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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２回「地域の誇りをつなげる知」 

 

 

日時：12 月 7 日（水）18:30-20:30 参加無料 

会場：銚子市保健福祉センター すこやかなまなびの城 2 階会議室 

講師：椎名 喜予氏（佐原商工会議所 事務局長） 

コーディネーター：関谷 昇氏（千葉大学 教授） 

 

プログラム： 

18:40 はじめに 

      主催者あいさつ 杉山 俊明氏（銚子円卓会議 座長） 

18:45 対談「地域の誇りを支える知～佐原の取り組みから探る」 椎名喜予氏 × 関谷昇氏 

19:30 グループ討議   

あなたは銚子に誇りを感じていますか？ それは、なぜですか？ 

      銚子で生まれ育つ子供たちに伝えたいことは何ですか？それは、なぜですか？ 

20:00 グループ発表～講評 関谷昇氏 

20:30 閉会 
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対談を通して： 

椎名喜予氏（佐原商工会議所 事務局長） 

世界遺産となった佐原の大祭は、約３０年をかけて、「自分たちだけのお祭り」から「多くの方々

に楽しんでいただくお祭り」になるよう創意工夫を重ね、多方面からの努力を合わせて作り上げて

きたものであるため、今回の評価は大変にうれしい。 

 

一時期、自分本位であったこの祭りを「そもそもどんな成り立ちの祭りであったのか？」という

視点で歴史を紐解き、３年をかけて古文書から資料にし、先人の想いと祭りの本質を明らかにし、

伝え、共有することで、少しずつ参加者の取り組みの姿勢が変わっていった。 

 

佐原にとって大祭は「賑わいをもたらすイベント」ではなく、市民が誇りをもって主体的に創り

あげていくものであり、それはまちづくりの背骨となっている。 

 

「江戸優り」というコンセプトも思いつきのようなアイディアではない。利根水運で行き来のあ

った江戸繁栄を目にしていた佐原の先人は、享保年間にはじまった山車と囃子を中心とする祭礼の

飾り物を世界一の技術をもつ江戸の人形職人に製作を依頼するばかりでなく、実際に連れてきて、

住まわせ、江戸以上のものを佐原でつくることを目指す。世界一の江戸以上であれば、佐原が世界

一になる、という志が「江戸優り」の意味である。 

 

東日本大震災の大きな被害を乗り越え、市民が一丸となって復興に取り組めたのは、それぞれの

心の中に宿る佐原の大祭、佐原囃子そして手踊りなどの伝統文化を誇りとする気持ちであり、なん

としても次世代に残し、伝えようとする想いであった。 

 

祭りの仕切りは年番制であるが、町内は必ず、自らが望んで行うという確認をする。これにより

責任と自覚が促される。３年見習い、３年本番、後の３年を後見とする「前後三町」のしくみとし、

祭りも人も育ち、関わり合いが丁寧に引き継がれるようにしている。 

 

これら一つひとつ、すべてを本物志向で臨んでいることが、佐原のまちづくりの本質であり、「祭

り」が持続的なまちづくりを支えている求心力となっている所以である。 

 

今日、参加させていただき、若い人も多く参加しており、これからが楽しみである。テーマは毎回

変えずに、同じものを半年くらいは繰り返し、深堀をして議論を進めていくと良いのではないか？ 
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グループ討議で出された意見： 

Q 地域の誇りと思える「もの」・「こと」について。 

あなたは次世代に何を伝えていきたいですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇景色の美しさ・地形・気候など 

・星がきれい 

・東京から絶妙の位置！ 

・成田空港から 1 時間半！ 

・高台から市街地の眺め、夜景 

・市立高校からはすばらしい・・・ 

・内陸部の地形・自然・意外に興味深いものがある 

・海 

・犬岩 

・ロケ地に最適 

・特徴的な地質・地形（銚子ジオパーク） 

・銚子の気候（夏涼しく冬暖かい） 

・日本一早い「初日の出」 

・自然の豊かさ 

・静かで住みやすい 

・マイナス 5℃ 

・銚子の景色 

・JR 特急にグリーン車が必ず連結されている 

・千葉県では市制施行 2 番目 

・海からイルカ見える 

・海・波音・朝日 

・JR 特急にグリーン車が必ず連結されている 

◇歴史的風景・今もつながっているもの 

・文人が数多く訪れた 

・銚子商業の野球が強かった 

・千葉県では市制施行 2 番目 

・稲村の火 

・伝統芸能～大漁節／みこし  

・水運の歴史   

・ちょぼくり稲荷  

◇特産品など 

・銚子電鉄 

・食べ物／地元料理 

・野菜・魚・醤油／海鮮丼がおいしい 

◇人の誠実さ 

・人々が良い 

・熱い想いを持つ人が多い 

・青年期・壮年期に活動的な人が多い 

・銚子人の親しみやすさ 

・地元を好きな人がいっぱいいる 

◇交流の豊かさ 

・不便さゆえの人との結びつき 

・人とのつながりの大切さ 

◇祭り・イベント 

・お祭り多い・ちょーぴー 

・みこし・大漁節・おはやし 

・UFO に会える   

 

◇その他 

・銚子弁 

・TV 等にもしばしば取り上げられる 

・水揚げ量日本一 

・学校がきれい 

・住めば都 

・「まちづくり」の核となるものは何か？という話し合い

がもっと必要 

・全国的な知名度！ 

 

◇次世代へ伝えていきたい 

・自然・歴史・文化・食 

・魚の食べ方 さばき方 

・自分の力で生きる 

・自分に何ができるか？を考えること 

◇グループ提案 

踊ってつながるてうし 

遊びながら、楽しみながら銚子の歴史・文化を後世へ 

庄官様（知る）→みこし（みる）→大漁節（参加） 

◇グループ提案 

食をつながる核とする（歴史・自然・文化） 
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講評として： 

関谷昇氏（千葉大学 教授） 

 まちづくりの核、背骨となるものは何か？求心力は何か？そのコアを見つけていくことで、さまざまなストーリーが

描ける。佐原には長くに関わりをもっているが、常に新しいことがスタートしている。それは背骨が明確であってそ

こから市民が自由に発想を広げて、自主的に取り組んでいくことができるからである。 

 拙速に「わが町の魅力はこれだ！」と決めつける必要はなく、得策でもない。さまざまな想いをもって取り組む

人たちが、徹底的に掘り下げて対話をすることで、必ず見えてくるものがあるはずだ。 

それがないと共有もできない。 

 自分たちにとっての誇りとはなにか？次世代に伝えていきたい想いは何か？ 

 語り合うことでみえてくるものがあり、地域内外の知恵と思いが関わり合いをもつ機会が今後もさらに必要であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■まちづくりワークショップ参加者 満足度■ 

 

   

      

まちづくりワークショップ参加者満足度 1208   

大変満足 満足 普通 多少不満 不満 記述のみ 計   

5 4 3 2 1   有効データ 
＊実際の 

参加者数 

14 18 2   7 34 50  

70 72 6 0 0   148   

     満足度 4.3   

         

銚子市の穏やかな自然や気候、伝統芸能については、幅広い世代が肯定的な印象を抱いていることがわ

かる。一方、地域への愛着という視点において重要とされる「集団への肯定的な印象」（人が誠実、細やかな

交流の機会が多い、行政評価が高いなど）や、自らの創意工夫で創造できているものへの言及は少ない。 

協働の推進において重要となる、異なる立場で共有できる「まちづくりの背骨」を納得して選びとれるよう、講

師からも指摘があった通り、同じテーマを繰り返し、深く掘り下げて、時間をかけて考えつくす機会をつくる必要

性を感じる。 

 また、まちづくりワークショップを開かれた学びの場として考えたとき、有効に機能させるためには、メンターの役

割をもつ人材を今以上に巻き込んでいくこと、同時にその力を高めていくことが肝要である。 
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▼ 参加者からのご意見・ご感想▼        

〇講師のお話について・佐原について       

・椎名様の話、大変勉強になりました。ありがとうございました。    

・本日はありがとうございました。椎名さんの大祭のお話はとても参考になりました。  

・佐原の話、大変良かったです。為になりました。       

・誇り。銚子を好きになること。そのためには、先人が培ってきた歴史・文化をしっかりと学ぶこと。改めて気

づかされました。ありがとうございました。        

・観光というと目に見えるものがメインになってしまうが、歴史という目には見えない（ストーリー）ところを観

光スポットと結びつけ、本物志向で考えていく視点も必要だと思った。ありがとうございました。 

       

        

             

           

 

 

 

〇参加、気づきから期待へ        

・佐原の成功例は素晴らしい。近いので学びやすいと思います。またてうしにも、にかよった歴史をもってい

るので、大変参考になりました。今度、ジオパークの人にも声をかけてあげてください。  

・佐原で結果をだされている椎名様の話をきくことができ、勉強になりました。今後もこのようなワークショッ 

プを継続していくことで、より多くの人がまちづくりに大事なことを考えられるようになると良いかと思います。 

・本日はありがとうございました。踊りでつながるてうしの話でもりあがりました。実際に行動できそうだと感じ 

ました。今後が楽しみな会となりました。       

・銚子円卓会議の目的・主義がわからなかったが、今日の内容としてはスタート地点で、今後の掘り下げ 

方、進め方の方向性がどうなるのか興味のあるところです。     

・次回も参加させてもらいます！        

・地域の誇りを支える知 とても興味深い内容を分かりやすくご講演いただきありがとうございました。どんな 

ことでも重要な第 1 フェーズにあるのは興味をもつことだと思いますので、これからもワークショップに参加さ 

せていただければと思っています。        

・銚子の魅力について議論できて有意義な時間を過ごせました。市をはじめとした公共団体や他人からの 

声掛けを待つのではなく自発的に行動することが大事であると気付かせていただきました。ありがとうござ

いました。        

・本日はありがとうございました。テーブルメンバーと初対面なのに、話がはずみ、本日のテーマについて、い 

ろいろお話ができ有意義な時間でした。次回も楽しみにしております。   

・ありがとうございました。（信田君を介して）一大イベントができそうです。    

・本日のグループワークの成果が何らかの形で、現実の物となることを希望します。スタッフの皆さん、お世

対談形式であったこともあり、「佐原の取り組みがいかに丁寧に時間と手間がかけられているか」「多様な

立場のさまざまな方々がそれぞれの立場で努力されているか」、「歴史がどれほど説得力をもち、市民の納

得を引き出し、心の支えとなり得るものか」等がわかりやすく語られ、参加者もそれらを肯定的に理解でき

ていると感じる。 
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話になりました。漢字一文字にまとめるという手法は大変良いと思いました。    

・佐原のまちづくりのキーワードとして今回「祭り」があげられました。大祭の歴史を聞いている時に、銚子と 

の共通項がいくつかあり、銚子の「祭り」の在り方についても考えさせられました。またまちづくりにおいては、

「キーワード」はいくつも有る事、決して急いで一つに絞って近道を行こうとせず、大切にしたいもの、伝え

ていきたい事を大勢の人と共有して議論していく必要性を考える機会となりました。大変勉強になりまし

た。ありがとうございました。        

・講師のお二人の対談がとてもよかったです。まちづくりは、時間をかけて話し合う必要があることがわかりま 

した。        

・「銚子」について今一度考える良い機会となりました。このような会議を重ねることで銚子の活性化につ 

ながればよいなと思います。        

・小さな動きが大きな波になってくる！        

・たくさんの方々と話し合えたことがまずうれしかったです。椎名さんのお話が非常に詳しいうえに、わかりや

すく、今の銚子にあるもの、ないものを発見できました。主体的で常に行動するという佐原の精神に心打

たれました。        

・地元は銚子以外ですが、銚子市について今一度考えなおし、銚子市の将来について考えることができ

て良かった。        

・大変勉強になりました。今後のひびき連合会の活動に活かせるようがんばりたいと思います。  

・銚子の歴史を学ぶ機会がいただけたら嬉しいです。      

・信田君のグループの発表（グループ討議の内容）とてもよかったです。「全部そろっていたら人とのコミュ

ニケーションはないかもしれない。無いものは、多いけどあるものでがんばっていこう」的なまとめ素晴らしか

った。私たちの討議はちょっと不十分でした。       

・今日は良い体験ができました。またこの機会があれば参加したいと思いました。  

           

       

        

        

 

〇共通して感じられている「こと」       

・自分たちでまちづくりをしていくということ。重要な部分が参考になりました。    

・銚子のよさはたくさんあるが、それらをみんなで誇りにするための核づくりを合意として進めていかなければ

と思いました。        

・銚子市をよくするための大切なことがわかったのでよかったです。行政に頼るのではなく自分たちの意志で

動かないといけないと思いました。これからの人たちのためにもっと銚子がよい町にするために、自分にでき

ることをしていきたいと思います。        

・様々なことから背骨を見つけることはなかなかほねのおれることですが、ここはじっくりとやっていきたいところ

です。焦ることなく続けていきたいところですね。       

参加により気づきを得て、主体的な行動につながる一歩手前の、地域へ、自分が所属する場

へ、自分自身へ、またこれからへの肯定的な期待感を表現したものが数多くみられる。 
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・佐原のまちづくりが進んでいることにうらやましさを感じました。銚子には、佐原に負けない地域資源があ

るので、どのように核をつくるのかが課題だと思いました。      

 

 

 

 

 

 

 

 

・まちづくりを文化・歴史視点から考える行為が初めてであり、難しかったです。幅広い年齢層の方々から

意見をきかなければ良いまちづくりにはなりませんので、中学生や市民の方々をもっと巻き込んで行ってほ

しいです。        

・大学生・社会人がグループ内に居たので、とても濃い話をすることができました。またプレゼンは失敗はあ

ったけれど考えはつたえる事が出来たと思います。      

・今回のテーマのような話を、大学や友人と話し合う機会がなかなかないので、とてもよかった。最後のあい

さつで椎名さんがおっしゃっていたように、同じテーマで何回か話し合いたいと思いました。話し合うメンバ

ーが変われば、違った視点もあると思うので良いと思いました。    

・貴重なお話をありがとうございました。商工関係者、青年会議所関係の参加者が少ない様な感があり

ます。        

・高校生、大学生の方がとても自分の意見がしっかりあって感動しました。   

・公務員、市役所志望の私にとって、とても貴重な経験をさせていただくことができました。この経験を大事

にしていきたいと思います。本日は本当にありがとうございました。    

    

        

    

        

        

        

        

 
 

 

まちづくりを自分のことととらえていると感じられるもの、期待から一歩進んで取り組む覚悟をもっ

たコメントもあった。       

 特に、対談の中から「市民自らの創意工夫と行動」に関して、理解を示しているものが多く、また

この根底には、語られがちな行政への不信感ではなく、共に取り組む新しいまちづくりスタイルへの

期待感が強い。協働の前提となる立場の違いを理解することからの信頼関係の構築へと丁寧に

つなげていくことは確かに求められていると感じる。 

全参加者のうち、高校生、大学生が約 3 割を占めており、「場」に対する意見も目立つ。 

まちづくりワークショップの目的でもある多世代交流を通して、地域への肯定的な印象を高めるこ

とを目指すとともに、まちづくり人材の育成の場としてさらにその機能を高めていくために、メンター

役、ファシリテーター役を果たすことができる大人参加者の数を増やしていくことが重要。 

    


