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銚子円卓会議主催「まちづくりワークショップ」（全３回） 

第１回「異なる文化をつなげる知」 

 

日時：11 月 15 日（火）18:00-20:00 参加無料 

会場：銚子市勤労コミュニティセンター 2 階ホール 

講師：木曽 功氏（千葉科学大学 学長） 

コーディネーター：関谷 昇氏（千葉大学 教授） 

 

プログラム： 

18:00 はじめに 

      主催者あいさつ 松岡 明夫氏（銚子信用金庫 理事長） 

           石川 善昭氏（銚子市教育委員会 教育長） 

18:15 講演 木曽 功氏 

18:40 グループ討議１ あなたが思う「異なる文化をつなげる知」とは？ 

現代に求められている「グローバルに通用する技術や倫理観」とは 

どのように身につき、どのように磨かれると考えられるか？ 

18:55 対談 木曽功氏・関谷昇氏 

19:25 グループ討議２  １「銚子」に求められているまちづくリ人材のイメージ 

２ 1 のような人材が増えていくことで解決できる課題とは？ 

３ １のような人材が増えるために必要なことは？ 

４ そのために、私、私たちはこうします！ 

19:40 グループ発表～講評 関谷昇氏 

20:00 閉会 

 

銚子円卓会議 facebook 投稿記事より 

 

まちづくりワークショップ第１回「異なる文化をつなげる知」

は、１１月１５日銚子市勤労コミュニティセンター２階ホール

を会場に、多世代、異業種の大勢の皆様にご参加いただき、開催

することができました。 

日ごろ、目の前の課題に取り組むことで精いっぱいで、なかな

か 「まちづくり」なんて考えられないな、という方も少なくない

と思います。 

顔をあげて、視点を広げて考えると、実は今、自分自身の目         
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の前にある課題は、広く社会の課題と結びついている 

ことがわかります。 

グローバル化でもたらされた時代の変化は、多くの場面 

で語られますが、木曽学長は、メリットやデメリットの 

問題ではなくその事実を意識した上で、次世代には、 

「グローバルな視点をもち、世界に通用する技術力と 

倫理観を手に入れてほしい」と話されました。 

 

関谷先生との対談では、グローバルな視野をもちつつ、ぐっとローカルを意識しながら、多様な他者と良

好に関係構築していくことの重要性が強調されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大きな視野をもちつつ、足元をしっかりと踏みしめる感覚で、自分自身の考えの中心となるものを持ち寄

るグループ討議の場では、以下の４つのポイントで考えてみました。 

１ 今、銚子に求められているまちづくり人材のイメージは？ 

２ そのような人材が増えていくことで解決できる課題は？ 

３ そのような人材が増えていくために必要なことは？ 

４ そのために、私、私たちはこうします！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくりワークショップの場が、まさに異なる価値観、異なる文化がつながっていく知に満ちた場にな

っていきました。 



3 

 

◎その他： 

銚子円卓会議 HP FANFUN ブログでは、銚子円卓会議学生インターンである青木克仁君 （千葉科学大

学薬学部３年）が、当日参加した感想を以下の通りにまとめています。 

 

 

今回、千葉科学大学の木曽学長が講師として参加していました。私は千葉科学大学の学生ですが、学長

と会うような機会は殆どないので、今回の講演は貴重なものだと感じました。 

 

第 1 回ワークショップでは、5~6 人が 1 グループとして机を囲い、与えられたテーマについて議論し、

結果をまとめ、簡単に発表するというような流れで行いました。 

  実際に参加してみると、高校生からご年配の方まで、幅広い年代層が集まり、他にも、銚子に長く住

んでいる方はもちろん、隣町の旭で働いているような方や、「銚子に来て 3 か月なんだ。」というような方

もいて、縦にも横にも広い集会だったと思います。 

 

学生インターンとして活動を行っている中で、「銚子を元気づける・活性化・知ってもらう」というよ

うなフレーズをよく耳にしていたためか、「銚子は元気がない・内向き・知られていない」と自分の中で

勝手に解釈していました。しかし、このワークショップの話合いの中で、「銚子は西洋から見ると Gold 

island だ！」というような面白い話や、「銚子には、海 ・川 ・地 ・魚 ・醤油 ・羽太鼓 ・文化 ・初日の出(日

いずる国)・気候・環境・外国人との交流・・・等々」銚子の特色や素晴らしいお話を聞くことができ、

「銚子は元気だ・その文化を広めようとしている・知られるように頑張っている」というような方向に感

じ方が変わりました。 

他にも、「銚子は成田空港に近いから、まず東京に行ってしまう外国人観光客を、まず銚子に来てもら

って、一日泊まっていただいて、日の出る国としてまず朝日を浴びていただいて」さらに、「これを「ツ

アー」としたら来る人は増えるのではないか」と具体的に、地域と観光客の繋げ方の議論を聞いている

と、「銚子を知ってもらう事は、考えれば考えるほどあるではないか！」と感じました。 

 

楽しく有意義で、銚子を知らない私のような人にとっても、銚子を知れる１つのきっかけだったと感じた

半面、これからの課題はまだまだ沢山あると感じました。例えば、ワークショップに参加して頂いた皆さ

んは、ここで行われた話し合いが印象的で記憶に残っているかもしれませんが、上記で示したような特色

は、そこで留まっているかもしれません。これをどれだけ外に広めるかが、今回行った集会を繋げる意味

だと思います。 

 

また、このワークショップを軸に銚子が地域活性に繋がっていくのであれば、このワークショップはこ

れからも続けていく必要があるのではないかと思います。今回は第１回目で、次回の第 2 回目は 12 月 7

日に行われるので、このブログを読んで興味が湧いた方は、ぜひ参加してみてください！ 
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１．グループ討論で出された意見 

 

（１）今、銚子に求められているまちづくり人材イメージは？

・若者 

・よそ者 

・ばか者 

・意見をはっきり伝えられる人 

・挑戦する人 

・強いリーダー 

・夢のある人 

・前向き、プラス思考 

・みんなの意見をまとめられる人 

・行動できる人 

・受け入れる大きな器 

・語学力、海外を知っている人 

・未来を考え想像できる人 

・郷土愛がある人 

・気配りができる人 

・大切な物を大切に守れる力のある人 

・嫌われても最後までやりとげる人材 

・起業する若者を迎え入れる 

・人とのつながりを大切にする人 

・観光の PR 活力のある人 

・郷土が好きな人 

・銚子の良さを自慢できる人 I love chochi の人 

・銚子の歴史、良さを発信できる人 

・魅力をうまく宣伝できる人 

・銚子のことをよく知って銚子のことが好きな人 

・客観的に銚子を分析できる人 

・人のために働ける人材 

・人が好き 

 

 

・銚子の良さをアピールできる人 

・人に親切、受容力 

・問題解決能力の高い人 

・危機管理能力が高い人 

・行動力のある人材 

・遊び人 

・横のつながりをまとめる人材 

・銚子に精通した人 

・灯台下暗し、良さを再発見 

・銚子の魅力を知る人、銚子を調べ常に 

知識を得ている（情報を増やす） 

・みんなとよく話し、よく笑っている 

・グローバルに通用する技術力 

・銚子に会社を誘致する 

・外から目線 

・何でもポジティブ発信 

・グローバルな視点を持ちながら地域の基盤とな

る 

・グローバル地域、ローカリティ→グローカルを知

っている人 

・銚子からの考えだけでなく他の地域から入って

くる技術 

・元気な他の地域の高齢者 

・グローバル化、壁をなくす＋ほかにない特徴を

見出せる人 

・銚子の良さをみとめる評価としていく 

・銚子のダメを言語化する人 

・バランスのある人 

・成功したことのある 

（２）そのような人材が増えていくことで解決できる課題は？ 

・銚子が豊かになる楽しい街 

・外部からの目線で考えられる 

・銚子が生き生きする！ 

・情報の共有がすすむ 

・銚子に人が集まる人口が増える！ 

・ひとりひとりが思いやる心を持つ 

・銚子を深く知る 

→銚子の良さが残る 
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→みんなが仲良くなる 

→銚子のダメな所をあぶり出す 

→他人にやさしくできる 

→中途半端でなくなる事 

・銚子市の活性化 

→自立した地域 

→街がげんきになる 

→観光客が増え銚子市の活性化につながる 

→小さな会社が発展していく可能性を高める 

・まちづくりが楽しくなる 

・外部の人を受け入れる 

・滞在したくなる（宿も大切） 

・町が明るくなる 

・自分が得意としている分野を生かせる 

・活発に働ける 

・高齢者が生きる 

・町の話題が多くなる 

・物事が円滑に解決できる 

・魚、海、はね込太鼓、踊り、文化、外国人々 

・宣伝、広報力不足 

・銚子の中でできるイベントなどが増える 

・魅力のある街になる 

・外向きの視点 

・銚子の強みを生かしたまちづくり 

・チャレンジしたくなる 

・地元ルール 

・新しいことを受け入れる、排除しない 

・地の人間と外の人間の交流が進む 

・まさつ 

・初日の出イベント 

・外から来た人が増える 

・情報が広がる 

・てうしの魅力を掘り出せる 

 

 

（３）そのような人材が増えていくために必要なことは？ 

・個々のチカラをつける 

・興味を持つ 

・コミュニケーション力の学び 

・応援協力 

・情報共有 

・セミナー、勉強会、コミュニティー 

・仲間を増やす 

・よい指導者の発見 

・若い力のさらなる活用 

・コミュニケーションの場を多くする 

→積極的にコミュニケーションをとる 

→話し合いの場の機会を多く 

→保守的な考え方を改める 

・リーダーシップ 

→嫌われ者の汚名をかぶる 

→我慢強く辛抱する 

→アイデア 

・長所、短所を知り、先を見る目を育む 

→銚子の良さを知る 

→時代にとりのこされている事を自覚する 

・遊び心をみがく 

・コミュニケーション能力を高める 

・ウエルカムおもてなしの精神を発揮する 

・助け合う 

・チャンスを与える 

・魅力ある職場 

・外国人力 

・地元愛を育てる 

・子供の参加 

・若い人に夢を持ってもらう 

・教育 

・対話、お互いを知る、地元を知る 

・未来志向の考え方 

・起業誘致 

・銚子の良いところアピール 

・交換留学 
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・情報収集、分析 

・人まかせにしない 

・ジオパークというのではなく、1 億 5 千年前の

地層を上からみせられるようにする 

・つりぼり、イセエビがつれる 

・外に住んでいいところを学んでくる 

・成田から旅行者（人）を呼ぶ 

・他者の視点 

・ネガティブに思ってたことをプラスに 

・いろんな意見が交わせる場 

・よそものを大切に（排他的気風をなくす） 

 

 

（４）そのために、私、私たちはこうします！ 

・大らかな人でいます！ 

・いろいろな事に関心を持つ 

・決めた事はみんなで応援 

・良い指導者になる 

・ともかくコミュニケーション 

・好奇心を持ち続ける 

・初志貫徹して物事を進める 

・銚子のよさを分析して PR する 

・銚子の事を好きになる 

・マーケティング 

・共有できる力を身につけたいです 

・見守ること 

・言った事に責任をもってやりとげる 

・思いを回りに広める 

・いろいろな事に気を配る 

・地域のコンセプトをしっかり持つ 

・自分が銚子で楽しむ 

・銚子の外に出る 

・地元行動を楽しむ 

・自分が広報の役割をこなす 

・お金を集める 

・アピール 

・まずは自分で実践し、説得力を高める 

・交流、ノウハウ共有 

・周りを巻き込む 

・他の人の話を聞く 

・興味を持つ 

・ポジティブに受け入れる事 

・てうしのいい所をもっとみつけます 

・外からの人と仲よくします 

・情報を交換します 

・ひかえめなてうし愛を表面に出します 

 

（５）その他の意見 

 

・経験豊かな高齢者をどう生かしていけるのか？

を考える機会が必要 

・定年後の再就職 

・キワ（境界線）を超えていく力が大事 

・若者の力は重要で、企業は人手不足。一方で働

く場がないという。基本的にマッチングの不足？ 

・子供時代からのまちづくり教育の在り方は今後

ますます重要。 

・親の価値観を変える 

・留学生を受け入れる。 

・人材教育の機会が不十分では？ 

・地産地消、キャベツ 

・広い視野、社会への関心、問題意識、肯定的な姿

勢 

・人口減少時代の （グローバリゼーション）価値観

の転換、世界を知る、異なる文化を超える努力 

・ローカリティを徹底して追及することで独自性

を高める 

・オリジナリティを売り込んでいく人材 

・情熱、仕事、地元 
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２．アンケート提出者の結果 

 

 

 

 

 

 

 

「大変満足」のご意見、ご感想 

▶とても面白いブレーンストーミングでした。 

▶金島さんの発表素晴らしかったです。 

▶題がむずかしく、グループをまとめるには苦労した時間でしたが最後の 「ストーリーを作る」の講評は

いつも感じていたので共感しました。いい出会があり感謝します。 

▶自分と異なる意見や考えは、新にな気づきや違った視線を提供してくれる。文殊の知恵というわけでは

ないが、異なる価値観や感性 ・倫理感を持った人が集まり、意見や考えをだし合うことで解決される課題

もたくさんあるのではないかと感じる。有意義な時間、ありがとうございました。 

▶異なる文化をつなげる知..講師のおっしゃるとおり内にある文化、この融和、受け入れあうかが、外の

文化を受け入れる力になると良いと感じました。銚子への思いが力になると良いと改めて感じました。 

▶私的だけれどもこの場で発表をしたのは 2 回目となりました。前回よりもグダグダ感が溥れスムーズ

に発表をする事が出来たのでよかったです、また討議中に多くの意見の交換が出来ました。最後に有意義

な時間を過ごさせていただきありがとうございました！！次回も楽しみです。 

▶たくさんの意見を聞けてとても勉強になった。グループ討議がとても有意義だったので、もっとお話を

聞きたいと思いました。 

▶銚子を進化させたい.. 

▶高校生から、様々な職種、そして主婦の方まで、たくさんの人の意見をきくことで自分では気づかない

市民の声を知ることができて良かった。 

▶発表することは本当に、心から、楽しいし、気づきになり、大変満足です。ここで出会えたことに感謝

します。銚子のみなさま、いつもあたたかく受け入れて下さい。ありがとうございました！！ 

 

 

「満足」のご意見、ご感想 

▶ありがとうございました。 

▶はじめはとても難しい内容かと思いましたが、参加者の方が皆積極的に意見を出し合い、話し合いに参

加していく中で、皆が銚子のことをこんなに一生懸命考えているんだと思い、とても楽しくとりくめまし

た。銚子の街が元気になれるようこれからも自分がとりくめることをやっていきたいと改めて実感しま

した。 

大変満足 満足 普通 多少不満 不満 非回答者

点数 5 4 3 2 1 0

人数 11 29 1 2 0 6 全点数
合計点数 55 116 3 4 0 0 178

合計提出者 49 平均点
参加者 54 3.6
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▶ひびき連合会でも活かせるいい企画でした。今後も時間ができれば参加させていただきたいと思いま

す。 

▶この場の意見や活気が、話し合いで終わらず、銚子の活性化へと繋がっていけばと思う。 

▶遅れてきてごめんなさい。 

▶多職業、多年代との交流が図れ有意義でありました。もう少し議題を具体的にされたほうが良いので

は。 

▶先生の世界遺産の話から銚子ジオパークを、世界遺産の地層版として、多くの人に知らせて生きたいと

思いました。 

▶もう少し焦点をしぼって進めてみては。 

▶様々な職種の方の多様な意見、考えを聞くことができ、楽しい一時でした。銚子の第一を皆考えている

ことをあらためて実感しました。 

▶色々な方の話を聞くことができ、興味深く楽しく話し合えた。銚子のために何が出来るか皆で考える

こと、まず一歩から始めていけるとよいと思った。 

▶皆さんが積極的に話し合い、意見を発表することが、とても良かったと思います。 

▶銚子に、もっと地元の方々が話し合いの場が増えると、良いと思いました。 

▶難しいテーマでしたが今一度銚子のことを考えるいい機会になりました。実際 「じゃあどうする？」と

なったとき、動けるのかどうか、自分へのいいテーマになりました。 

▶グローバリゼーション改めて考えさせられました。まちづくりに必要なグローバルな視点。もう一度考

えてみたいと思います。ありがとうございました。 

▶いろんな人、良かったと思います。必ず、１つぐらいは願いをかなえて下さい。 

▶貴重なお話、意見交換が出来でよかったです。 

▶”FarEast の町 銚子” “朝日の町 銚子”これは他の町にない特色だと思います。成田に夜着の外国人を迎

えに行って、「朝日を(無理矢理)浴びて日本時間に体内時計を切り換えよう！」というテーマで、10 年後

のインバウンド大増加を目指すのはどうでしょうか。 

▶色々な方の意見を聞いたり意見を交換を出来たことで、今後のまちづくり推進活動に後立てたいと思

います。 

▶年代が違う多くの人と、話し合う場は初めてだったので自分の考えとはちがうたくさんのよい意見を

聞くことができ今後の自分自身のためになったと思いました。 

▶このワークショップは何度参加しても新鮮な出会いがある。答えを出すことが目的でないがヒントは

沢山見つけることが出来る。 

▶私からは有効な意見を出す事ができなかったかも知れないけど、みなさんの意見をたくさん聞く事が

出来、大変勉強になる時間でした。 

▶今日はグローバリゼーションそのものの出会いでした。今日は発表を共有した後、１つ１つ行動してい

きまーす。 

▶木曽学長の公演時間が足りなかったのでは？（全体の？） 

▶思いがけない、お電話、ありがとうございました。今まで、あまり考えなかったテーマにとまどいまし

た。今の自分の居る場所に、大いに役だてたいと思います。 

▶意見交換の場所としては大変良い空間でした。この内容で、高校生とかが、意見を発表出来るチャンス
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があれば、銚子の未来派問題(人材育成)がなくなると思います。 

▶少しテーマが大きすぎたが、おもしろかった。 

▶高校生から年配者まで幅広い世代の参加があり、大変銚子を考える機会になりました！銚子の未来を

感じました。 

▶円卓会議まちづくりワークショップの維持により、よりよい銚子市としたい。 

 

 

「多少不満」のご意見、ご感想 

▶中盤までテーマがわかりにくかった。グループ討議が始めての人ばかりだったで、すすめかたがよくわ

からなかった。2 時間の中で 2 回討議するのは時間が短い。もうすこし実践的な内容→実行に移せるもの

がよいのでは。 

▶先生方の話が少し広すぎて何を言っているのかわからなかったので、その後のグループ討議が話がは

ずみませんでした…ちょっと残念でした(力不足でもり上げられずすみません！) 

 

 

非回答者のご意見、ご感想 

▶色々な職業や立場の方々が集まり、銚子のことを考える姿勢がとても大事で、そして素敵だと思いまし

た。お疲れ様でした！ 

▶もう少しチーム一体感で話ができたらよかったかなと思いました。 

▶ワークの時間をもう少していねいに、やってもいいのかも…と思いました。 

 

ご協力ありがとう御座いました。 

 

 


