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銚子円卓会議
まちづくりワークショップ

健やかなまちづくり

2022.03.24. 木村 栄宏

抜粋版
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専門分野： リスクマネジメント、経営、キャリア開発、地域活性化 等
著書：
１９８５年「ファインセラミックス産業の実態と展望－ハイテク時代の経営戦略－」
２０２０年「今日から使える身近なリスクマネジメント」」 ほか
銚子における活動
銚子市の各種委員会委員〜総合計画検証委員会委員、男女共同参画推進委員会委員、情報
公開・個人情報保護運営審議会（会長）、市病院事業運営協議会（会長）、銚子市都市計画審議
会（会長）〜 銚子信用金庫非常勤理事、銚子中心市街地活性化研究会理事 （一社）Ocean
Life Community14（海洋プラスチックごみ回収等）の理事 など

経歴

慶應義塾大学経済学部卒業後、日本長期信用銀行入行、その後 東証一部上場企業の経営
企画部長を経て現職。日本国際情報学会(副会長)､総合危機管理学会(常務委員長）ＮＰＯ
日本リスクマネジャ－＆コンサルタント協会（理事）ほか

簡単な自己紹介



2

はじめに



3

2019年の「健康寿命」

女性75.37歳
男性72.68歳
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健康寿命とは：

平均寿命から
「寝たきりや認知症など介護状態の期間」
を差し引いた期間
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一方、平均寿命は

出典：厚労省
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WＨＯ 健康の定義

1947年に採択されたWHO憲章 前文：

「健康とは、病気でないとか、弱っていないということ
ではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的に
も、すべてが満たされた状態にあることをいいます。
（日本WHO協会訳）」
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平均寿命

・縄文時代 15歳

・室町時代 20歳

・江戸時代 ２０～30歳
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健やかに生きる

⇒ 健康と生きがい

⇒「健康寿命」と「生きがい」を
持ち続けて生きること

健やかなまち も同じではないでしょうか？
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「健やかなまち」の逆を考えてみる
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ある商社マンが発展途上国に行き、
靴を売ろうとしました。

ところが住民は皆、裸足でした。

皆さんはどう思いますか？（１）

①あきらめる

②留まる
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皆さんはどう思いますか？（２）

①魚を あげる

②釣竿を あげる

貧しい国に行き、食料不足です、
ちょうど川があったので、魚を釣りました。
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自分の将来が決まる大事なイベント
が近づいています。

皆さんはどう思いますか？（３）

①失敗しないように いろいろ考える

②どうしたら失敗するか を考える
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・・・・・どうしたら失敗するか を考える？？

？
逆転発想アプローチ



Life can be wonderful if you’re not 

afraid of it. All it takes is 

courage,imagination… 

and a little dough.
（some money）

Chaplin チャップリン の言葉（映画「ライムライト」より）



勇気も
想像力も
ちょっとのお金
も無いまち・・・・

健やか「ではない」まちとは
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健やか「ではない」まちとは

・ゲマインシャフト（血縁）⇒ゲゼルシャフト（職縁・利益）⇒つながり

（地縁・時空）も消えたまち

・LOHAS（ Lifestyles of Health and Sustainability）：健康と環境、

持続可能な社会生活を心がける生活スタイルから始まったライフ

スタイル：の志向変化に逆行したまち

・企業がＣＳＲを考えず、ＥＳＧ（＝環境（Environment）、社会

（Social）、ガバナンス（Governance））を無視するまち

・ＳＤＧsが無いまち etc．Etc．
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ＳＤＧsのウェディングケーキモデル

(出典：ストックホルムレジリエンスセンター)

「経済圏」
「社会圏」
「生物圏」
の３つの階層
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健康寿命を延ばすには

⇒

健やかなまちづくりへの示唆とは
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健康寿命を伸ばすには

◼ 運動習慣を持つ

◼ 食生活（適切な栄養）

◼ ストレス解消

◼ 禁煙

◼ 適度なアルコール摂取
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長寿日本一の
長野県
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・野菜摂取量 日本一

・元気に働く高齢者の数 日本一

・保健師の数 日本一

・博物館、体育施設 日本一
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人は信念と共に若く 疑惑と共に老ゆる

人は自信と共に若く 恐怖と共に老ゆる

希望ある限り若く 失望と共に老い朽ちる

大地より、神より、人より、美と喜悦、勇気と壮大そして

偉力と霊感を受ける限り、人の若さは失われない。

これらの霊感が絶え、悲歎の白雪が人の心の奥までも蔽い

つくし、皮肉の厚氷がこれを固くとざすに至ればこの時にこそ

人は全くに老いて神の憐れみを乞う他はなくなる。

原作 サミュエル・ウルマン「青春」 訳詞 岡田義夫 より
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松戸市立博物館

松戸市立博物館
千葉県松戸市千駄堀671
Tel.047-384-8181
http://www.city.matsudo.chiba.jp/m_muse/

「回想法」で 高齢者の認知力もアップ

https://www.yomeishu.co.jp/sp/genkigenki/external_link/redirect_matsudo_museum.html
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大切なことは
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わくわく ドキドキ

胸キュン♪

で 健やかなまちづくり

のためには・・・・
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五感で考えてみよう
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五感とは

◼視覚

◼聴覚

◼触覚

◼嗅覚

◼味覚

それぞれの感覚に配慮した、
健やかな（住みやすいそして
わくわくどきどきする）まちとは、

どんなまちでしょうか？

そして、それを妨げる課題が
あるとしたら、

それは何でしょうか？
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視聴覚を例として（施設等の参考事例から）



羽田国際空港国際線ターミナル

バリアフリー、ユニバーサルデザインの考え方の元に、空港内設備
を整備
ターミナル内部は、案内スタッフである「コンシェルジュ」による
サポートを基本とし、車いす移動の障害となり得る点字ブロックを
排除するなど、思い切った整備を実行

探しやすいよう、
高い位置に掲示

子供や車いすでも利
用できる水飲み場
（高低２つ設置）

トイレの音声案内

－29－



羽田国際空港国際線ターミナル

エスカレーターにも、様々な工夫
が施され、配慮されている

挟まれたりしないよう、
十分な余裕を持たせる

危険な、カートや、台車、
車いすなどの進入を防止

低い視線でも気づきやすく
進行方向を表示

－30－



羽田国際空港国際線ターミナル

狭い航空機内の通路でも使用でき
るよう、車輪が脱着可能な車いす
を備品として用意 空港が、沿岸部に位置しているた

め、津波に備えて上部階への非常
階段を用意

－31－



社会福祉法人 全国手話研修センター

社会福祉法人全国手話研修センターは2002（平成14）年に設立し、
「コミュニティ嵯峨野」改修を経て2003(平成15)年9月1日に開館し
ました。一般財団法人 全日本ろうあ連盟、一般社団法人全国手話
通訳問題研究会、一般社団法人日本手話通訳士協会の3団体をはじめ
として関係機関等とともに連携しながら運営しています。

（ＨＰより）



社会福祉法人 全国手話研修センター



社会福祉法人 全国手話研修センター



ダイアログ・イン・ザ・サイレンス

－35－

ダイアログ・イン・ザ・ダーク
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でも、ちょっと待って！！

・・・・思い込みはありませんか？
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情報を知らなければ聴覚障害の方は
落とし穴と判断されたことも
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非常口はどっち？

非常口 非常口
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視点、立場の違いを認識する（多様なものの見方）



●平等
ｅｑｕａｌｉｔｙ

https://www.portlandoregon.gov/oehr/article/449547

例：平等と公平

●公平
ｅｑｕｉｔy
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皆さんが考える、

「健やかなまちづくりにおける課題」

とは何でしょうか？


