銚子円卓会議
平成 27 年度 地域づくり活動支援体制整備事業
〈事業計画〉

【平成 27 年度】
銚子円卓会議は、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、協働のまちづくりを推進し、魅力と活力あふれる地域社会の実現へ向けて持
続的に取り組むことを活動の使命としています。
平成 27 年 6 月 10 日、銚子市とまちづくりパートナーシップ協定を締結し、有機的な
つながりを意識しながら、地域の未来づくりに取り組むこと、現場の活力と知恵により、
新たな職や生活サービスを生み育てようとする事業型の地域づくり活動を行う個人、組
織、団体に対して、ノウハウ、人資金調達等、専門的なマネジメント支援ができる体制
を整え、常設の中間支援活動組織体となることを目指しています。
平成 27 年度の具体的な活動として、地域通貨から寄付できるしくみを、地元紙、地元
ＴＶという地域の身近な情報媒体と、インターネットという広範囲への発信可能な媒体
を積極的に活用した広報活動を戦略的に行い、現状年 1 回であった寄付金額の広報をよ
り細やかに報告、可視化することで理解者（応援する人）及び地域通貨からの寄付額の
増加を目指します。
（＝寄付の見える化）

地域づくり活
動支援体制の
事業計画

さらに、地域づくり活動と多世代の市民が参加するワークショップを年 3 回開催しま
す。初回は、地域づくり活動の内容をより身近に感じてもらうことを目的とするＰＲを
含むもの、2 回目はそれぞれの活動のテーマである「健康に生き切る（健康寿命の延伸）
」
に関する知識と意識の向上を目指す講演を含むもの、3 回目は、
「健康に暮らし続けるこ
とができる地域のミライ図をつくろう」をテーマに参加者全員でビジョンづくりワーク
ショップとして行い、地域づくり活動を知り、活動に興味を持ち、参加する人、応援す
る人の発掘や育成につながる機会を設けることで、関連団体との交流、つながりを創出
し、団体間のネットワークを構築します。
（＝地域ぐるみ化）
その他、円卓会議の事業として、地域の多彩な意見を集約しながら、地域づくりの担
い手の発掘、育成のためのワーキンググループ（ＷＧ）を設置し、テーマ別討議を行い
中期目標（２０２０円卓ビジョン）を策定する中で、今後、優先的に支援するべき事業
や支援のルール作り、事務局の体制構築を行っていきます。
＊以下、銚子円卓会議の年間活動計画
太字は本申請事業として実施。
○銚子円卓会議 活動テーマ
（１）地域資源の多角的な結びつきと活用を通じて持続可能な地域社会の実現
（２）地域通貨を活用した住民参加による地域活性化
（３）まちづくりに貢献できる人材の育成と教育
（４）地域資源をつなぐ新しいコミュニティづくり

■構成主体が心がけること■
・重層的地域社会の創造を、イメージ（想像）し続ける
＝あの手、この手、あの人、この人＝「橋を架ける」思考と行動

1

銚子円卓会議

活動テーマごとの具体的な取り組み２０１５
（１）地域資源の多角的な結びつきと活用を通じて持続可能な地域社会の実現
・月１回の円卓会議の開催
・ワーキンググループの設置と２０２０円卓ビジョンの策定
（２）地域通貨を活用した住民参加による地域活性化
・電子版地域通貨プレミアムスター発行事業支援
・
「この指とまれ！」プロジェクトの推進
地域通貨からの寄付の見える化（本申請事業）
・地域通貨発行多様化と事務局のあり方検討
（３）まちづくりに貢献できる人材の育成と教育
・まちづくり教育の推進
（４）地域資源をつなぐ新しいコミュニティづくり
・まちづくりワークショップによる地域ぐるみ化（本申請事業）

６月
・電子版地域通貨プレミアムスター発行事業開始（6 月 15 日）
・円卓会議の開催（6 月 23 日）
・活動支援体制整備事業 事業運営体制の確立
・地域通貨発行事業所等の拡大
７月
・円卓会議の開催（7 月 24 日）
・活動支援体制整備事業 事業計画の確定
・ワーキンググループ（テーマ別作業部会＝ＷＧ）の設置
・まちづくり教育の企画案プレゼン
・まちづくり教育（
「はじめの一歩」２０１５）実施
８月
・円卓会議の開催
・ＷＧの開催
・地域通貨発行事業所等の拡大案検討
・地域通貨流通数増の取り組み案検討
・地域通貨発行事業事務局のあり方検討
・犬吠ＷＡＯＮカードからの寄付金の使用方法についての検討
・まちづくりワークショップ１ 「地域の活動を知る」の実施
寄付先活動団体が活動内容を発表、紹介及び、多世代の参加者により「各活動を
さらに活発にするためのアイディア」を討議
・寄付先広報支援開始（地元紙、ＳＮＳ → ２月末）
９月
・円卓会議の開催
・ＷＧの開催
・寄付先広報支援開始（地元ＴＶ → ２月末）
・支援事業「プレインターンシップ事業」
（
（一社）銚子青年議所）実施
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１０月
・円卓会議の開催
・ＷＧの開催
１１月
・円卓会議の開催
・ＷＧからの提案とりまとめ（２０２０円卓ビジョン）
・まちづくりワークショップ２「健康寿命延伸についてみんなで考えてみる」
テーマ講演及び、多世代の参加者（寄付先団体も含む）により「健康寿命が延伸する
まちを叶える方法」を討議
１２月
・円卓会議の開催
・まちづくり教育（
「はじめの一歩」２０１５）実施
・スターからの寄付が見えるサイトの公開
・この指とまれ！プロジェクト寄付先団体の募集開始（次年度の支援団体の選定）
１月
・円卓会議の開催
・まちづくりワークショップ３「健康に暮らし続けるまちのミライ図をつくろう！」
テーマ講演及び、多世代の参加者（寄付先団体も含む）により「健康な暮らしを叶え
るまち」について討議。
・プレミアムスター使用期限（1 月 31 日）
２月
・円卓会議の開催
・最終報告書作成
３月
・円卓会議の開催
・最終報告会への参加
・地域通貨からの寄付金額の確定

【平成 28 年度以降】
銚子円卓会議活動テーマごとの具体的な取り組み（案）及び費用概算
（１）地域資源の多角的な結びつきと活用を通じて持続可能な地域社会の実現
・月 1 回の円卓会議の開催
・平成 27 年度策定の「２０２０円卓ビジョン」に基づく地域づくり活動への中間支援活
動の実施
・平成 27 年度まちづくりワークショップでの提案の事業化をコーディネート
（２）地域通貨を活用した住民参加による地域活性化
・電子地域通貨の管理・運営体制の構築
・多様な地域通貨の発行による地域内連携の促進と新しいお金の流れをつくる事業
基幹産業等での活用促進コーディネート
地域研修事業の支援
・
「この指とまれ！」推進による寄付先団体への支援及び寄付文化を育む事業
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（３）まちづくりに貢献できる人材の育成と教育
・ふるさと学習（まちづくり教育の推進）
（４）地域資源をつなぐ新しいコミュニティづくり
・地域ポータルサイトのコンテンツ管理・運営
・まちづくりワークショップの開催（8 月 11 月）

【財源について】
・犬吠ＷＡＯＮカードからの寄付金
・寄付端末設置による構成主体からの費用負担
・端末設置協力店からのサービス利用料収入
・電子マネー利用による手数料収入
・事業収入（コーディネート料・人材育成研修費等）
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平成 27 年度 地域づくり活動支援体制整備事業
＜実施計画＞
項目

記入欄
【事業名】
健康寿命の延伸につながる地域づくり活動を「見える化」
「地域ぐるみ化」する中間支
援活動
【中間支援活動の内容】
男女ともに平均寿命が千葉県ワースト１である銚子市にとり、
「健康増進」は、重要
な地域課題ですが、実際のところ市民の健康への意識の低さを指摘されることが少なく
ありません。そこで銚子円卓会議では、
「健康寿命の延伸」につながる３つの地域づく
り活動の理解者、応援者を増やすための広報活動を実施します。
各活動の広報先＝メインターゲットは以下の通りです。
・
「海と月のグリーンマーケット in 銚子」月と海 代表 木ノ内悦子
「食へのこだわりをもつ 20 代～40 代の女性層」
・
「銚子の海を知ろう！感じよう！！」銚子海洋研究所 宮内幸雄
「特別支援教育に興味のある教育関係者、ＮＰＯ等」
・
「銚子マリーナエンデューロ大会」ＮＰＯ法人銚子スポーツコミュニティ
「スポーツに関心の高い 30 代～50 代の男女」

中間支援活動の
内容等

具体的な取り組みの一つは、多様な構成主体の専門性を活かした助言や情報の提供で
す。事務局は各地域づくり活動と相談を受け付け、月 1 回開催される「銚子円卓会議」
の中で、相談内容に応じて適切と思われる構成主体が単体、または協働により対応にあ
たります。また案件ごとに有機的に協働するためにアドバイザーを置き、地元コーディ
ネーターとなる事務局等と連携をします。
主な相談内容としては、寄付を呼びかける広報の内容と実践方法、及び他団体とのコ
ーディネートを想定しています。
二つ目として、既存の取り組みである地域づくり活動へ寄付ができるしくみの広報支
援（
「見える化」
）を行います。銚子には「すきくるスター」と呼ばれる電子地域通貨が
あり、これは市内約 60 店舗の取扱い協力店での決済時 200 円毎に 1 円相当で発行され
ているものです。
「すきくるスター」は、協力店舗での買い物に使用できる他、銚子円
卓会議に承認された複数の地域づくり活動の中から市民自らが活動を選び寄付できる
ようになっています。
（
「この指とまれ！プロジェクト」
） 活動への寄付は年間を通じ
て行われますが、本事業では、地元メディア及びインターネットサイト（スマホ対応）
から、この寄付金額を活動内容と共に月次更新で公開し、市内外に幅広くＰＲしながら
各活動への理解と協力、参加を呼びかけます。
地元紙、地元ＴＶ、インターネットと、戦略的な広報活動ができることで単独の活動
アピールでは届かないところにまで情報が伝達されることが期待されます。
三つ目の取り組みとして、ワークショップを開催し、地域づくり活動を知り、より身
近に感じてもらう機会をつくることで、活動に興味を持ち、参加する人、応援する人の
発掘や育成につながる支援をします。
（＝地域ぐるみ化）
健康寿命の延伸は、銚子市にとって最重要課題といっても過言ではありません。
市民が３つの地域づくり活動を知ることで「健康」に対する意識が喚起されることはも
ちろんのこと、実際に参加または支援することが「健康的行動」と考えます。
食、感動体験、スポーツ、という異なる角度からの健康へのアプローチをゆるやかにつ
なぎ、ココロもカラダも満たされる地域であり続ける中間支援体制づくりを進めます。
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【地域づくり活動の自立・継続に向けた支援の考え方】
今回の中間支援では、それぞれの活動への住民からの寄付が集まることに加え、それ
ぞれの活動が単体で行うＰＲ以上の広報効果によって、自らの事業収入で資金を確保で
きるようになることを目指しています。
事業継続への課題は団体、活動ごとに異なりますが、
「本人または誰かが「しごと」
として取り組み続けるようになるには？」を意識した事業支援を行いたいと考えていま
す。

【フロー図】
取組１：活動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。

取組２：地域通貨からの寄付状況や活動団体の取組が確認できるインタ
支援活動フロー
（平成 27 年度）

ーネットサイト（スマホ対応）を作成し、活動等を支援する。

取組３：ワークショップを開催し、関連団体との交流、活動間のつなが
り創出、地域ぐるみ化の促進を支援する。

【実施体制図】
■銚子円卓会議■
銚子市・銚子商工会議所・(一社)銚子市観光協会・銚子市教育委員会・
銚子市小中学校校長会・銚子信用金庫・銚子商工信用組合・千葉科学大学・
（一社）銚子青年会議所・銚子商工会議所青年部・ＮＰＯ法人ＢｅＣＯＭ

中間支援活動の
実施体制

・助言、情報提供による支援
・ネットサイトによる活動の見える化を支援
・ワークショップの開催による地域ぐるみ化を支援

「健康寿命の延伸」につながる 3 つの地域づくり活動
海と月のグリーン
マーケット in 銚子

（有）銚子海洋研究所
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NPO 法人銚子
スポーツコミュニティ

銚子円卓会議
【実施体制及び構成主体間の連携の考え方】
それぞれの活動団体からの具体的な相談は、事務局（銚子市地域協働課）が取りまと
め、毎月開催される銚子円卓会議の場で情報を共有しながら、対応に適切な構成主体が
助言等を行い、会議内で進捗状況を公開し、議事録に残して情報共有します。
銚子商工会議所、銚子青年会議所は、若手経営者を中心にしくみの理解促進、地域通
貨の財源となる事業者への理解の浸透に取り組みます。
地域通貨からの寄付状況や活動団体の取組が見えるサイトの構築とワークショップ
の開催は、地域通貨を担当し、次世代育成事業を数多く手掛けている銚子信用金庫、銚
子商工信用組合、ＮＰＯ法人ＢｅＣＯＭ等からなるワーキンググループを設置して行い
ます。進捗状況は会議内で共有し、インターネットサイトで情報発信します。

年度

活動内容
６月
円卓会議の開催
事業運営体制の確立
□専門事務局体制の確立
□スケジュール案の作成
□寄付先団体との打ち合わせ及び目標設定
７月
円卓会議の開催
事業計画の確定
□交付申請書の確定（構成主体の明確化・広報計画・全体スケジュー
ルの決定）

当該事業におけ
る中間支援活動
のスケジュール

平成 27 年度

事業推進の準備
□「しくみを学ぶ場」開催検討～試験開催
□地域ポータルサイトコンテンツの検討～作成開始
□寄付先団体用ＰＲ動画作成開始
□ワークショップへの高校生参加依頼
□情報共有方法の検討～確立
□各団体⇒円卓会議へ 相談担当者の決定

８月
円卓会議の開催
ワークショップ１ 「地域の活動を知る」
寄付先活動団体が活動内容を発表、紹介及び、多世代の参加者により
「各活動をさらに活発にするためのアイディア」を討議。
ファシリテーター：協働アドバイザー千葉大准教授 関谷昇氏
寄付先広報開始（地元ＴＶ及び地元紙、その他ＳＮＳ等）

９月
円卓会議の開催
円卓会議において、各地域づくり活動団体から直接中間報告をうける
7

銚子円卓会議
１０月
円卓会議の開催

１１月
円卓会議の開催
ワークショップ２「健康寿命延伸についてみんなで考える」
テーマ講演及び、多世代の参加者（寄付先団体も含む）により「健康
寿命延伸へのアイディア」を討議。
講演講師・ファシリテーター：総合診療医 孫大輔氏（依頼）

１２月
円卓会議の開催
スターからの寄付が見えるサイトの公開 運用開始
この指とまれ！プロジェクト寄付先団体の募集開始（次年度の支援団
体の選定）

１月
円卓会議の開催
ワークショップ３「健康に暮らし続けるまちのミライ図をつくろう！」
テーマ講演及び、多世代の参加者（寄付先団体も含む）により「健康
な暮らしを叶えるまち」について討議。
講演講師・ファシリテーター：未定
２月
円卓会議の開催
最終報告書作成
３月
円卓会議の作成
最終報告会への参加
地域通貨からの寄付金額の確定

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、以下の
取り組みを行う。
・電子地域通貨の管理・運営
・この指とまれ！寄付先団体への支援
・インターンシップ生の受入
・地域ポータルサイト、市民参加型コンテンツの運営

平成 29 年度

地域通貨からの寄付金額 年間 300 万円を達成

主体名

活動内容

他の主体との
連携
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項目
【海と月のグリーンマ
ーケット in 銚子】

銚子円卓会議
平成 27 年度目標

現状

マーケット出店者数
来場者数

27
200 名

30
300 名

0名
2,566 名

10 名
3,000 名

ラン＆サイクルステー
ションの設置数

15 箇所

25 箇所

犬吠埼エンデューロ大
会のボランティア数

0人

70 人

地域づくり活動団体（３
団体）あわせての地域通
貨からの寄付

－

230,000 円

【㈲銚子海洋研究所】
子どもの体験乗船
年間乗船者数

地域づくり活動
の成果目標

【NPO 法人銚子スポーツ
コミュニティ】
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