡＰ

まちの「素敵」

・児童館 ・砂押川 ・図書館

・適度に都会 ・利便性がいい

・田んぼの風景 ・多賀城碑

参加者の声
・身近にいい所がたくさんあった
・ずーっと変わらないままであってほしい



高校生の声

・ふつうの幸せがたくさん
詰まったまち

・そのままの多賀城が続くと
いいな

メインターゲット：高校生

みらいの担い手の考える多賀城

R1.7.7
at東北学院大学
多賀城キャンパス食堂

市内の高校２校から１２人が参加し、
「多賀城の好きなところ」や自分が
考える「豊かなまち」について伝え
あいました。

同じ考えの人がいて盛り上がった
り、違う考えの人がいても「なるほ
ど！」と思ったり。

たがみらい会議～ 発信！ 私たちの未来 ～

みらいを担う高校生たちが
それぞれの想いを！

高校生の考える暮らしはとても豊かでキラキラしていました。

多賀城の持つ力

・じわじわと「良さ」がわかる街

・チャレンジする力、いやす力

・創造性のある市民のパワー

・多賀城初心者大歓迎

魅力発見 in tagajo ～夜カフェ～

メインターゲット：日中お勤めの方、学生

「多賀城の持つ力」を考える

「多賀城の持つ力」とは？

R1.7.11
at Public House多賀城
（多賀城駅北ビルA棟3階）

多賀城魅力１００本ノックで、
ちょっとハードな肩慣らしからス
タートしました。

１００本ノックで出た魅力を整理
しながら、この魅力を力に変えるた
めに、どんな人をどのように幸せに
できるのか、を考えました。

「多賀城の持つ力」から、多賀城の奥深さが見えた、そんな回でした。



メインターゲット：全市民

タウンミーティング最終章

R1.10.19
at東北学院大学
多賀城キャンパス食堂

これまでのタウンミーティングを
踏まえて、多賀城のまちづくりの軸
として、大切なことを整理しました。

最後には、「大切な価値観」が積
み重ねられた「みらいの多賀城」は
どんな色かを考えました。

Vision Diary～ みらい日記 多賀城 ～

軸となる大切なこと。

・らしく、つながる

・わ、あい

・想い、発見

・それぞれ、つなげる

多賀城のまちづくりの「軸」って？

自分らしさ輝く色とりどりのみらいは、輝いて見えました。

広聴活動の様子
市では第六次総合計画の将来都市像（vision）を構想しています。
市内イベントにお邪魔して、皆さんからいただいた声の一端を御紹介しま
す。

ビアサミット（7/13）

あやめまつり（6/22）
＆

・幼稚園がたのしかった
・公園で遊ぶのがたのしい
・あやめ園がすき
・公民館がすき

西部児童センター
こどもフェスティバル（10/5）

環境グルーヴフェス（8/25・8/31）


