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まちづくりワークショップ 概要 

～ドクター孫と考える 銚子のまちづくり×医療ワークショップ～ 

 

日 時：平成２７年１１月２２日（日） 

時 間：午後１時３０分から午後４時４０分まで 

場 所：千葉科学大学ﾏﾘｰﾅｷｬﾝﾊﾟｽ 

看護学部棟１階６１０２・６１０３講義室 

参加人数：６３名（スタッフ除く） 

 

○主催者あいさつ 

銚子円卓会議 杉山座長 

 

銚子円卓会議は、地域のまちづくりにおける課題や問題を解決することを

目的とし、まちづくり教育・人材育成・人材発掘をテーマに毎月１回の会議

を開催している。特徴的な活動は電子マネーによる地域通貨を活用したまち

づくり団体への支援である。本日のワークショップは、孫先生をお招きして、

まちづくりと健康について考えていただくもので、皆さまからいただいた意

見等を円卓会議の取組に活かしていきたいと考えており、これからの銚子の

まちづくりをぜひとも考えていただきたい。 

 

○銚子市長あいさつ 

越川市長 

 

屏風ヶ浦が国の名勝・天然記念物に指定されることが確実という大変うれ

しいニュースがあった。また、ジオパークの関東大会も開催されているとこ

ろである。市立病院については、今年４月から地域包括医療を担える病院を

目指ざし医師会や旭中央病院や周りの病院と連携した取組を進めていると

ころ。本日は、孫先生の講演にいただき、医療・福祉・介護・保健などの分

野で地域住民の力を発揮しながら地域の生活をいかに支えていくかをしっ

かりと議論いただきたい。 

 

○千葉科学大学学長あいさつ 

赤木学長 

 

今年も青澄際と併せて開催できることをうれしく思う。大学と地域とで学

生を一緒に育て卒業生が銚子を第二のふるさとに思っていただけるよう協

力体制を築いていきたい。また、昨今の地方創生に関連し銚子が元気になる

道を探っているが、銚子産の野菜や魚、果物などの安全・安心をアピールす

るとともに、銚子ブランドの確立を目指すと、みんな協力できるのではない

かと考えている。ぜひ円卓会議でもこのテーマを議題にしていただきたい。

本日のワークショップで活発な議論をいただき、市民の健康寿命の延伸の取

組みにつながることを期待したい。 
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○講師紹介 

東京大学大学院医学系研究科医学教育国際研究センター講師 孫 大輔 氏 

 

○地域づくり活動団体の紹介・団体の PR 

NPO 法人 BeCOM 

西田氏 

 

 地域通貨「すきくるスター」で応援でき、また、地域づくり活動支援体制

整備事業により支援している健康寿命の延伸につながることが期待される

地域づくり活動団体（３団体）について、それぞれの団体の代表者から活動

概要やメッセージをいただく。（併せて活動 PR 動画を紹介） 

 紹介後に地域づくり活動団体への地域通貨「すきくるスター」による寄付

をあらためて依頼。 

NPO 法人銚子スポーツ 

コミュニティー 

小倉代表 

 

 活動目標は、スポーツによる経済の活性化である。３つの大きな柱を掲げ

ており、ハーフマラソン、トライアスロン、サイクリングで銚子の経済の活

性化を図ることが目標。経済活動に結び付けるためにトライアスロン大会や

ハーフマラソン大会では５００円券を発行し利用できる店舗を募集した。 

 エンデューロ大会の開催が自転車で訪れる多くの人に対して１年中練習

で来ていただく、家族で来ていただくことのきっかけにつなげれば良い。 

㈲銚子海洋研究所 

宮内所長 

 

 １８年前からイルカ・クジラウォッチングを実施しているが、地元の人が

内容を知らない、海から銚子を見たことがないという人が多い。まずは、地

元の小学生に知ってもらうために無料体験乗船を７、８年前から行っている

が天候や学校の都合でできないことも多い。しかし、参加した児童からは海

から郷土を見たときの素晴らしい感動体験を聞くことができる。 

まずは、子どもたちに海から見る郷土の素晴らしさを体で感じてほしいと

考えている。 

海と月のｸﾞﾘｰﾝﾏｰｹｯﾄ 

月と海 

木ノ内代表 

 

 当マーケットは、食と環境についての関心を深め大切さを伝え、心と体の

健康、環境保全に寄与することも目的に始めたものである。銚子では初めて

のオーガニックイベントである。農薬・化学肥料不使用の玄米や野菜、オー

ガニックや無添加食加工品、ナチュラル雑貨など２０店以上のお店が出店す

る。銚子は食の資源に恵まれており、素晴らしい資源が健康に役立つ。私た

ちの体は食べた物でできている。食べることは生きること。普段食べている

食材に注目し興味を持ってもらうことが大事。１２月６日（日）にマーケッ

トを開催するので参加いただき、食や環境に関心をもってもらいたい。 
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○講演 

孫先生 

 

 

 

 

 

詳細は別添資料のとおり 

・医師を目指したきっかけは、漫画「ブラック・ジャック」と医学者のウイ

リアム・オスラー博士の「医学は科学と芸術の融合である」との言葉の影

響である。 

・大学卒業後、内科医（腎臓内科）としての道へ進んだが、専門を変え専門

医療からプライマリケア（総合診療）への道へと進むことになった。 

・地域の住民に対し病院に来る前に健康に考えるきっかけとして５年前から

「みんくるカフェ」という健康増進につながる活動を始めている。 

・２０１１年には被災地支援活動として「健康カフェ」を実施した。その他

にも大学での教育的活動や地域でのフィールドワークを実施している。 

・若い人たちへのメッセージとしては、「好きなことをやりなさい」という

こと。そうすれば道は開けるはずである。 

・なぜ「みんくるカフェ」を始めたかと言うと、医療従事者と市民が対話で

きる場があってもいいのではないかということで５年位前から始めてい

る。（みんくるカフェ＝みんながくる場） 

・医療、介護、運動、看取り、生と死など好きなテーマで話し合っている。

患者や家族の生の声が聞ける場でもある。 

・地域の方が自分でも学んでみたいとのことで、３年前からファシリテータ

ー養成講座を実施している。２０名ほどの方が地域で実践している。 

・みんくるカフェにより、健康の知識が向上したり意識が変化するとともに、

地域のキーパーソンがつながる、ソーシャル・キャピタル（地域の方々の

信頼感をもとにしたつながり）が向上する。ソーシャル・キャピタルが高

い地域は健康度が高いという研究結果がでており、まちづくりのキーワー

ドの一つがソーシャル・キャピタルである。 

・銚子では昨年、地域診断のためのフィールドワークを行った。地域を実際

に歩いて、目で見て、地域の方の話を聞くなどし、銚子の健康課題の分析

を行った。 

・課題としては食生活の問題、健診受診率の低さなどが挙げられ、解決策と

して銚子の持つ資源、ソーシャル・キャピタル、千葉科学大学、NPO、

豊かな土地や環境などの強みを活かすが挙げられた。 

・ソーシャル・キャピタルとは、ソーシャル・サポートの発展概念として地

域が持っている「信頼感」や「支え合い」に基づいた人のつながりを意味

している。銚子にもソーシャル・キャピタルが存在しているが、若者が気

軽に参加できる多世代がつながる場が今後は必要と考える。 

・東京の「谷根千（文京区から台東区一帯の谷中・根津・千駄木周辺地区）」

のソーシャル・キャピタルについて紹介。今後は、地域の人たちの健康と
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の関係を調査しようと考えている。 

・医療と健康とまちづくりをどうリンクさせていくかというと、従来の地域

の健康づくりは保健師や専門家が担ってきたが、行動変容が起こしづらい

ということがあった。そこで地域のソーシャル・キャピタル、人と人との

つながりに着目し、そこに働きかけることが重要であるという考え方が千

葉大学の近藤教授から示されている。サロンなどの場で参加しやすい環境

を作り、そこでの情報交換が健康増進につながる。誰もが参加できること

がキーワードである。 

・もう一つは、多世代が参加することがキーワードである。カフェ活動だけ

だと意識の高い人しか集まらないので、地域の様々な活動をリンクさせて

いくことも重要であり、地域の誰もが参加でき、学び合い支え合える社会

づくりが必要と考える。 

 

○ワールドカフェ形式によるワークショップ（９グループ（A～I）） 

孫先生 

 

ワールドカフェ形式によるワークショップについて説明 

 

テーマの発表 

１．銚子のソーシャル・キャピタルをもっと高めるためには？ 

２．住民主体で地域の課題に取り組むためには？ 

３．銚子の人々が健康で幸せに暮らし続けるためには？ 

 

 

 

各グループによるセッシ

ョン（１５分×３セット） 

 

 

 

テーマ１：銚子のソーシャル・キャピタルをもっと高めるためには？ 

グループ A・D・G 

テーマ２：住民主体で地域の課題に取り組むためには？ 

グループ B・E・H 

テーマ３：銚子の人々が健康で幸せに暮らし続けるためには？ 

グループ C・F・I 
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○ポスターセッション（各グループの内容等をインタビュー：孫先生） 

グループ A 

 

○銚子のソーシャル・キャピタルをもっと高めるためには？ 

一人一人ができる活動を通じて協力・連携していく。地域のキーパーソンを

うまく活用する。 

 

グループ B ○住民主体で地域の課題に取り組むためには？ 

てんでんしのぎの言葉に代表されるように銚子はよそ者に厳しい、排他的と

いうネガティブな現状がある。自分たちの課題を共有する場があればいい。

世代間交流の場を郷土料理でつくることも可能ではないか。活動している仲

間やグループを知ることが必要。地域のキーパーソンが大事。 
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グループ C ○銚子の人々が健康で幸せに暮らし続けるためには？ 

世代を超えたコミュニティがないのが現状。イベントは開催されているが単

発的で知らない人が多い。イベント同士のコラボも必要ではないか。コミュ

ニティをつなぐ手段にもなる。銚子を好きになる人を増やすことも重要。 

（孫先生）：コラボする力が今の時代に必要。自分が付き合いにくい人たち

と一緒にコラボしていくことも一つのキーワード。 

 

グループ D ○銚子のソーシャル・キャピタルをもっと高めるためには？ 

つながりの場の一つ一つを結びつけるやり方を見つけ作業がうまくできれ

ば良い。その場がまさにこのような場である。コラボレーションするきっか

けにもつながる。 
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グループ E 

 

○住民主体で地域の課題に取り組むためには？ 

コミュニティをつなげることが大事。小さい頃から地元を知る、愛するとい

うことが重要。夢があり、ワクワクするような活動や仕掛けを作ることで若

者の定着にもつながる。 

 

グループ F ○銚子の人々が健康で幸せに暮らし続けるためには？ 

既存の集まる場を活用したり、料理をキーワードに集まる場を作ることもで

きると考える。医療という観点ではファミリークリニック（診療所＋コミセ

ン）で診療だけでなく多世代が集まれる場を作るのはどうか。銚子は小さく

て固いコミュニティが多くありメリットである反面、よそ者が入りずらい面

もある。コミュニティのキーパーソンを中心に受け入れてほしい。 
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グループ G ○銚子のソーシャル・キャピタルをもっと高めるためには？ 

ソーシャル・キャピタルについて信頼関係を拡げていくためにはどうするか

ということで議論した。信頼関係のうえで投資や融資が成り立つ「お金」は

一つキーワードであり、その仕組みをソーシャル・キャピタルに活用するこ

とでまちづくりにつながる。また、スポーツなど一緒に汗を流すことで信頼

関係が強まる。それぞれ大事にしているものの価値観の違いを理解するこ

と、目的を共有することが重要。 

 

グループ H ○住民主体で地域の課題に取り組むためには？ 

銚子の良い面、好きなことが多く挙げられた。てんでんしのぎの言葉に代表

されるようにまとまりにくいデメリットはあるがまとまったら大きな力に

なる。人がワクワクするような夢に向かっていけることがアクションにつな

がる。銚子の良いところを伸ばしていくことで地域の課題解決につながる。 
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グループ I ○銚子の人々が健康で幸せに暮らし続けるためには？ 

高齢になってから地域に出たり、人の役に立つ活動をしたいと思ってもなか

なか難しい。若い時から多世代で交流できる場や仕組みが必要。 

 

 

○まとめ 

孫先生  昨年よりも皆さんの考えが一歩進んだ気がしている。今年は、こうしたう

まくいくという考えや実現性の高いアイデアもあったと思う。その点で非常

に将来に希望がもてると思う。 

 

○参加者の皆さんで記念撮影 
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○参加者アンケート 

とても楽しく有意義な時間を過ごすことができました。ありがとうございます。 

今回参加させて頂き、ひとりひとり考え方が色々だと思いました。てんでんしのぎにならないように、

人を大切にする気持ちをもたなければいけないと思いました。 

色々な立場の人と意見をだしあえて、とても有意義な場でした。こういった場が、立場等関係なく一

般の方々が気軽に参加できるようになると理想だと思います。 

仕事でかかわることができないさまざまな人と交流でき、意見を交わすことが大変楽しい体験でした。

スタッフの方ごくろうさまでした。 

楽しかったです。 

皆さんの考え、思い、実態がよくわかりました。知らないことも、まだまだたくさんありました。「何

がしたい、何ができる」思いをつなげるしかけは難しいですが、皆の為、自分の為に、又とりくんでい

きたいと思います。 

もっと時間をとって、じっくりと話ができればいいのですが、ちょっと難しいですよね。 

各ワーキンググループの議論を聴くと、テーマがそれぞれあっても、詰まるところ同じ課題や解決策

が示されていたように思います。つまり、課題が広く共有されていたということになるでしょうか。こ

れだけの人が同じ時間に考えをかなり共有できているのは素晴らしい事だと思います。今後も期待した

いと思いました。 

はじめて参加しましたが、色々な方と意見交換できて有意義だったと思います。いろいろ出た意見を

今後どのように活かしていけるのかが課題になってくると思います。 

色々な話ができ、楽しかったです。 

楽しい時間を過ごせました。 

もっと銚子を知りたいと思うきっかけになりました。ありがとうございました。 

いつでも呼んで下さい。また参加したいです。 

今回も楽しかったです。新しい出会いと交流ここには「ＦＵＮ」がいっぱいでしたね。 

色々な世代、業種の方と意見交換ができて参考になりました。 

多くの方々と交流させていただき、コミュニケーションやコミュニティが広がったと思います。楽し

い会でした。 

色々な方とお話することができ新鮮でよかったです。このような場はとても楽しく良いと思いました。 

今日は参加して良かったです。大変、勉強になりましたし、ワークショップは貴重な体験になりまし

た。ありがとうございました。 

お世話になりました。またいつかどこかでお会いしましょう。 

今日も、様々な人のいろいろな考えや想いを聞くことができたので、自分自身が学ぶことができまし

た。これからも参加させてください。 

私も昨年より一歩進んだような気がしました。多世代の話し合いはいいですね。 

本日は参加して本当に本当に良かったです。みんなで力を合わせれば銚子はきっと大丈夫！ 
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銚子市に関する知識だけでなく、銚子市民の考え、特色を知ることができとてもよい経験になりまし

た。 

皆さんいきいきと意見を出していらっしゃって、松岡理事長はいききとおやじギャグをとばしていら

っしゃいました。 

参加できて楽しかったです！また機会があれば参加したいです。ありがとうございました！ 

大変参考になり良いＰＲの機会となりました。ありがとうございました。 

テーブルのメンバーがまさに「多世代」で「地元の方」「ヨソから来た方」が、混ざっていたことに、

多様な意見が聞けて発見もあって楽しかったです。ありがとうございました。 

他人との「関係」に価値を見出す概念を知って、銚子を活性化するためにはどうすればよいかを、今

までよりも大きく進んだ視点で見ることができました。 

満足。ご苦労様でした。 

各グループから出されたたくさんの意見・アイディア、素敵なまちづくりを実現させるために、必要

不可欠なフェーズであったと思います。自分に何ができるのか・・・享受するだけでなく、負担する側

の人間にもなってみようと感じました。 

共通の誰でも話せるようにするための同じ認識を持つことができる大切な場所でした。 

若い方の意見を聴けて良かったと思います。この様な機会がもっとあると良いと思います。 

とても有意義でした。 

前回のワークショップとは違う視点で話し合う事が出来、自分の知識の向上や多世代の人々の意見を

得ることが出来ました。前回も書いていたかもしれませんが、参加して初めてわかることが多かったで

す。ですので、その意見を学校に持ち帰り、いかしたいと思います。参加して良かったです。次回もぜ

ひ出たいです。 

課題、テーマについて一生懸命考えることが大切だと、また、多くの人と同じ時間を共有することが

大事だと思います。より多くの方に参加いただきたいし、その機会を作りましょう。 

地域課題として、「多性代間交流がキーワードとなる手段について、今後議論していきたい。 

初めてワールドカフェに参加しましたが、とても楽しく発見の多い時間でした。みなさんから出てく

る意見や話がとても新鮮でした。最後、各グループの内容を共有できたことも新たな視点に気付ける良

い機会でした。やっぱり対話が大事！と再認識しました。これからも、このような機会を自分でも創っ

ていけたらな、と思います。ありがとうございました。 

ワールドカフェ（ワークショップ）の場自体が有意義と感じます。ぜひ次回も参加したいです！ 

若い方が多く、驚きました。やる気のある方々が交流し、各コミュニティのネットワーク化につなが

れば良いですね。今後も、本会の継続を希望します。この様な活動のアピールをもっとやってください。 

２回目の参加でしたが、去年より意見がたくさん出て、楽しかったです。昔の活気のあった銚子市の

話も聞けて、どうせもう過疎の町と思っていたけれど、頑張ればまた元気になるかも・・・と希望が持

てました。 

介護の業界の方と話す機会は多くても、他の業界の人と話すのはなかなかないことでしたので、大変

参考になりました。 
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高校生や若い人も参加、それなりの高齢の方も参加。今後、どうつなげていくか、一緒に考えていき

ましょう。銚子を何とかしなければ！！いい時間でした。 

楽しく参加しました。１５分は短くて、なかなかしゃべれなかった。すてきな町銚子になりますよう

に。 

色んな人たちと、話ができて、参考になりました。自分の人生の参考となりました。 

たくさんの方から銚子への想いをお聞きできました。自分では気づいていないことをたくさん教えて

頂きました。ありがとうございます！ 

 


