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千葉県銚子市 
水揚げ量 4年連続 日本一、春キャベツの耕作面積 日本一、醤油出荷量 日本一、 
さらに食料自給率240％超「食をめぐる豊かな資源に恵まれた地域」。 
一方、塩分の過剰摂取が一因と言われる生活習慣病が多い等、食と健康に関わる課題
もある。 

 
 ●男女とも千葉県内ワースト１の平均寿命（男性：77.8歳、女性：84.9歳） 

 ●人口減少率は全国ワースト５０入り・老齢人口比率３２％超 

 
  平均寿命を延ばすだけでなく、「健康寿命」を延伸させる取組により 

     市民が活躍し続けることができる！という機運の萌芽 

                  ↓ 
    円卓会議で横断的なつながりと、地域資源の循環を徹底的に意識し 
   健康寿命の延伸（課題解決）につながる地域づくり活動と支える仕組みを  
         「見える化」「地域ぐるみ化」する 

 
◎地域づくり活動に興味を持つ人、応援する人を重層的に増やし、 

活動が継続的に実践される＝市民協働による課題解決の体制を構築へ。 
課題解決＝健康寿命の延伸へ 

１．事 業 実 施 地 域 の 課 題 
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２．事 業 概 要  
（１）事業の実施体制 
 

＿① 銚子円卓会議メンバー・役割分担      

構成主体 役割（中間支援の内容） 

銚子市 
事業全体の企画・運営、広報支援を担うとともに、各担い手の具体的
な相談内容のまとめ、円卓会議への提示を行う 

銚子市教育委員会 
多様な「地域づくり活動」の理解促進のための広報支援、助言、情報
提供、情報交流の場づくり支援等を行う 

銚子市小中学校校長会 

千葉科学大学 

銚子商工会議所 
若手経営者を中心としたしくみの理解促進、地域通貨の財源となる事
業者への理解の浸透に取り組む 

銚子信用金庫 
担い手の取組や寄付状況が見えるサイト等広報支援、ワークショップ
の開催支援、活動団体への個別支援の検討などを行う 

銚子商工信用組合 

（一社）銚子観光協会 
多様な「地域づくり活動」の理解促進のための広報支援、助言、情報
提供、情報交流の場づくり支援等を行う 

（一社）銚子青年会議所 若手経営者を中心としたしくみの理解促進、地域通貨の財源となる事
業者への理解の浸透に取り組む 銚子商工会議所青年部 

NPO法人BeCOM 
地域通貨からの寄付促進支援、担い手の取組や寄付状況が見える広報
の支援、ワークショップの開催支援を行う 



担い手 これまでの活動内容 本事業で新たに取り組む内容 

㈲銚子海洋研究所 

イルカ・クジラウォッチング
の経営、小学生と対象とした
海洋体験学習の支援、学生を
対象とした海洋生物に関する
講演や講義の実施 

子どもを対象とした無料体験乗船プロ
グラム「銚子の海を知ろう！感じよ
う！」による銚子の海の魅力の再発見
と再発進。 

海と月の 
グリーンマーケット in 銚子 

オーガニックカフェの経営、
料理教室の主宰、オーガニッ
ク食材やオーガニック製品を
扱うマーケットの開催 

マーケットの規模拡大を通して「食の
重要性」への意識喚起等を呼びかけな
がら、ライフスタイルを提案・サポー
トするコミュニティビジネスモデルの
構築。 

NPO法人 
銚子スポーツコミュニティ 

犬吠埼エンデューロ大会の企
画運営、スポーツイベント
（トライアスロン大会、ハー
フマラソン大会等）の運営補
助ほか 

自然景観を活かした新しいサイクリン
グイベントの開催とそのＰＲ促進によ
る地域経済活性化。 

２．事 業 概 要  
（１）事業の実施体制 
 

＿② 担い手の概要 及び 取組内容 



取組１：専門性を活かし
た助言、情報提供 

銚子円卓会議 

㈲銚子海洋研究所、海と月のグリー
ンマーケットin銚子、NPO法人銚子
スポーツコミュニティ 
 

●持続的な活動体制の 
 基礎固め 

 
活動ビジョン・目標

などの再確認 

相談、助言、情報提供等 

銚子円卓会議 
  各構成主体 

 平成２８年度 ： 中間支援体制を持続可能なものとできる事務局体制を確立し、地域通貨の管理・運営、担い手団体の支援等を行う 
 平成２９年度 ： 地域通貨からの寄付金額 年額３００万円を達成 

次年度以降 

取組２：地域通貨からの
寄付状況や活動団体の取
組の見える化 

取組３：ワークショップ
開催による地域ぐるみ化 

銚子円卓会議 

㈲銚子海洋研究所、海と月のグリー
ンマーケットin銚子、NPO法人銚子
スポーツコミュニティ 
 

●伝わるＰＲ力の向上・ファ
ンドレイジング力の向上 

 
 

寄付インフラの 
整備促進 

 

ファンドレイジングを伴
う広報活動支援等 

銚子円卓会議 
各構成主体 

銚子円卓会議 

㈲銚子海洋研究所、海と月のグリー
ンマーケットin銚子、NPO法人銚子
スポーツコミュニティ 
 

●活動への理解者増・応援者
・ＦＡＮ増 

 
地域内の連携の促進 
 一体感の創造 

ワークショップ開催による
多世代ネットワークの構築
支援、情報交流機会の創造 

銚子円卓会議 
各構成主体 

２．事 業 概 要  
（2）事業のスキーム 
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◎取組の概要 
担い手団体からの要望等について、月１回開催される「銚子円卓会議」で多様な構成主体の専門性を
活かした助言や情報提供を行い、担い手団体のビジネスモデルの構築を目指す。 

３．各 取 組 の 概 要   
 ① 取組１: 活動担い手団体からの要望に合わせ、円卓会議の構成主体の 
                 専門性を活かした助言、情報提供を行う 

■構成主体・役割（中間支援の内容） 

構成主体 役割（中間支援の内容） 

銚子円卓会議の全構成主体 地域づくり活動の理解促進のための助言、情報提供、情報交流の場づくり 
支援等 

■成果目標 

成果目標 現状 目標 

【㈲銚子海洋研究所】 
子どもの体験乗船、年間乗船者数 

０名、２，５６６名 １０名、３，０００名 

【海と月のグリーンマーケット in 銚子】 
マーケット出店者数、来場者数 

２７店、２００名 ３０店、３００名 

【NPO法人銚子スポーツコミュニティ】 
ﾗﾝ＆ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝの設置数、犬吠埼エン
デューロ大会のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ数 

１５箇所、０名 ２５箇所、７０名 

地域通貨からの寄付 ０円 ２３０，０００円 
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・ 円卓会議の開催（７月２４日） 

 担い手団体の相談手続きに関するルール化を検討 

 

・ 円卓会議の開催（８月２１日） 

 担い手団体の相談手続きに関するルール化の決定 

⑴円卓会議への議案としての上程手続きのルール化 

⑵メーリングリストによる相談・要望事案の共有化 

 

・ 信用金庫業界内への広報活動「しんきん情報共有プラットフォーム」への掲載 

  >担い手団体の情報を信用金庫業界へ広く周知し、ビジネスマッチングの 

        機会を設けるため情報共有プラットフォームへの掲載を準備中 

３．各 取 組 の 概 要   

 ① 取組１: 進捗状況 
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３．各 取 組 の 概 要   
 ① 取組２:地域通貨からの寄付状況や担い手団体の取り組み内容を、 
        ローカルクロスメディア（地元紙・地元ケーブルテレビ）と、 
        インターネットサイト（スマホ対応＿新規構築）の活用でＰＲ 
        支援＝見える化をする。 

構成主体 役割（中間支援の内容） 

銚子市 担い手団体の活動や寄付状況についての広報に関する企画支援 

NPO法人BeCOM 
担い手の取組や寄付状況が見えるサイトの構築支援や地元ケーブルTV・ 
地元紙での情報発信企画の提案 

◎取組の概要 
担い手団体の活動を従来とは異なる切り口の情報発信を行い、より多くの市民（理解者・応援者・参
加者）の巻き込みを目指す。 

成果目標 現状 目標 

地域通貨からの寄付 ０円 ２３０，０００円 

■主な成果目標 

■構成主体・役割（中間支援の内容） 
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３．各 取 組 の 概 要   

 ① 取組2: 進捗状況 
地元ケーブルＴＶ・地元新聞紙での広報・ＰＲ開始 
 

【９月】 
 地域通貨からの寄付の仕組みの紹介、担い手団体の活動内容テーマとする健康ア
ドバイス（健康寿命の延伸との関係性） 

 

【10月】 
㈲銚子海洋研究所の実施する「イルカ・クジラウォッチング」による子どもたち
の体験乗船を通じた「健康」との関連性の紹介、寄付の呼びかけ等 

活動の内容をテーマとする健康 
アドバイスを行うのは地元の医師 

テレビ番組のメイン司会者は 
市立高校生徒会長 

市役所１階市民課前の寄付端末
について地元紙記者に説明 
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３．各 取 組 の 概 要   
 ① 取組３:まちづくりワークショップを開催し、関連団体と市民、関連団体間の 
        交流、つながり創出、地域ぐるみ化を促進支援する。 

◎取組の概要 
多世代が参加するまちづくりワークショップを開催し、地域づくり活動とは？各担い手の活動の
今を知り、未来を想像し、より身近に感じてもらいながら、市民主体のまちづくり機運の醸成と
次世代育成につなげることを目指す。 

■構成主体・役割（中間支援の内容） 

構成主体 役割（中間支援の内容） 

銚子円卓会議の全構成主体 ワークショップの企画運営、地域ぐるみ化による支援者の発掘・育成 

■成果目標 

成果目標 現状 目標 

【㈲銚子海洋研究所】 
子どもの体験乗船、年間乗船者数 

０名、２，５６６名 １０名、３，０００名 

【海と月のグリーンマーケット in 銚子】 
マーケット出店者数、来場者数 

２７店、２００名 ３０店、３００名 

【NPO法人銚子スポーツコミュニティ】 
ﾗﾝ＆ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝの設置数、犬吠埼エン
デューロ大会のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ数 

１５箇所、０名 ２５箇所、７０名 

地域通貨からの寄付 ０円 ２３０，０００円 
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まちづくりワークショップの開催（８月２１日） 

●高校生２０名を含む、市内外から７２人が参加。 

●銚子市の健康寿命の延伸につながる地域づくり活動団体の内容と地域通貨「すきくる   

 スター」からの寄付による活動支援の仕組みを紹介。 

●グループ討議では、地域づくり活動団体の課題解決につながる具体的な取組や今後の   

 事業の成長・発展につながる方策を検討するなど、参加者ひとりひとりが思いを真剣  

 に出し合い議論を行った。 

●講師を努められた千葉大学法政経学部の関谷准教授からは、「まちづくりに決まった   

 カタチはない。正解もない。言ってみる、行動してみる、そこでつながりが生まれる。  

 世代や性別や知識の有無も関係ない。決して忘れてはいけないことは想像すること。」 

 とアドバイスをいただいた。 

 

３．各 取 組 の 概 要   

 ① 取組３:進捗状況 
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          ＿中間支援体制に関する広報 

 
 

(1) 地元ケーブルＴＶ・地元新聞紙での広報・ＰＲ 

(2) 事業リーフレット 

(3) すきくるプロジェクトのFacebookによる広報（NPO法人BeCOM）等 

【効果】 

・円卓会議や活動内容を周知することによる事業への理解度の浸透 

【課題】 

・インターネットサイトの構築 

(1) 地元ケーブルＴＶ・地元新聞紙での広報・ＰＲ（ローカルクロスメディア） 

(2) 事業リーフレット 

(3) 担い手団体の活動状況や地域通貨による寄付状況を紹介する「インターネットサイト」の構築 

(4) 担い手団体の概要や活動をPRする動画の作成と寄付端末からの常時発信 

【効果】 

・集中的、拡散的に広報・PRすることで興味を持つ人、応援する人、参加する人が増える 

・地域通貨に対する理解が深まり、担い手団体の事業支援につながる 

【課題】 

・活動に共感を呼ぶ広報手段と、幅広い世代に向けた広報インフラの分析と実践 

・地域通貨への寄付がより身近に感じられる技術開発・インフラ整備・機会の創造 

 ３．各 取 組 の 概 要   
 ② 広報に関する取組＿担い手の活動に関する広報 
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◎中間支援の特徴、苦労している点、工夫している点など 

特徴：地域資源である「ヒト」「モノ」「コト」「カネ」の発掘・育成・架橋に よって「協働のまちづくり」の 

     機運の醸成に取り組んでいること。教育的視点（次世代育成）を積極的に取り入れていること。 

苦労している点：担い手の効果的な支援体制の構築 

工夫している点：円卓会議による専門的な助言・情報提供・交流の場の提供、課題や問題など 

           情報の積極的な共有化   

 

◎銚子円卓会議としての苦労、留意している点など 

苦労している点：持続可能な円卓会議の体制の構築（事業の継続性、財源） 

工夫している点：会議とメーリングリスト活用による密な情報共有、意見交換 

 

◎銚子円卓会議として行っている広報の状況 

苦労している点：円卓会議の活動状況や担い手の活動、地域通貨の寄付の仕組み等を一元的 

        にまとめ、有機的なつながりが見えるポータルサイト・ＩＣＴ媒体の模索。 

工夫している点：地元ケーブルTV、地元紙、各構成主体のもつリソースを利用した広報。 

 ４．中 間 支 援 に お け る 課 題 と 対 応   
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 5．今 後 の 予 定 

◎今後の取組のスケジュール 

■取組１■ 専門性を活かした助言・情報提供 

「銚子円卓会議」の開催。＿次回開催 12月8日（火） 

 

■取組２■ 地域通貨からの寄付状況や活動団体の取組の見える化 

ネットサイトのコンテンツ検討から公開。＿年内準備～1月公開予定  

イベントでのチラシ配布・訪問等。＿11月～1月 随時 

ローカルメディア１ 銚子テレビ放送＿12月分・1月分 番組制作 

ローカルメディア２ 大衆日報＿月２回の広報記事掲載 

 

■取組３■ ワークショップ開催による地域ぐるみ化 

まちづくりワークショップの開催。 

１１月２２日（日）「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」 

メインモデレーター 孫大輔氏（東京大学大学院 講師） 

    １月２９日（金）「タイトル未定」 まちづくりワークショップ  

メインモデレーター 関谷昇氏（千葉大学法政経学部 准教授） 
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 5．今 後 の 予 定 

◎来年度以降の取組の方向性 

 

・銚子円卓会議の継続開催による、専門性の高い知見が持ち寄られる場づくり 

  ・課題の共有 

  ・相互理解 

  ・社会的資源を循環、投下できる場 

  ・連携の模索 

  ・課題解決型事業の組み立て 

  ・価値の創造 

 具体的事業： 

  ・「この指とまれ！」課題解決に自発的に取り組む市民活動の発掘、育成、架橋 

  ・ 地域通貨を活用した銚子版寄付のしくみの確立と浸透促進 

 

                 既存のしくみや取り組み × something new 新しい「何か」 

           ◎生きられるコミュニティの再構築 

        

      


