
勝浦市 市民まちづくりワークショップ

各回の意見詳細版

○ 第1回から第5回まで開催された市民まちづくりワークショップにおいて市民のみなさまからいただいたご意見です。

○ 毎回Ａ、Ｂの2グループに分かれて意見交換を行い、各回のシートはそれぞれグループごとに作成しています。
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勝浦市の強み 勝浦市の問題点

（例）漁業の歴史が長く、整備された漁港、技術水準の高い漁業従事者がそろっている （例）豊かな海産物に恵まれながら、その魅力を十分に宣伝できていない

気候が良い。長く住んでいる方は意識していないが、横浜からみると、夏場は涼しく、冬場
も２～３度は暖かい。この気候を生かすべきである。

観光と漁業がリンクしていないこと。地元の漁業関係者は、漁業に関する意識はあって
も、観光に対する意識が希薄である。

観光振興に生かせる、美しい自然や、水産資源がある。
アワビやイセエビなど高級食材が勝浦近辺では水揚げされるが、それを、観光客に提
供するシステムが弱い。船橋市のように、ネット販売や、コーディネーターと連携しては
どうか。

地元の名産品、酒蔵などの特産物があり、観光振興と商業が連携することで、相乗効果を
見込める。

獲る漁業には長けているが、育てる漁業が弱い。

歴史のある朝市がある。 知名度が低い。若者が旅したくなるような仕掛けが不足。

商店街が小規模なので、旅行者が一日で回りやすい。 観光への、町全体の協力が不足している。観光協会の協力も不足している。

水産資源が強みである。 夏の海岸や観光施設での商業支援が足りない。

農林業に生かせる土地がある。 特産物のプロモーション不足。

企業誘致の面において、企業が立地できる土地があり、リモートワークに適した自然がある。 学生や若者などの外部者との連携が弱い。新しいもの、変化に弱い印象がある。

市場（都心）までの距離が近い。 商店街や朝市の盛り上げ不足。住民全体で応援する姿勢が弱い。

水産業が強い。 知名度不足、他業者との連携。

町が山と海に挟まれており、コンパクトである。 農業に触れあう機会の不足。

人口が少ないことは、まとまりのあるコミュニティを作れるという、逆に強みになる。 鹿などの有害鳥獣の活用。

素晴らしい能力・魅力を持つ方々が移住してきている。地元の人間にも素晴らしい活動を
し、考え方をお持ちの方がいる。こうした人の魅力を見える化していくことが大事である。朝
市で売っている方をクローズアップするなど。

移住を意識した魅力の宣伝不足。

アワビの養殖には可能性がある。育てる漁業の振興が必要である。 起業とボランティアの支援不足。

漁業の基地として、立地条件が良く、利便性が良い。 外部から人を集める仕組みが足りない。

市場（都心）に近い。 新しい人を呼び込むならば、ホームセンターなどの、生活環境の充実が必要である。

房総半島の中央部は、災害時（温暖化、地震、がけ崩れ）に、復興物資が港経由で運ばれ
る。館山港、銚子港の間隔は約２００キロあるが、その中間に勝浦港がある。そして、大型
船の接岸が可能である。漁港と港湾を一体化をすれば、漁業だけでなく、冷凍船、国内コ
ンテナ船が着岸でき、勝浦に工場がなくても、海路で輸送可能である。水産加工工場誘致
ができれば、こうした物流コストも削減可能。

雇用不足。同級生、同世代は、仕事を求めて都心に移り住む。ファミリー層がいない。リ
モートワークの推進など、勝浦に住みながら仕事の出来る環境を整えることが必要。

「産業・経済分野」の勝浦市の強み・問題点
◆農業・漁業などの第1次産業から商工業・サービス業など幅広い産業が市内で経済活動を展開しています。

◆過去と現在との比較、勝浦市と近隣市との比較など、比べることでみえることがあるかもしれません。

Aグループ
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勝浦市の強み 勝浦市の問題点

「産業・経済分野」の勝浦市の強み・問題点
◆農業・漁業などの第1次産業から商工業・サービス業など幅広い産業が市内で経済活動を展開しています。

◆過去と現在との比較、勝浦市と近隣市との比較など、比べることでみえることがあるかもしれません。

Aグループ

海からみえる景観が良い。勝浦灯台などの景観も良い。
漁業関係者が後継者不足で、どんどん減っている。捨てられる魚の活用、育てる漁業
が大事。ただし、外海の過酷な環境が養殖を良しとしないことが弱みである。

朝市があること。 大型船が入る港の整備が必要。

キンメダイ、磯もの、イセエビなどの漁業が強みである。
老朽化した漁港を使っているが、利用度が低く、防波堤の倒壊の危険もある。サーフィ
ンやカヤックなど、海上レジャーの保管場所として利用してはどうか。

小綺麗なビーチが多い。ドライブしていても分かる。 後継者不足による、漁業従事者の減少。

海と山の風景が、緑と青で、癒しの色である。都会の方の癒しに良い色である。
海に頼りすぎである。お土産はタンタンメン以外海のもの。海以外のところで、魅力ある
ものを発掘できないか。

都心から近い（都心に近い）。 働く場所がない。人口減少。高齢化。

気候がよい。横浜と２～３度違う。 漁業と観光の連携が弱い。fishermans wharf。

気候が良いのが最大の魅力である。自分は、移住先に軽井沢も考えていたが、雪が降
る。勝浦は、気候が良くて雪が積もらない。

気候の良さがPRできていない。駅に、「雪が降らない、気候が良い」というポスターを大
きく貼りだしてはどうか。

都心からの近さ。都心からのアクセスが良い。移住じゃなくても、関係人口の増加に有利
である。

若年層の減少と高齢化。都会に出た後、男性の方が戻ってきやすく、女性は結婚など
で戻ってきにくい。そして、女性は戻ってきても仕事が無く、あってもお茶くみなどであ
る。都会の方ができる仕事が多い。こうした女性が戻ってきやすい環境づくりが必要で
ある。女性が戻ってこないと、ファミリーが増えない。

漁業のノウハウや朝市など、人から人に継承されてきたものが残っている。地元でフリー
ペーパー（いそむすび）が発刊されており、こうした地域の魅力を発信できる。

雇用が少ない。男女とも。

第１種漁港で使用頻度の少ない港が５港あり、維持、管理に多大な費用がかかっている
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勝浦市の強み 勝浦市の問題点

（例）漁業の歴史が長く、整備された漁港、技術水準の高い漁業従事者がそろっている （例）豊かな海産物に恵まれながら、その魅力を十分に宣伝できていない

風力や潮力などの再生エネルギーの可能性 再生エネルギー、DXなど新しい分野での雇用を増やしていくべき

水産資源

海・山があり、漁業だけでなく農業などバランスよくある

勝浦ブロードキャストなど、情報発信活動をしている

情報があれば、東京から来やすい距離

武道大生の働く場所が少ない

ファストファッションなどがない

朝市の導線が分かりづらい

市内の活動やイベントなどの情報が市民にも伝わっていない

カルチャーセンターなどで勝浦市ならではのものが生み出せれば

松野～赤羽でのMTBの活用⇒飲食などにもつながる

「産業・経済分野」の勝浦市の強み・問題点

水産資源をもっと増やせるのではないか（山の環境保護（人工林など）⇒川・海の環境改
善へ）

一次産業、武道大学、自然などを活かし、健康づくり・健やかさなどをキーワードに、地元
も巻き込んで、恵みを享受できるようにできれば（雇用にも繋がる可能性）

SUP・ライフセービングなど３世代で時間を費やし、武大生も連携した自然を生かした取
り組み

◆農業・漁業などの第1次産業から商工業・サービス業など幅広い産業が市内で経済活動を展開しています。

◆過去と現在との比較、勝浦市と近隣市との比較など、比べることでみえることがあるかもしれません。

Bグループ
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◆「取組目的」は＜勝浦市の強みを活かす＞、または＜勝浦市の問題点を克服する＞という視点で。

◆「誰」が「どのような取組」をするべきか、という観点で。「誰」は複数のほうがいい場合もあるかもしれません。

港の活用 漁協関係者、行政
港の船が少なくなっているので、その一部を、海に憧れている人向けに、マリーナとして
開放する。漁協と連携して。

観光地としての知名度、若者が旅したくなるような
仕掛けの不足。

市役所観光課や観光協
会のリードで、住民や学
生等のボランティア参加

・じゃらんなどのネット上の旅行パックで宣伝：
　〇1日でまわれるコース。朝市だけ、とか海岸だけ、では弱い。
　〇体験イベントーSUP/BBQ/釣り/キャンプ等の遊びに限らず、ビーチクリーンや農
業・子供とのボランティアなども含む。夜間のキョン見学ツアー、海岸の砂を使ったイベ
ントもありかも。朝市と体験イベントの組み合わせも良いと思う。
・ビーチクリーンイベント、学校を巻き込む
・季節の自然を用いた観光を推進することにより（例. クサフグ産卵)、海の美しさを守る意識の
向上

地元に人を残す 学校関係者、産業関係者
子どもたちに地元に残ってもらうため、学校教育の現場で、地元の産業関係者に、勝浦
の産業の魅力を話してもらう。

雇用の創出、地元に人を残す 行政
行政がワークショップや関係者の議論の場を開いて、勝浦の産業面での魅力を活かし
きれない理由の分析を行う。

健康寿命を伸びるまちとする、高齢者の受け入れ お寺、行政
勝浦に来ると健康寿命が伸びるというまちづくりと、そのPR。「ヘルシーテンプル」という
考え方があり、お寺でストレッチ、瞑想、茶話会をやることで、健康寿命が伸びる。勝浦
にはお寺が多いため、地域毎にこうした取組を広めてはどうか。

つくる漁業の実現 民間企業、行政
アワビ、イセエビの養殖の促進。水産業は、漁協を通す必要があるが、こうした運用の
弾力化が求められる。行政には、地域の民間企業の参入支援をお願いしたい。

雇用の創出と、高齢者の満足度向上 行政、金融機関
高齢者施設を増やし、お年寄りが住みよい、移り住んできやすいまちを目指す。北海道
の伊達市が例である。

雇用の創出、介護人材不足の解消 武道大学生、若い移住者
国際武道大学と、高齢者施設とのマッチング。コロナ禍でスポーツトレーナーが都内で
失業しているが、介護現場とマッチングできないか。ヘルパーは休みがない。若い男性
が入ってくれば喜ばれる。

（例）漁業の担い手を確保する 漁協と中学校・高校 県内の中高生を対象にした漁業体験イベントを開催

「産業・経済分野」の勝浦市で取り組むべきこと

発想のご参考

取組目的 誰が どのような取組

Aグループ
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◆「取組目的」は＜勝浦市の強みを活かす＞、または＜勝浦市の問題点を克服する＞という視点で。

◆「誰」が「どのような取組」をするべきか、という観点で。「誰」は複数のほうがいい場合もあるかもしれません。

「産業・経済分野」の勝浦市で取り組むべきこと

発想のご参考

取組目的 誰が どのような取組

Aグループ

商店街盛り上げ・整備
市、商店街、観光協会な
ど、ボランティアのアドバ
イザーを受ける

・空き店舗／土地を商業用に短期貸出など、活用できない？
・単発商業イベント
プレミアム商品券の知名度UP- 発行時にしっかり宣伝期間を設け、目的を明確にす
る。

知名度不足。ボランティアを活用できない？
市リード、アドバイザー&
ボラ活用

・ITの利用 - 名産物のネット販売経路の充実
・地元住民連携強化-カツオを売り出すなら、カツオにちなんだ食品を開発、もっと店頭
に置く。

学生や若者、外部者との連携
学生／アイデアコンペ
Web上で

若い／外部の人達のアイデアを取り入れ、実現を支援。
・「勝浦の魅力を知ってもらい、移住につなげる」を念頭に協業。例. RECAMP & 朝市に
よる相乗効果。
・Web 上で活性化プロジェクトのコンペをしてはどうか。

朝市盛り上げ、住民全体で応援する姿勢
市、商店街、観光協会な
ど、ボランティアのアドバ
イザーを受ける

・朝市を勝浦の住民全体で応援する姿勢。市の土地で開催できない？
・出店者に任せきりではなく商工会議所や市役所が支援
・キュステなど他のイベントと絡めて宣伝。

夏の海岸や観光施設での商業支援

市役所観光課や観光協
会、町内会のリードで、住
民や学生等のボランティ
ア参加

・駐車場の整備、屋台やイベントなどの呼び掛け、マーケティング

特産物のプロモーション
市、商店街、観光協会、
町内会など

・酒蔵はもっと名産として宣伝できないか？
・カッピーを街にもっと利用する。例. マンホール、施設のピクトグラム、乗り物。

街全体の協力不足
市、または市の支援によ
る民間によるプロジェクト

・観光客の気持ちが盛り上がるような街全体の雰囲気作りの不足：
　〇道端に花や木を植えて綺麗にする
　〇海岸の堤防に絵を描く
　〇観光スポットに行きやすく案内ポスター／看板を貼る。
*田中さんのfishermans wharf は良い考えだと思う。

観光協会の活動の効率化 市がリード、アドバイザー
・電子化により、単調な業務を半／全自動化し、創造的な業務に時間を使う。
・周辺地域の観光協会と連携（共同で見どころルートの開発、イベントなど）。
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◆「取組目的」は＜勝浦市の強みを活かす＞、または＜勝浦市の問題点を克服する＞という視点で。

◆「誰」が「どのような取組」をするべきか、という観点で。「誰」は複数のほうがいい場合もあるかもしれません。

「産業・経済分野」の勝浦市で取り組むべきこと

発想のご参考

取組目的 誰が どのような取組

Aグループ

使用頻度の少ない港の維持・管理費用の削減 -
保管・管理・講習・安全教育・小型船舶操縦士の教育機関など、使用目的ごとに漁港を
集約する。

生活を始めるにあたり必要なものの充実 市  勝浦にホームセンターが欲しい…

使用頻度の少ない港の維持・管理費用の削減 漁業組合
各港の船舶の使用目的調査をし、使用していない船は廃棄処分とする。使用している
がレジャー用の船（組合に水揚げもなく、船曳場を使用している船（組合に対し貢献して
いない）は、第１種漁港に集約する。

特に高齢者の起業とボランティアの支援。 市 -

継承者の確保 市など
コロナで職に困っている人がいる今、古民家を使って住宅を支援しながら第一次産業
の就業を（ネットで！）誘致してはどうか。

有害鳥獣防止対策で狩られた鹿類を活用？
市リード、アドバイザー&
ボラ活用

例. 皮、肉

移住を意識した 勝浦の魅力の宣伝

市役所観光課や観光協
会、町内会のリードで、住
民や学生等のボランティ
ア参加

・リモートワークが増えているのでチャンス！勝浦で生活に憧れを持ってもらえるような
イメージ作り：移住して子育てや（リモート）ワーク、地域の人達との交流、菜園、自然を
満喫する休日などを楽しんでいる人達のインタビューをメディアに載せる。すなわち都
会ではできない体験ができる生活をアピール。

他業者との連携不足
市リード、アドバイザー&
ボラ活用、特にネットの活
用！

・例. JRと連携し、勝浦産物を電車で他地域に輸送。
・他地域との連携－例.ご当地グルメイベント

農業に触れ合う機会の促進
市、農業関係団体など。
ボランティアのアドバイ
ザー&活用

・農業を手伝うボランティア体験イベント。体験ワークキャンプで一時的労働力+交流
+inspire.
・ブランド作り、長狭米みたいな。
・ネット上で農業の「楽しさ」をアピール。
・農業者間の交流促進。
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◆「取組目的」は＜勝浦市の強みを活かす＞、または＜勝浦市の問題点を克服する＞という視点で。

◆「誰」が「どのような取組」をするべきか、という観点で。「誰」は複数のほうがいい場合もあるかもしれません。

川・海の保護、資源確保による1次産業活性化に向け
た環境整備

ー スギ・ヒノキへの補助金（人工林が環境に悪影響）の停止

子どもの教育、人材育成 市民（声掛けは市） オンライン寺子屋の設置、市内の人々と子どもの出会い

新産業への取り組みによる地域活性化
　　（雇用創出・投資の呼び込み）

市 産業の大きな取り組みに関する調査研究、IT人材・企業の誘致など

竹を利用したバイオ発電

IT産業誘致による地域の雇用創出・デジタル化推進
市 PCスキル等の教室、人材育成

IT人材とのSNS等をリンクさせたオンライン交流（＋情報発信）

健康づくりを核にした特徴ある産業の創出 武道大学と市民の連携 子どもの教育、高齢者リハビリ等の対応など健康づくりメニュー開発と周知

市だけではない市民に対する情報発信／市の特徴あ
る素材を活かした観光メニュー開発

市・市民・事業者等全員 観光協会など、コーディネーター役を含む体制づくりからスタート

人口増加のための雇用増

勝浦市の魅力発信による交流人口増加 事業者に注目して勝浦ブランドやキャラの商品開発等

（例）漁業の担い手を確保する 漁協と中学校・高校 県内の中高生を対象にした漁業体験イベントを開催

「産業・経済分野」の勝浦市で取り組むべきこと

発想のご参考

取組目的 誰が どのような取組

Bグループ
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地元の豊かな食材交換が健康寿命延伸に寄与

地域による子どもの見守り体制がある

地域による高齢者・障害者のきめ細かな把握

高齢者の生きがい充実（サークル等）

コミュニティーの核となる寺社の存在

総合病院＝亀田病院に近い

武道大の存在⇒健康づくり、チームスピリッツ醸成等に良好な環境

保健所の存在

良好な自然環境が子どもの感性を育む

恵まれた気候・自然環境により健康づくりへの可能性大

市がコンパクトのため福祉・保健・医療が充実

DXの実験モデル地区としての可能性

元気な高齢者が多い

高齢者から孫世代への教育、文化・伝統の継承

廃校の体育館を健康づくりに生かすと良い。現在も各地区の会館などでヨガ教室が行
われている。体育館の器具、場所を活用してはどうか。建物はすでにあるので、活用で
きる。

食材の物々交換の場や外食の場が限られている。朝市に出店している人たちのものを
販売できる仕組みを。

ワーク①「保健・医療・福祉分野」の勝浦市の強み

勝浦市の強み

人口が少ないため、医師・介護士・近隣住民による
きめ細かな、かつ迅速な管理・対応が可能

地域コミュニ

ティーの存在

保健・医療の

拠点

自然・気候

街の規模の

コンパクトさ

高齢者の存在

Aグループ

○勝浦市にある豊かな食材や恵まれた自然環境、産業、高齢者福祉などについて、分

野にとらわれず横ぐしを刺すことが重要である。また、まず勝浦市の強みや良さを地元

の住民が楽しむことも重要である。これによって観光などの魅力が向上し、産業振興に

つながる。教育や文化の伝承にもつながっていく。

○勝浦市の自然は、東京から近い場所に、きれいな海や山など色々な要素がバランス

よくあるのが特徴である。断トツではなく、総合点が高い。

○現状、区長会や地元の防災などの活動と連携して、福祉についても、きめ細かな活動

がされている。一人ひとりが互助の気持ちをもっている。その気持ちをうまく活用できるよ

うな取組ができるとよい。そのためにも地域コミュニティの活性化が重要である。

○コンパクトなまちであることを活かして、アットホームな老人ホームを整備したり、おひ

とり様に優しいまちが作れるのではないか

○高齢者と孫との関係に関連し、高齢者が収入で孫世代にものを買ってあげられるよう

な楽しみをもてるとよい。

※黒字は事前意見、青字は事前意見に対するワーク時のコメントや補足意見、赤字はワーク時の新規追加意見です。
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地元の豊かな食材交換が健康寿命延伸に寄与

地域による子どもの見守り体制がある

地域による高齢者・障害者のきめ細かな把握

高齢者の生きがい充実（サークル等）

コミュニティーの核となる寺社の存在(ヘルシーテンプル）

総合病院＝亀田病院に近い

武道大の存在⇒健康づくり、チームスピリッツ醸成等に良好な環境

保健所の存在

良好な自然環境が子どもの感性を育む

恵まれた気候・自然環境により健康づくりへの可能性大

市がコンパクトのため福祉・保健・医療が充実

DXの実験モデル地区としての可能性

元気な高齢者が多い

高齢者から孫世代への教育、文化・伝統の継承

人口が少ないため、医師・介護士・近隣住民による
きめ細かな、かつ迅速な管理・対応が可能

ワーク①「保健・医療・福祉分野」の勝浦市の強み

勝浦市の強み 勝浦市の強み

地域コミュニ

ティーの存在

保健・医療の

拠点

自然・気候

街の規模の

コンパクトさ

高齢者の存在

Bグループ

○全国に人口3万人以下の市が1000あまり、勝浦市もそのひとつ。人口規模が小

さいことは先進的なデジタル技術を導入する実験モデル地区に向いている。

○住民同士のつながり・関係が強いこともデジタル導入するうえでの強み

○リモートワークの浸透などが地域のIT人材確保するうえで追い風

○新しいものの導入に抵抗感ある人をどのように巻き込むかが導入成否を分けそ

う

○お寺が拠点となり、瞑想やストレッチプログラムを地域の人に提供。ストレッチ

はミズノと提携し、指導資格を取得した住職が指導している。オンラインによる参

加もあり、若い人から高齢者まで参加年齢は幅広い。

○地域の健康づくり拠点として、からだと心の両面の健康をケア。

○東京にはない地域の見守りがある。

○具体的にどのようなものがあるのか気になる。

⇒（勝浦市から）キュステや各地区で俳句、踊りなどの文化サークル活動が行わ

れている

○若い人も参加しやすいサークルや、そうしたサークルについての情報提供がほ

しい

○林間部では気温上昇が抑えられ、人間の体にダメージを与える猛暑はほとんど

ない。エアコンなしで暮らせるので健康維持面に加え環境問題的にみても利点が

多い。

※黒字は事前意見、青字は事前意見に対するワーク時のコメントや補足意見、赤字はワーク時の新規追加意見です。
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高齢者の移動手段が不足

交通弱者への配慮

年金での入居可能な老人ホームが200人待ち

高齢者施設が少なく、在宅介護ヘルパーも不足

独居高齢者の衣食住ケアが不十分

高齢者支援ボランティア・イベント・関連情報の不足

幼児保育が不充実

子どもの教育環境が不充実（進学や塾）

子どもが少ない⇒子ども同士の交流機会不足

検診数が少ない／検診状況のデータ化の後れ

未病への取組の後れ

財政不足のなか医療・介護への対応予算拡大

地域に即したコミュニティーが少ない

自治会など役員負担大きい

市民の自主的取組や連携不足

多様性の観点乏しい

必要な人に必要な情報が届く仕組みが足りていない。

小さな困りごとを問い合わせる先がすぐわかるような資料があるとよい。地元の
業者さんにお願いしたら5000円で済んだ作業が、ネットで調べた業者に頼んだ
ら65000円請求され、ぼったくられたことがある。

ワーク②「保健・医療・福祉分野」の勝浦市の問題点

勝浦市の問題点

高齢者福祉

移動手段

子育て

健康づくり

市民・

コミュニティ-

行財政

Aグループ

○食材を買うのに、車がないと困る。買い物支援。

○勝浦の広さ。車がないと移動できない。

○高価な施設が多い。年金では厳しい。子供がいる都内を頼って出て行ってしまう。みん

な知り合いなので、コミュニティーをしっかりして頼れるように。

○介護までいかなくても、ちょっとしたことに手を貸してくれるサービス（都市部のワンコイ

ンサービス）みたいなものがあるといい。高いところの電球を替えるとか。

○会社の同僚が、０歳児保育、時間外保育について、海側の保育所に預けているが、勤

務先が山側で17時過ぎのお迎えのタイムリミットに間に合わず厳しいと言っていた。祖父

母がいないとまわらない。

○勝浦市はいままで、多世代同居、隣近所で助け合うという風土があったが、それが

減ってきている。

○できれば最後まで自宅で過ごしたい。最後まで安心して暮らせるまちづくりを。今はま

だそれが実現できていない。

○なんでもかんでも行政がやることは難しいので、市民との役割分担が必要。市民の理

解が不足している。現実的な計画とするための前提として。

※黒字は事前意見、青字は事前意見に対するワーク時のコメントや補足意見、赤字はワーク時の新規追加意見です。
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ワーク②「保健・医療・福祉分野」の勝浦市の問題点

勝浦市の問題点

Aグループ

※黒字は事前意見、青字は事前意見に対するワーク時のコメントや補足意見、赤字はワーク時の新規追加意見です。

こうもりが家に入ってきたので警察に対処をお願いしたら、市役所に言ってくれ
と言われた。そこで市役所に相談したら、警察に言ってくれと言われた。たらい
まわしにされた。連携がとれていない。

情報の伝達がどの分野においても弱い。

古くからいる方と、引っ越してきた方とで考え方にずれがある。自分は引っ越し
てきた側だが、地元の方に提案を否定されることがある。
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★ 高齢者の移動手段が不足

交通弱者への配慮

★ 年金での入居可能な老人ホームが200人待ち

高齢者施設が少なく、在宅介護ヘルパーも不足

独居高齢者の衣食住ケアが不十分

★ 高齢者支援ボランティア・イベント・関連情報の不足

★ 自助・共助の仕組み充実（地域単位デイサービスなど）

幼児保育が不充実

★ 子どもの教育環境が不充実（進学や塾）

★ 子どもが少ない⇒子ども同士の交流機会不足

検診数が少ない／検診状況のデータ化の後れ

★★ 未病への取組の後れ

★ 財政不足のなか医療・介護への対応予算拡大

地域に即したコミュニティーが少ない

自治会など役員負担大きい

市民の自主的取組や連携不足

多様性の観点乏しい

★

山側に公園がない。山間部の自然を活かした公園を整備することで、子ども
がのびのびと遊べる環境を提供してあげたい。

ワーク②「保健・医療・福祉分野」の勝浦市の問題点

勝浦市の問題点

高齢者福祉

移動手段

子育て

健康づくり

市民・

コミュニティ-

行財政

Bグループ

○高齢者が安心して生活できる環境を整えておきたい。

○高齢者同士の交流機会がもてる場として施設を充実させたい。

○

○未病への取組を進めることで、医療介護分野で想定される財政負担の拡大スピードを

抑制したい。削減できた医療介護予算を別の分野につぎ込むことでまちづくりの可能性が

広がる。

○行政サービスではまかないきれない高齢者福祉を充実させるためにはボランティアの力

が必要。ボランティアが機能するために関連情報の充実が期待される。

○子どもの成長過程に重要な子ども同士の交流の機会が少ない。子供会も以前に比べて

減少している。

※黒字は事前意見、青字は事前意見に対するワーク時のコメントや補足意見、赤字はワーク時の新規追加意見です。
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地域の支え合い体制の構築／多様性社会の進化

行政・各地区・市民
市民ボランティアや様々な主体（武道大生、事業者）が連携し、地域における「共助」の仕組みを
充実する

市民 高齢者と子どもが接する機会の創出

行政・NPO・寺社・市民 子ども、障害者、高齢者、要介護者など多様な人が会するコミュニティーの創出

ワーク③「保健・医療・福祉分野」の勝浦市で取り組むべきこと

取組目的 誰が どのような取組

武道大生の定着ビジネスモデルとしてリハビリ、スポーツの普及指導を行うNPO設立／アルバ
イト・就職のマッチングをアプリで行う仕掛けづくり

移動困難者の生活支援（買い物・通院）

行政・事業者
移動スーパーの定期運行に加え、他の日常サービスも出前提供を充実する。
　生活に不安を感じている人が多いので、安心につながる。

行政・IT事業者・運送事業者 注文アプリによる注文・配送・決済手続きシステム／ドローン活用のデリバリー

旅客事業者

在宅介護ヘルパーの不足解消と武道大生の地元定着

行政・武道大 武道大卒業生に介護ヘルパーの職をマッチング（スポーツトレーナーとヘルパーの親和性）

行政・武道大・IT企業・市民

JR、小湊バス等と連携したMaas導入

子育て支援・子育て世帯の移住促進 行政
子育て世帯への経済支援／学校給食費無料化、大多喜町は無料なので、勝浦市でも実施し、
PRにつなげる。月に子供１人６０００円程度。また、家族限定で使える食事券を配ってはどうか。
これも訴求力がある。

市民の健康づくり促進

武道大・市民

旧清海小や旧郁文小などの廃校を活用し、武道大生の指導によるトレーニングを行う。海岸沿
いの小学校は景色がきれいであることを活かし、観光を含めて活用する。夜はおいしいものを食
べてもらう。雇用が生まれるので学生の定住にもつながる。、教室では宿泊、体育館では健康づ
くりなど、それぞれの場所ごとに活用できるとよい。

行政・医療機関・事業者 スマートウォッチ等による体のデータ管理による健康長寿実現

国・自治体・病院・IT企業 国保・健保・共済の連携による健康管理システムの共通管理体制整備

障害者が活躍するまちづくり エスプール社 農業ハウス区画を事業者に販売し、当該事業者が障害者雇用枠で雇用し農業を営む

高齢者のデジタル活用支援／高齢者の見守り 行政・事業者・郵便局等 寄り添いロボットが高齢者のデジタル機器活用をサポートし、行政や郵便局と連携した見守りも

きめ細やかな生活支援（生活環境の向上）、生きがいづく
り

行政

行政で、ちょっとしたニーズにこたえる事業者を育てるプログラムをつくる。ちょっとお買い物に
行ってあげるとか、網戸をなおす、ベビーシッターなど。問題点でぼったくりの事例を挙げたが、
行政のお墨付きがあると安心できる。明確なルールを市が定めて、教育して、認定する。個人も
サービス提供側になれるよう、勝浦市の方で教育して、認定する。

通勤者等の子育て環境の充実 保育事業者 集中して集めて夜間・休日保育。いっぱい集まった方が社会性も身につく。

きめ細やかな生活支援（生活環境の向上）、生きがいづく
り、学生のアルバイト確保

民間事業者、NPO
いろいろな分野で（観光とか商業も含めて）、できる人、やりたい人の情報をマッチングとコーディ
ネートさせる仕組みづくりをする。ニッチな需要にきめ細かく応えられるように。地元商店街など
事業者の方による情報発信も重要。

Aグループ

※黒字は事前意見、青字は事前意見に対するワーク時のコメントや補足意見、赤字はワーク時の新規追加意見です。
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地域の支え合い体制の構築／多様性社会の
進化

行政・各地区・市民 市民ボランティアや様々な主体が連携し、地域における「共助」の仕組みを充実する

市民 高齢者と子どもが接する機会の創出

行政・NPO・寺社・市民
子ども、障害者、高齢者、要介護者など多様な人が会するコミュニティーの創出　朝市と連携でき
ないか
　　（石川県「佛子園」のモデル、カブーレ輪島⇒施設の充実、各年代の人が集まる）

ワーク③「保健・医療・福祉分野」の勝浦市で取り組むべきこと

取組目的 誰が どのような取組

武道大生の定着ビジネスモデルとしてリハビリ、スポーツの普及指導を行うNPO設立／アルバイ
ト・就職のマッチングをアプリで行う仕掛けづくり
　　現実的なビジネスモデルを示してあげないと卒業後の定着につながらない

移動困難者の生活支援（買い物・通院）

行政・事業者
移動スーパーの定期運行に加え、他の日常サービスも出前提供を充実する
【勝浦市から】移動スーパー事業は開始している。買い物に不便な地域を重点的にカバーしようと
考えてくれる事業者を行政が支援していきたい

行政・IT事業者・運送事業者 注文アプリによる注文・配送・決済手続きシステム／ドローン活用のデリバリー

旅客事業者

在宅介護ヘルパーの不足解消と武道大生の
地元定着

行政・武道大
武道大卒業生に介護ヘルパーの職をマッチング（スポーツトレーナーとヘルパーの親和性）
　　武道大生に地元への愛着を育んでもらい、定住につながるきっかけにもなる

行政・武道大・IT企業・市民

JR、小湊バス等と連携したMaas導入

子育て支援・子育て世帯の移住促進 行政 子育て世帯への経済支援／学校給食費無料化

市民の健康づくり促進

武道大・市民 旧清海小にて武道大生の指導によるトレーニング

行政・医療機関・事業者
スマートウォッチ等による体のデータ管理による健康長寿実現（企業との協力）
　IT技術を活用した健康データ管理による未病への取組強化

国・自治体・病院・IT企業 国保・健保・共済の連携による健康管理システムの共通管理体制整備

障害者が活躍するまちづくり エスプール社 農業ハウス区画を事業者に販売し、当該事業者が障害者雇用枠で雇用し農業を営む

高齢者のデジタル活用支援／高齢者の見守
り

行政・事業者・郵便局等
寄り添いロボットが高齢者のデジタル機器活用をサポートし、行政や郵便局と連携した見守りも
　寄り添いロボット：AIの活用による認知症の早期発見、独り暮らし高齢者の話し相手
　郵便局：コンビニ同様に地域のインフラ、コンビニと違い商圏と関係なく立地し網羅性がある

健康づくり・介護への武道大生の参加促進 行政・武道大・商店事業者 朝市への「武道大」枠での参加／商店街と連携した地域社会との関り強化

健康寿命延伸 お寺・武道大 ヘルシーテンプルのストレッチトレーナーを武道大生に担ってもらう

介護負担の軽減 行政・事業者・寺社等 健康づくり、未病への取組充実

Bグループ

※黒字は事前意見、青字は事前意見に対するワーク時のコメントや補足意見、赤字はワーク時の新規追加意見です。
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津波被害を受けにくい標高の高い土地が多い。

避難場所として使える広いキャンプ場がある。

地区ごとの有線放送が整っている。

町内会等の自治組織が残存。地域ぐるみで生活環境の改善や
防犯・防災活動に取り組める。

街がコンパクトで治安がよい。

車で1時間で横浜に行ける。

高速バスで東京に通勤できる。

ごみの収集が整備されている。

町内会がよく組織され海岸の清掃が行われている。

関東有数のリアス式海岸が続く景勝地。

里海・里山の原風景が残っている。

住みやすい気候（夏涼しく、冬暖かい）。

穏やかで良好な自然環境に恵まれ自然と共生した生活をおくれる。

起伏に富んだ地形。

サーファーに人気の波。

天体観測できる環境。

東京湾とは違う海の美しさ。

山の緑、海の青・白、複雑な海岸地形が美しい、癒し。

山沿いでは赤土が多い。

勝浦市の強み 勝浦市の強み

ワーク①「生活環境・自然環境分野」の勝浦市の強みAグループ

防災

防犯

交通

清潔なまち

自然環境

○海抜20メートル以上の高台、丘が多い。

○都市計画は海岸沿いの狭い地域に集中しているのが現状。山を生かす都市計画、自然環境と共存で

きるような都市計画を。

○子供に対する注意喚起がいい。「これから下校します」という放送がされている。防犯も兼ねていると思

われるが、良い取り組みだと思われる。ただし、放送の音が聞きづらい。

○勝浦は漁業が盛ん。カツオが食べているのはイワシ。イワシが食べているのは動物性プランクトン。動

物性プランクトンは植物性プランクトンを食べる。植物性プランクトンは、窒素などの栄養素。海の豊かさ

は、川からきている。貝類のカキとかは河口にある。栄養素は鉄分。山の中の栄養が川から海に運ばれ

る。この鉄分があるかで、植物性プランクトンの数が大きく変わる。海の生物の多くは、陸地近くの水深の

浅い場所に集まる。海を富ませるのに、赤土があることは、恵まれている。

○沖縄では問題になっていて、農地に台風時期に流れ込む。赤土には鉄分よりもアルミの方が多い。腐

葉土が重要。山をいかに壊さないことかが重要。

○河口はいすみ市にあって、勝浦市には流れていない。勝浦の海に流れている川は短い。別次元の取り

組みが必要か。

○いすみ市では、里海、里山を守るという取り組みが前から行われている。環境を守るためには、生活排

水の問題なども重要。私たちが守るという考えをもつことが重要。勝浦をどうしていくかという、基本的な

問題にかかわってくる。

○地形が大きな背景だと思われる。

○植物の力を使って、地下に浸透させることが重要。赤土が表土から流出するのを止めるのも、植物の

力。山全体の環境を良くしていければ。

○生態系を学べる場が身近にあるのが、勝浦の強みといえる。地元の人間も学んでいければ。

○東日本大震災の被災地で、カキ養殖をやっていらっしゃる方、山を守ることは、海を守ることにつながる

という考え方。勝浦もそのようにしていければ。

※黒字は事前意見、青字は事前意見に対するワーク時のコメントや補足意見、赤字はワーク時の新規追加意見です。
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勝浦市の強み 勝浦市の強み

ワーク①「生活環境・自然環境分野」の勝浦市の強みAグループ

※黒字は事前意見、青字は事前意見に対するワーク時のコメントや補足意見、赤字はワーク時の新規追加意見です。

浦々に港やビーチがある。

ホタルやウミガメが生存する環境。

野生の獣がいる（キョン、いのしし、鹿）。

海の幸、山の幸など豊富な食材に恵まれ、おいしい料理屋がある。

釣りが楽しめる。

100Mｗを超えるソーラー発電。

・環境資源のマリンアクティビティと、漁港との共存が必要である。しかし、漁港は水産庁
管轄で、その利用は漁師に限られている。すると、観光関係の人がアクセスできない。
・１０月３０日に勝浦のキンメフォーラムの開催を予定しているが、ここで、観光協会にも協
賛してもらっている。商工会議所にもお願いしている。鴨川市では、鴨川市と鴨川漁協と
第三セクターにより漁港の観光での活用を進めている。勝浦市でも市が仲介して進めても
らえないか。
・キンメフォーラムは、漁協が協賛し、１６船団が参加している。市長も乗り気である。プロ
グラムは子供もわかるように工夫し、キンメ汁もでる。一般参加もできる。勝浦が日本一と
いうのを、もっと知ってほしいという取組である。
・勝浦は漁場の保護をしっかりやっているので、それで資源が維持されている面がある
が、それが閉鎖性につながっている側面もある。啓発も大事。
・勝浦市では、日本の中でも最先端の資源保護・管理をやっている。それをもっと広報、啓
発して、後継者確保につなげられれば。

・JRと勝浦の漁協とコラボレーションして、勝浦の魚を運んでは、という話が出たが、漁協
との連携に至らず、JRはほかの地域（銚子）とやってしまった。漁協ももっとオープンにな
る必要がある。
・漁協も２つ組合があって、どこまで一本化していけるのかが分からない。行政の方でも仲
介に入ってもらえれば。
・朝市も組織がいくつかある。内部でバラバラになっているせいで、新しいことがしにくく
なっている。なお、３０日に、浅草の商店街に呼ばれて出店予定。
・漁協は合併に向けて話を進めているが、進捗していない。朝市の方は、少しずつ変わっ
てきている。
・地元の方が、ここにある魅力をもっと知ってくれれば。透明な水と白いビーチは希少。地
元の方ももっと知ってくれれば。地元の人よりも、案外外の人の方が知っていたりする。

・勝浦に住んでいるもともとの人間が、その魅力を知らないというのも問題。勝浦は気候に
恵まれていて、危機感がない。同じ千葉県でも、南房総や銚子は危機感があるが、勝浦
市は希薄。地元民が勝浦市を楽しんで、それを外に発信していければ。磯だといっぱい遊
べる。山も高くないので、子供も遊べる山がある。

○ホタルはコロナが始まる前は、観察会が行われていた。山の中には残っている。子供のころは町中に

もいた

○ウミガメは、海中公園、興津のビーチなどで保護されている。産卵が確認されたのは鵜原と中央。

○ホタルは、家の周りの川にもいる。今年、５０～１００匹もみられた。生息域が狭まっている。

○ホタルの保全活動が行われている。東京の知人が平田のホタルをみて感動し、特に子供はみるのが

初めてで喜んでいた。保全するに値する。

○ホタルは環境保全においてシンボル的で共感を呼びやすい。繊細な生き物を残していくためには、山

全体をどうするか、生態系全体がかかわってくる。その生態系全体を守るという視点が大事ではないか。

入り口をホタルのようなシンボルから入りやすくして。

○市内の津々浦々の景観がよく、港があるといった強みがあるが、その強みとなる場所が知られておら

ず、アクセスもしにくいという問題がある。津々浦々に何があるかがわからないと、交通アクセスをよくして

もダメだろう。

○害獣であるが、ジビエとしてあちこちで利用され始めている。逆に強みとして生かしていく。
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津波被害を受けにくい標高の高い土地が多い。

避難場所として使える広いキャンプ場がある。

２次的避難でお寺が活用されていた。
地区によって被害違うので地域間で補う仕組みがあるといい。

高い山がないので大雨になりにくい。大きな川がない。

行政の関わりがなくても、自主防災組織だけで避難所の運営ができている。

地区ごとの有線放送が整っている。子供への注意喚起がいい。

町内会等の自治組織が残存。地域ぐるみで生活環境の改善や
防犯・防災活動に取り組める。

街がコンパクトで治安がよい。

警察の対応が早い。パトロールがしっかりしていることも犯罪を抑制。

車で1時間で横浜に行ける。

高速バスで東京に通勤できる。

ごみの収集が整備されている。

町内会がよく組織され海岸の清掃が行われている。

関東有数のリアス式海岸が続く景勝地。

里海・里山の原風景が残っている。

住みやすい気候（夏涼しく、冬暖かい）。

穏やかで良好な自然環境に恵まれ自然と共生した生活をおくれる。

起伏に富んだ地形。

サーファーに人気の波。

天体観測できる環境。

東京湾とは違う海の美しさ。

山の緑、海の青・白、複雑な海岸地形が美しい、癒し。

山沿いでは赤土が多い。

浦々に港やビーチがある。

ホタルやウミガメが生存する環境。

野生の獣がいる（キョン、いのしし、鹿）。

海の幸、山の幸など豊富な食材に恵まれ、おいしい料理屋がある。

釣りが楽しめる。

勝浦市の強み

ワーク①「生活環境・自然環境分野」の勝浦市の強みBグループ

防災

防犯

交通

清潔なまち

自然環境

※黒字は事前意見、青字は事前意見に対するワーク時のコメントや補足意見、赤字はワーク時の新規追加意見です。

○近所とのつながりがあり、周囲の目配りが効いている

○近東地区のような満員電車に乗ることなく、快適に、かつ時間的にも近東地区に

そん色なく都心に通勤できる。

○市内の住民に関してはごみ捨てマナーに改善がみられる。

○湘南からサーファーくるほど魅力高い。市民にこの認識を広めたい。

○まい泉よりおいしいひれかつを食べられる店もある

17/49



勝浦市の強み

ワーク①「生活環境・自然環境分野」の勝浦市の強みBグループ

※黒字は事前意見、青字は事前意見に対するワーク時のコメントや補足意見、赤字はワーク時の新規追加意見です。

100Mｗを超えるソーラー発電。

環境問題は人の幸せに直結する最重要課題。温暖化の抑制、海面上昇への
対応が必要。

リアス式海岸が続き、関東の海で一番景観がいい

人工でない自然の中で仕事すると生産性が向上

○「NATURE FIX」という本に自然が脳に与える好影響について書かれている。仕事

の生産性向上は科学的な裏付けがある。
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千葉東方沖地震による津波で勝浦市死者2100名と千葉県シミュレーション。

ハザードマップ地域住民が多く、避難出来たとしても財産を失う恐れあり。

東日本震災で地盤歪が増加しリスク拡大。住いを高台に移す等の政策必要。

災害時の避難所の周知。

海岸沿い平地の津波・高潮対策　施設、住宅、生活の充実。

海岸沿いは急傾斜が多く、温暖化により降水量・大雨の頻度が増えて危険度高い。

手厚い要支援者対策　高齢者、障害者に対する災害時の支援対策。

空き家が目立ち、治安に不安を感じることがある。

市街地にも空き家がふえてきて寂れた印象。

年々空き家が増え動物の住み家となっており、環境衛生に悪く、暴風時危険。

高速道路までのアクセスが悪い。

高速バスで通える先の会社を斡旋したい（交通費支給可能会社）。

路線バスの統廃合により買い物難民化。

交通基盤がぜい弱。

道路幅が狭く、歩道の整備がされていない箇所も少なくない。

歩道用のトンネルを一人で通るには怖さを感じる。

釣り客、レジャー客等による海上、海岸への不法投棄が多い。

食品廃棄物、魚や獣の内臓等の廃棄物を減らすこと。

海にゴミを平気で捨てる行為。移住者が注意しても家庭ゴミを捨て続けたり、
釣り人が吸い殻や釣り糸などを捨てている。
家庭の燃えるゴミの約7割は有機ゴミ。
これらがコンポストとして再利用されれば焼却の経費が削減される。

３Rへの積極的取組や生活ごみ等の資源化などごみ０を目指す意識が希薄。

下水管理が前時代的（海水の水質調査の厳密化）。

沿岸の村では下水道が未整備で、生活排水は川に垂れ流しの地区が多い。

沿岸水、流入河川の水質検査が行われているのか疑問。

水道料金が高い。

山が荒れてしまい野生動物が急増している。

杉や檜などの植林を続けている。

道路や里山が荒れて街の景観を損ね自然を享受できない。

道路脇の整備不足、樹木・雑草の管理。ゴミもよく目につく。

ワーク②「生活環境・自然環境分野」の勝浦市の問題点

勝浦市の問題点

Aグループ

防災

空き家

防犯

交通・

道路

ごみ

水

景観

○コンパクトシティなどの都市計画を考えるときに、今いる住民の住む場所を変えること

は難しい。

○一番心配なのは強靭なまちづくり。持続可能性の高いまちづくりはどうすれば良いのか。

千葉東北沖地震が予測されており、御宿と勝浦で、千葉県の被害の半分を占めている。

○２０～３０年スパンで。住民を高台に移動させるという都市計画も重要になってくるので

はないか。移住者に、海沿いは景色もいいが、リスクも理解してもらって住んでもらう必要

があるのでは。長い時間をかけて、まちが変わってくるはずである。移転したあとの跡地

をどうするかは、みんなで知恵を出し合って行く必要がある。こうした都市計画の議論が

重要。

○自身の寺は津波避難所になっている。市役所職員もきて避難所訓練をしている。災害

が起きた時、いいことも悪いことも、市役所に集中する。防災については、市も覚悟が必

要である。そのために一番良いのは、被災地の経験を知ることである。高台への移転も、

うまくいっているケースを視察して、現場の人の話を聞いてはどうか。勝浦市の強みで高

台が多いということが出ているので、それを生かしていければ。宮城の女川などうまくいっ

た事例を視察してはどうか。

○自分が勝浦市へ移住するときも、防災面は気にした。安い家は、崖の下にあったりした。

何年か前に、がけ崩れ防止条例ができたが、啓発も必要。移住してくる人に危険な場所

を知らせる必要ある。

○世代が変わるタイミングも活用して、長い時間をかけて移転をやっていくことが必要で

ある。東日本大震災の釜石では、安全な地帯を作ったが、３分の１しか戻ってこなかった。

いつ津波がくるかは分からないが、３０年かけてでもやるべきでは。

○環境を最重点にしたまちづくり（グリーンスマートシティ）が、勝浦市にフィットするのでは

ないか。洋上海上風力も可能性。食料は自給自足で循環、エネルギーもメガソーラーで

対応、といったことが可能ではないか。２０３０年からはFIT制度がなくなり、メガソーラーが

荒廃してしまうおそれもある。エネルギー、食、レジリエンスは大きな課題。これらを前面

に押し出せば、移住者に訴えるコンセプトが作りやすいのでは。

○電力の自給自足の重要性は、近年の台風被害でも実感した。

※黒字は事前意見、青字は事前意見に対するワーク時のコメントや補足意見、赤字はワーク時の新規追加意見です。
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ワーク②「生活環境・自然環境分野」の勝浦市の問題点

勝浦市の問題点

Aグループ

※黒字は事前意見、青字は事前意見に対するワーク時のコメントや補足意見、赤字はワーク時の新規追加意見です。

街並みが昭和的で魅力がない。

公園があまり利用されずに、荒れている印象。

海水温度上昇により海の生態系が変わってしまうことへの対応。

観光資源の宣伝不足。

観光資源となり得る魚市場で水揚げや競りを見学できない。

浦々の里海にはこれといった施設がなく、休憩も取れない。

FIT買取制度でメガソーラーは成立している。2030年以降FIT廃止。

自然エネルギーを地域に供給されていない。

太陽光発電設備の設置ルールが条例ではなく要綱になっている。

各種インフラ施設の老朽化。

漁港が砂で埋まり、使用されていないところがある（守谷漁港）。

地方都市の持続性について長期的視点で計画に反映出来てない。

有線放送が整っているが、市役所からの放送が聞き取りにくい。

ラジオの電波が弱く、受信に支障をきたしている。

国が進める骨太方針にリンクさせること
（グリーン、DX、地方創生、少子化対策）。

景観

その

他
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千葉東方沖地震による津波で勝浦市死者2100名と千葉県シュミレーション。

ハザードマップ地域住民が多く、避難出来たとしても財産を失う恐れあり。

東日本震災で地盤歪が増加しリスク拡大。住いを高台に移す等の政策必要。

災害時の避難所の周知。

海岸沿い平地の津波・高潮対策　施設、住宅、生活の充実。

海岸沿いは急傾斜が多く、温暖化により降水量・大雨の頻度が増えて危険度高い。

手厚い要支援者対策　高齢者、障害者に対する災害時の支援対策。

風が強い　⇒家が傷み、災害につながりやすくなる。

空き家が目立ち、治安に不安を感じることがある。

市街地にも空き家がふえてきて寂れた印象。

年々空き家が増え動物の住み家となっており、環境衛生に悪く、暴風時危険。

お寺が持っている情報を空き家活用につなげられないか？

介護士の情報⇒空き家の再利用に

高速道路までのアクセスが悪い。

高速バスで通える先の会社を斡旋したい（交通費支給可能会社）。

路線バスの統廃合により買い物難民化。

交通基盤がぜい弱。

道路幅が狭く、歩道の整備がされていない箇所も少なくない。

歩道用のトンネルを一人で通るには怖さを感じる。

釣り客、レジャー客等による海上、海岸への不法投棄が多い。

食品廃棄物、魚や獣の内臓等の廃棄物を減らすこと。

海にゴミを平気で捨てる行為。移住者が注意しても家庭ゴミを捨て続けたり、
釣り人が吸い殻や釣り糸などを捨てている。
家庭の燃えるゴミの約7割は有機ゴミ。
これらがコンポストとして再利用されれば焼却の経費が削減される。

３Rへの積極的取組や生活ごみ等の資源化などごみ０を目指す意識が希薄。

下水管理が前時代的（海水の水質調査の厳密化）。

沿岸の村では下水道が未整備で、生活排水は川に垂れ流しの地区が多い。

沿岸水、流入河川の水質検査が行われているのか疑問。

水道料金が高い。

ワーク②「生活環境・自然環境分野」の勝浦市の問題点

勝浦市の問題点

Bグループ

防災

空き家

防犯

交通・

道路

ごみ

水

○古い家屋が壊されずに放置されている。

○空き家が景観の悪化につながっている。

○地域によっては1割ぐらいが空き家。10年後には半数近くが空き家になっている可

能性がある。

○猫などの飼っていた動物を空き家に捨てていく人がいる。

○高齢者で足の状態がよくない人にとっては、バスの乗り降りの段差が怖いため、

引きこもりがちになってしまう。

○今年度から民間事業者の協力を得て、移動販売サービスの提供を開始している。

ニーズが見込まれれば継続する可能性が高まるので積極的に利用いただきたい。

（勝浦市）

※黒字は事前意見、青字は事前意見に対するワーク時のコメントや補足意見、赤字はワーク時の新規追加意見です。

○浄化槽の完備が必要。その費用負担もあることは都会からの移住者にとっては驚

き。
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ワーク②「生活環境・自然環境分野」の勝浦市の問題点

勝浦市の問題点

Bグループ

※黒字は事前意見、青字は事前意見に対するワーク時のコメントや補足意見、赤字はワーク時の新規追加意見です。

山が荒れてしまい野生動物が急増している。

杉や檜などの植林を続けている。

道路や里山が荒れて街の景観を損ね自然を享受できない。

道路脇の整備不足、樹木・雑草の管理。ゴミもよく目につく。

街並みが昭和的で魅力がない。

公園があまり利用されずに、荒れている印象。

海水温度上昇により海の生態系が変わってしまうことへの対応。

観光資源の宣伝不足。

観光資源となり得る魚市場で水揚げや競りを見学できない。

浦々の里海にはこれといった施設がなく、休憩も取れない。

FIT買取制度でメガソーラーは成立している。2030年以降FIT廃止。

自然エネルギーを地域に供給されていない。

太陽光発電設備の設置ルールが条例ではなく要綱になっている。

各種インフラ施設の老朽化。

漁港が砂で埋まり、使用されていないところがある（守谷漁港）。

地方都市の持続性について長期的視点で計画に反映出来てない。

有線放送が整っているが、市役所からの放送が聞き取りにくい。

ラジオの電波が弱く、受信に支障をきたしている。

国が進める骨太方針にリンクさせること
（グリーン、DX、地方創生、少子化対策）。

景観

その

他
○通常時の生活が不便なことに加え、災害時に受信できないことは危険。

○豊かな自然を有していながら、どのように活用していくかという視点が十分でない。

活用方向性を定め、効果的なＰＲなど戦略的に行っていくことが必要。
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津波対策

・代替地の確保や空家活用により、ハザードマップの住まいを30年（一世代）かけて高台にあげる政策。
・ハザードマップ地域では、自転車、高齢者低速移動車など低速度のモビリティーが使えるように道路を拡幅。
・公園や商業施設などリスク対応型の建築のみハザード地区対象としてゆく。
・ハザード地域住民と高台地域住民との間で、短期の避難契約を結び生活復帰までの対応を可能とする。

山の管理
千葉県内で台風の甚大な被害がありました。その際ライフライン復旧の妨げになったのが、山の不在地主や土地所有者の問題があったと聞きます。
災害時においては緊急処置としてライフライン復旧の為や荒山整備のために特例を作る等の法整備

災害時避難所の周知 災害避難訓練をしていますが、そのエリアの避難所はどこであるかをもっと市民に知らせる。又、避難所に備蓄する物資を整備する。

防災
高齢化が進む一方、台風等の災害が激甚化していることから、激甚災害時には、自主避難を促すだけでなく、バスを活用するなどのプッシュ型避難
についても検討が必要

要支援者に対する共助の推進
・高齢者、障害者等行動を自由にできない人に対し日常生活、災害時のプロセスの作成（5W1Hの手法で具体的に）
・災害等避難が必要な場合の誘導支援

計画的土地利用の推進

・津波、地球温暖化による海面の上昇および将来の勝浦市のあるべき姿を基に土地利用計画を推進する。
・平地の少ない海岸街の有効利用として生活基盤は高台に経済基盤平地として考える。
・大災害で半島が寸断されることが想定される。生活基盤の物資、災害復旧、復興のための機材は海上輸送に頼らざるを得ないため、耐震岸壁の新
設を考えていく。
【参考】　1.房総半島太平洋岸の耐震岸壁は館山港、名洗港の２港である。その約中間点に勝浦市がある。　2.通常は漁船、船舶を接岸し、水揚げ・
貨物の積み卸しが可能。　3.漁獲高の増、冷凍貨物および一般貨物の積み卸し可能となり、物流が発生し経済効果がある。

高速バスで通える会社を探す 勝浦の人が東京に通える会社、またはテレワークで東京・横浜から週末勝浦で働ける人をみつける
山の自然保全、健康増進、観光入込
増加

マウンテンバイクコースの林道や駐車スペースの整備を進め、山が荒れるのを防ぎながら市民の健康増進と観光入込増加を図る。

ゴミ削減／清掃活動の推進

・自主的なゴミ拾い活動には無償でゴミ袋と捨て場を各地域で提供し、そのような仕組みがあることを回覧板等で伝達。
・新規の清掃活動ボランティアを支援。
・釣り場でのゴミ持ち帰り推進のため看板設置や、できればゴミ箱も。
・コンポスト推進で家庭の生ゴミ削減。

リサイクル推進
・リサイクル可能なゴミの回収場所を増やすため、市民が行きそうな場所（例. 郵便局、キュステ）に回収箱を置く。
・ゴミの分別方法案内や、焼却場での年毎量推移を開示することで、市民が削減を意識するよう発信する。

生活環境の美化 小中学校における３Rの授業と実践。大学における、入学時の生活ごみ等に関する情報提供や生活環境美化活動への取組の促進。

生活環境の美化 チャット等を活用した「生活環境改善何でも相談窓口」設置。（ごみの分別やリサイクルの方策等）

有機ゴミのリサイクル活用 有機ゴミの集荷システムの構築および集荷容器の配布、堆肥生産施設の建設、堆肥の配布システムを構築する

ゴミの不法投棄に対する環境悪化防
止

・現行の環境に関する条例を見直し、不法投棄、市民の士気の高揚を図る等実効性のあるものを制定し進める。
・勝浦市を環境宣言の街としてアピールしていく。
・ボランティアによる監視の強化、市民のゴミ投棄に対する士気の高揚を図る。
・釣り、レジャー客の海、海岸等に不法投棄が多いことより注意喚起を行う

ワーク③「生活環境・自然環境分野」の勝浦市で取り組むべきこと

取組目的 どのような取組

Aグループ

防
災

交
通

ご
み
・リ
サ
イ
ク
ル

※黒字は事前意見、青字は事前意見に対するワーク時のコメントや補足意見、赤字はワーク時の新規追加意見です。
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ワーク③「生活環境・自然環境分野」の勝浦市で取り組むべきこと

取組目的 どのような取組

Aグループ

※黒字は事前意見、青字は事前意見に対するワーク時のコメントや補足意見、赤字はワーク時の新規追加意見です。

廃棄物を少なく
・食品や生活用品は、入れ物をリユース型に変更しプラスティック製容器は廃止とする。
・買物の為に各家庭用自動車を利用するのではなく地域へは1台の車両でデリバリーする（買い物代行）。又はアプリで相乗り買物行でガソリン消費
を減らしCO2排出を減らしてゆく。実験都市のイメージです。

食・エネルギーの循環型自給自足

・食料については地域内自給モデルを創り地域内経済循環を目指す。
・再生エネルギー（太陽光・風力・海流・バイオ）で地域内エネルギーの自給自足を行う
・レジリエンス型地方社会モデルの実証地域として持続可能な社会を創生してゆく。

・勝浦は、木更津市の石炭火力で電力を賄っている。勝浦市内のメガソーラーで発電されている電力は、変電所に送られている。しかしこれでは、途
中の災害で途中の電柱とかが倒れると電力供給が途絶えてしまう。市内のメガソーラーで、勝浦市の個人住宅は賄える。洋上風力、海流などのも含
めて活用して、地元の電力を地元でまかなえるようになれば、レジリエンスなまちづくりにもつながる。
・デンマークは、５６０万人くらいの人口だが、幸福度が高い。理由は、上のようなこと（環境、強靭化）を国民が追求したところにある。勝浦市でも、そ
ういう方向性を出すのは面白いのでは。
・幸福度を増すためには、教育、医療が重要。税金が高い代わりに、これらを無料にするという施策がされている。会社・経済中心の考え方から、ライ
フスタイル中心の生活への転換を。そのためには、企業、市民、行政、みんなが同じ方向を向く必要がある。行政にやって、ではなく、自分たちが想像
してやる、という意識が必要。

勝浦の持続性を維持するため
再生エネルギー自給自足（選出）、地域コミュニティーの充実、労働生産性から資源生産性を上げる取組、域内交通機関の充実などがあります。この
ような観点で議論をしてゆくことが大切かと思います。

CO2排出量を減らすため
海流発電や、風力発電、マイクロ水量発電、バイオ発電など勝浦市には再生エネルギーの可能性は多くある。その大きなリソースを県、国と一緒に
なって取り組む必要があると考えます。

海面温度の上昇に備えて 魚種、生態系への影響は大きく受けることになると思われます。海水温度の上昇に伴いサンゴや魚貝など養殖の必要性を感じます。

ハワイのハナウマベイのようにする
環境保全研修を受けてから、人数制限での海水浴エリア・サーフエリアの開放（有料・年間パス）。ゴミを置いていくのがカッコいいと思っている方が大
勢いる、海・山を保全しなくてはいけない教養を与える。キャンプ場は有料で管理者がいるからクリーンに保たれている、税収を上げ海も綺麗になり相
乗効果に繋がる

自然環境の保全 自然環境を活用した遊びや文化等の伝承

勝浦市の自然をより良くする為に

・植林の補助金の事業をやめる
・スギ、ヒノキの植林は、デメリットが目につく。あまり利用されておらず、今後も利用度が不透明なのに、スギやヒノキの植林がまだ続けられている。
間伐などの管理はした方が良いが、植林まですると、逆に自然環境に悪影響が多いのではないか。山の保水能力は植物の根に頼っているが、スギ
の根は水が地下に浸透せず、表土を流すことになってしまう。放っといてでも、自然木を増やしてくれれば、山林の涵養能力が上がる。
・太陽光発電設備の設置を要綱ではなく条例にする
・ソーラーパネルを設置するために山を切り崩したり盛り土をすると、強みである起伏がなくなってしまう。平らな土地では植物や野菜を育てるのは難
しい（だから畑にうねを作る）。植物は根から酸素を吸収するところ、こうした起伏のある地形が重要である。メガソーラーで大きく平らにするのはもっ
たいない。やりすぎな場合に、とめられるルールが必要である。前に条例制定の機運が高まったが、結局要綱扱いとなってしまった。要綱だと強制力
がない。とめるには、条例にするしかない。
・合成洗剤から石鹸へ
・自然環境再生するためのワークショップ実施

沿岸域の自然環境保全・啓蒙活動（観
光PRおよび子供らへの環境教育）

沿岸に流入する河川および漁港内での定期的水質調査（化学分析、細菌検査等）を実施する　　河川内のゴミ収集、子供らによるゴミ捨て防止ポス
ターの作成、等

沿岸水質保全 上記の結果をもとに地区ごとの水質改善計画を作成し、将来の地域浄水場建設を視野に入れた下水システム構築のための基本設計を作成する

環
境
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ワーク③「生活環境・自然環境分野」の勝浦市で取り組むべきこと

取組目的 どのような取組

Aグループ

※黒字は事前意見、青字は事前意見に対するワーク時のコメントや補足意見、赤字はワーク時の新規追加意見です。

街の景観整備
街、特に海沿いの道路脇をきれいにする（例, 花を植える）。そこに立ち寄りたいという観光客が増え、活動を通して人のつながりができ、清潔感のあ
る街並みになることで治安が高まる。街の雰囲気だけで「勝浦にまた来たい」と思えるようになるとベスト。
・海や空の青、白い砂浜などとの調和を考えると、リゾート的な雰囲気になりにくい。館山などそういう雰囲気ある。ここ日本なのかな、という。

勝浦市全体として景観の良さアピール
・勝浦市全体で観光スポット回るようなコースを発信。旅行業者や JR などと協業した宣伝活動も良いかもしれない。
・学生に楽しいスポットをレポートしてもらい、彼らに発信してもらうと、若者の心をひきつけられるかも？

生活環境の美化 身近なところから、植栽や木々の手入れ等を進める。エコポイント等の検討

空き家の活用
・空き家を処理したい市民がどう手続きすれば良いかヘルプするため市や不動産業者が情報提供する。
・使われなくなった公共施設を福祉活動に解放。

空き家の有効活用
コミュニティカフェ、異世代交流、物々交換やフリーマーケット・観光資源等の活用（権利関係の整理を公、運用は民）
・商店会の空き店舗の活用なども、商工会と連携してやっている。

案内所を充実させる 郵便局と連携して行っていく

「自然」にフォーカスした観光／
移住アピール

・他地域ではあまり見られない自然や自然現象にフォーカスした宣伝。例えばウミガメが産卵しに来るというだけで「きれいな海」を見たいという人が
増えるのではないか。ハワイのハナウマ湾のように、生態系を保護しつつもそれを楽しむ仕組みを整えたら素晴らしい。
・移住を検討している人が増えている今、勝浦を選んでもらうための活動が今（！）とても大事。一定年住めば家がもらえるなど、補助金で誘致してい
る土地（奥多摩）もあるが、勝浦の自然の中で精神的・身体的に健康な暮らしをアピールするのが良いと思う。

勝浦の魅力を発信 朝市・海中公園やダイビングなど知られざる勝浦の魅力があります。HPを持っている市民や市内企業にバナーなどを提供して使ってもらう。

道の駅（田舎の駅）をつくる ・漁港の近くに、道の駅のような、田舎の駅を作ってはどうか（地元の魚や野菜が簡単に手にはいる場所）

ウォーターフロントの商業的な施設を
つくる（茨城県の那珂湊を参考に）

・地元の人も利用できる、ウォーターフロントの商業的な施設（漁協と連携）を作ってはどうか。生活環境の面からも。「ここにいて良いなあ」と思えるよ
うなインフラを。
・茨城の那珂湊では、地元と漁業者が連携して、地元民も観光客も使える施設ができている。来た人が地元の魚を食べられる食堂など。こういう話を
漁業関係者にすると、勝浦市の魚はすべて漁協に出すから、地元には出さなくていい、という反応をされる。漁協の意識を変えることも必要。
・朝市の鮮魚の店がもうすぐなくなってしまう。朝ごはんが食べられるような場所がなくなってしまう。後押しするような仕組みが必要。
・勝浦の良いところを、地元の人が認識して楽しめるようにすることが大事。地元の魚を安く手に入れるのが地元でも難しい、ていうのはどうにかなら
ないか。駅や勝浦海中公園で売っている土産物も、来訪客のニーズにあっているか不明。

生活インフラの整備 道路・水道・焼却炉等老朽化した生活インフラの改善

テレワーク移住者を呼込む テレワーク中心型企業（IT系）に勝浦の価値をPR。特に「心の健康」、「知的生産性」「経済性」「従業員の幸せ」などを中心にプロモーションを図る

放送を通して地元についての広報・啓
蒙活動

勝浦ミニFM放送基地の設立（ラジオの代替としても）
・勝浦市はラジオが入りにくい。地元のよいところを紹介するためにも、対話形式の番組をラジオで放送できると良い。木更津市では、地元のローカル
テレビで紹介している。
地場産業の紹介、いいとこ/いいもの発見、職場訪問、市役所の取り組み、各業界や団体、協会等の紹介、学校訪問、各種イベントの紹介、等々につ
いての情報発信の場を作る、また地元のさまざまの課題・問題についての討論や意見交換の場を作る、対話型放送を目指す

地元の自然環境の現状を把握するた
めと将来の発展ポテンシャルを見出す

自然環境を見直すためのResource Map (書き込み型データーベース）を地区ごとに作る、また各村ごとに Resource Map を住民参加で作成し、広く、
住民、市民、観光客と共有する　また子供たちに地元のResource map を作らせる巡回授業を実施する

海だけではなく山からのポテンシャル
を引き出す

山林内の有用植物（資源植物）の発掘、研究所や大学を引退しても研究を続けたい植物研究者やアマチュア植物研究者たちを対象とした
Research-oriented tourism の企画・実施、専門家を呼んだ資源植物開発シンポジウムの開催、等

山へ入れる遊歩道や散策路の整備

・山へ入れる遊歩道や散策路の整備。
・寺の周囲は、多種多様な木を植えて、てっぺんに上ると海の景色が良好。木を植えて、散策路を整備していければ。
・山が荒れているというのは感じている。今の荒れ具合だと入っていくのが怖い。ハイキングコースも女一人で歩くのは怖い。観光によい資源なのに、
使えないのはもったいない。地域の力の活用も。住民一人ひとりの取組をどのように意識づけしていくかが重要。住民一人ひとりの美化活動、ゴミ拾
い、植栽など。
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津波対策

・代替地の確保や空家活用により、ハザードマップの住まいを30年（一世代）かけて高台にあげる政策。
・ハザードマップ地域では、自転車、高齢者低速移動車など低速度のモビリティーが使えるように道路を拡幅。
・公園や商業施設などリスク対応型の建築のみハザード地区対象としてゆく。
・ハザード地域住民と高台地域住民との間で、短期の避難契約を結び生活復帰までの対応を可能とする。

山の管理
千葉県内で台風の甚大な被害がありました。その際ライフライン復旧の妨げになったのが、山の不在地主や土地所有者の問題があったと聞きま
す。災害時においては緊急処置としてライフライン復旧の為や荒山整備のために特例を作る等の法整備

災害時避難所の周知 災害避難訓練をしていますが、そのエリアの避難所はどこであるかをもっと市民に知らせる。又、避難所に備蓄する物資を整備する。

防災
高齢化が進む一方、台風等の災害が激甚化していることから、激甚災害時には、自主避難を促すだけでなく、バスを活用するなどのプッシュ型避
難についても検討が必要

要支援者に対する共助の推進

・高齢者、障害者等行動を自由にできない人に対し日常生活、災害時のプロセスの作成（5W1Hの手法で具体的に）。
・災害等避難が必要な場合の誘導支援。
　　⇒各地区ごとに具体的な行動マニュアルの整備を進めるべき。
　　⇒介護サービス事業者には、訪問時に災害にあったときの対応マニュアルはある。
　　⇒災害時の高齢者と情報弱者への対応が心配。
　　⇒実際の災害時に動けない人に対し自主的に声掛けして対応した。要支援者情報を地域で共有する仕組みづくりが必要。
　　⇒要支援者の名簿は区長がもっているが、活用の仕方を地区ごとに整備しておく必要がある。

計画的土地利用の推進

・津波、地球温暖化による海面の上昇および将来の勝浦市のあるべき姿を基に土地利用計画を推進する。
　　⇒高台への移転は１００年後見据えて、段階的に進めていく。
　　⇒市内の人だけでなく、東京の人が避難してこられる施設を用意することで、施設整備費用の一部を受益者になる都民にも負担してもらう。
・平地の少ない海岸街の有効利用として生活基盤は高台に経済基盤平地として考える。
・大災害で半島が寸断されることが想定される。生活基盤の物資、災害復旧、復興のための機材は海上輸送に頼らざるを得ないため、耐震岸壁の
新設を考えていく。
【参考】　1.房総半島太平洋岸の耐震岸壁は館山港、名洗港の２港である。その約中間点に勝浦市がある。　2.通常は漁船、船舶を接岸し、水揚
げ・貨物の積み卸しが可能。　3.漁獲高の増、冷凍貨物および一般貨物の積み卸し可能となり、物流が発生し経済効果がある。

備蓄 家庭任せにせず、行政による避難所の備蓄や事業者ごとの備蓄を充実させる。必要なものリストが整備してあると事業者として参考になる。

高速バスで通える会社を探す
勝浦の人が東京に通える会社、またはテレワークで東京・横浜から週末勝浦で働ける人をみつける
　　⇒満員電車の苦痛から解放された通勤をPRすることで、都心通勤者の移住を促進。
　　⇒地元の雇用は急には増えないので、まずは東京への通勤交通利便性を向上し、人口流出防止と移住促進を図る。

山の自然保全、健康増進、観光入込
増加

マウンテンバイクコースの林道や駐車スペースの整備を進め、山が荒れるのを防ぎながら市民の健康増進と観光入込増加を図る。
　　⇒JR東日本が自転車と一緒に乗れる車両の運行を既に行っている。こうした事業者と連携し、サイクリング人口を増やすことでまちの活性化を
図りたい。

ワーク③「生活環境・自然環境分野」の勝浦市で取り組むべきこと

取組目的 どのような取組

Bグループ

防
災

交
通

※黒字は事前意見、青字は事前意見に対するワーク時のコメントや補足意見、赤字はワーク時の新規追加意見です。
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ワーク③「生活環境・自然環境分野」の勝浦市で取り組むべきこと

取組目的 どのような取組

Bグループ

※黒字は事前意見、青字は事前意見に対するワーク時のコメントや補足意見、赤字はワーク時の新規追加意見です。

ゴミ削減／清掃活動の推進

・自主的なゴミ拾い活動には無償でゴミ袋と捨て場を各地域で提供し、そのような仕組みがあることを回覧板等で伝達。
・新規の清掃活動ボランティアを支援。
・釣り場でのゴミ持ち帰り推進のため看板設置や、できればゴミ箱も。
・コンポスト推進で家庭の生ゴミ削減。

リサイクル推進
・リサイクル可能なゴミの回収場所を増やすため、市民が行きそうな場所（例. 郵便局、キュステ）に回収箱を置く。
・ゴミの分別方法案内や、焼却場での年毎量推移を開示することで、市民が削減を意識するよう発信する。

生活環境の美化 小中学校における３Rの授業と実践。大学における、入学時の生活ごみ等に関する情報提供や生活環境美化活動への取組の促進。

生活環境の美化 チャット等を活用した「生活環境改善何でも相談窓口」設置。（ごみの分別やリサイクルの方策等）

有機ゴミのリサイクル活用 有機ゴミの集荷システムの構築および集荷容器の配布、堆肥生産施設の建設、堆肥の配布システムを構築する

ゴミの不法投棄に対する環境悪化防
止

・現行の環境に関する条例を見直し、不法投棄、市民の士気の高揚を図る等実効性のあるものを制定し進める。
　　　⇒罰則を含め、実効性をより重視した条例にしないと状況の改善は難しいのではないか。
・勝浦市を環境宣言の街としてアピールしていく。
・ボランティアによる監視の強化、市民のゴミ投棄に対する士気の高揚を図る。
・釣り、レジャー客の海、海岸等に不法投棄が多いことより注意喚起を行う
　　　⇒ごみ不法投棄見守る体制の整備が必要。
　　　⇒幼少期からごみについてのマナーをしっかりと教育する。

廃棄物を少なく
・食品や生活用品は、入れ物をリユース型に変更しプラスティック製容器は廃止とする。
・買物の為に各家庭用自動車を利用するのではなく地域へは1台の車両でデリバリーする（買い物代行）。又はアプリで相乗り買物行でガソリン消
費を減らしCO2排出を減らしてゆく。実験都市のイメージです。

食・エネルギーの循環型自給自足
・食料については地域内自給モデルを創り地域内経済循環を目指す。
・再生エネルギー（太陽光・風力・海流・バイオ）で地域内エネルギーの自給自足を行う
・レジリエンス型地方社会モデルの実証地域として持続可能な社会を創生してゆく。

勝浦の持続性を維持するため
再生エネルギー自給自足（選出）、地域コミュニティーの充実、労働生産性から資源生産性を上げる取組、域内交通機関の充実などがあります。こ
のような観点で議論をしてゆくことが大切かと思います。

CO2排出量を減らすため
海流発電や、風力発電、マイクロ水量発電、バイオ発電など勝浦市には再生エネルギーの可能性は多くある。その大きなリソースを県、国と一緒
になって取り組む必要があると考えます。

海面温度の上昇に備えて 魚種、生態系への影響は大きく受けることになると思われます。海水温度の上昇に伴いサンゴや魚貝など養殖の必要性を感じます。

ハワイのハナウマベイのようにする
環境保全研修を受けてから、人数制限での海水浴エリア・サーフエリアの開放（有料・年間パス）。ゴミを置いていくのがカッコいいと思っている方が
大勢いる、海・山を保全しなくてはいけない教養を与える。キャンプ場は有料で管理者がいるからクリーンに保たれている、税収を上げ海も綺麗に
なり相乗効果に繋がる

自然環境の保全 自然環境を活用した遊びや文化等の伝承

勝浦市の自然をより良くする為に

・植林の補助金の事業をやめる
・太陽光発電設備の設置を要綱ではなく条例にする
・合成洗剤から石鹸へ
・自然環境再生するためのワークショップ実施

沿岸域の自然環境保全・啓蒙活動
（観光PRおよび子供らへの環境教育）

沿岸に流入する河川および漁港内での定期的水質調査（化学分析、細菌検査等）を実施する　　河川内のゴミ収集、子供らによるゴミ捨て防止ポ
スターの作成、等
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ワーク③「生活環境・自然環境分野」の勝浦市で取り組むべきこと

取組目的 どのような取組

Bグループ

※黒字は事前意見、青字は事前意見に対するワーク時のコメントや補足意見、赤字はワーク時の新規追加意見です。

沿岸水質保全 上記の結果をもとに地区ごとの水質改善計画を作成し、将来の地域浄水場建設を視野に入れた下水システム構築のための基本設計を作成する

街の景観整備
街、特に海沿いの道路脇をきれいにする（例, 花を植える）。そこに立ち寄りたいという観光客が増え、活動を通して人のつながりができ、清潔感の
ある街並みになることで治安が高まる。街の雰囲気だけで「勝浦にまた来たい」と思えるようになるとベスト。

勝浦市全体として景観の良さアピー
ル

・勝浦市全体で観光スポット回るようなコースを発信。旅行業者や JR などと協業した宣伝活動も良いかもしれない。
・学生に楽しいスポットをレポートしてもらい、彼らに発信してもらうと、若者の心をひきつけられるかも？

生活環境の美化 身近なところから、植栽や木々の手入れ等を進める。エコポイント等の検討

空き家の活用

・空き家を処理したい市民がどう手続きすれば良いかヘルプするため市や不動産業者が情報提供する。
　　⇒物件が違反建築物のため空き家の活用が進まないケースがある。規制の柔軟な運用により活用の幅を広げたい。
　　⇒空き家を移住者に安く提供できるような行政のサポートを期待。
・使われなくなった公共施設を福祉活動に解放。

空き家の有効活用 コミュニティカフェ、異世代交流、物々交換やフリーマーケット・観光資源等の活用（権利関係の整理を公、運用は民）

案内所を充実させる 郵便局と連携して行っていく

「自然」にフォーカスした観光／
移住アピール

・他地域ではあまり見られない自然や自然現象にフォーカスした宣伝。例えばウミガメが産卵しに来るというだけで「きれいな海」を見たいという人
が増えるのではないか。ハワイのハナウマ湾のように、生態系を保護しつつもそれを楽しむ仕組みを整えたら素晴らしい。
　　⇒ハナウマ湾は元は王族しか入れない特別な地域。自然環境の保護が徹底していて、環境保全についての研修を受けてからでないと入れな
いようになっている。勝浦の自然環境保護にも応用したい。
・移住を検討している人が増えている今、勝浦を選んでもらうための活動が今（！）とても大事。一定年住めば家がもらえるなど、補助金で誘致して
いる土地（奥多摩）もあるが、勝浦の自然の中で精神的・身体的に健康な暮らしをアピールするのが良いと思う。

勝浦の魅力を発信
朝市・海中公園やダイビングなど知られざる勝浦の魅力があります。HPを持っている市民や市内企業にバナーなどを提供して使ってもらう。
　　⇒駅前に環境都市宣言を掲げてはどうか。

生活インフラの整備 道路・水道・焼却炉等老朽化した生活インフラの改善

テレワーク移住者を呼込む テレワーク中心型企業（IT系）に勝浦の価値をPR。特に「心の健康」、「知的生産性」「経済性」「従業員の幸せ」などを中心にプロモーションを図る

放送を通して地元についての広報・啓
蒙活動

勝浦ミニFM放送基地の設立（ラジオの代替としても）
地場産業の紹介、いいとこ/いいもの発見、職場訪問、市役所の取り組み、各業界や団体、協会等の紹介、学校訪問、各種イベントの紹介、等々に
ついての情報発信の場を作る、また地元のさまざまの課題・問題についての討論や意見交換の場を作る、対話型放送を目指す

地元の自然環境の現状を把握するた
めと将来の発展ポテンシャルを見い
出す

自然環境を見直すためのResource Map (書き込み型データーベース）を地区ごとに作る、また各村ごとに Resource Map を住民参加で作成し、広
く、住民、市民、観光客と共有する　また子供たちに地元のResource map を作らせる巡回授業を実施する

海だけではなく山からのポテンシャル
を引き出す

山林内の有用植物（資源植物）の発掘、研究所や大学を引退しても研究を続けたい植物研究者やアマチュア植物研究者たちを対象とした
Research-oriented tourism の企画・実施、専門家を呼んだ資源植物開発シンポジウムの開催、等

景
観
・空
家

観
光
・PR

そ
の
他
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学校において児童・生徒あたりの教員数が高いため目が行き届く

3世代教育・地域の見守りがあり、多岐にわたる教養を得られる

子供会活動が活発で又子供に対する地域の見守りが良い。

コロナによるオンライン学習の普及が進み、学習の選択肢が増えていること

情操教育に良いと言われている豊かな自然がある。直接自然と触れ合える。

動物や昆虫、魚貝、植物など生物の多様性に触れることのできる環境

海、農業等勝浦の自然に触れ、課外授業を通し環境や地域への尊さを学ぶことができる。

夏涼しく冬温かい気候に恵まれアウトドアでも勉強できる環境

黒鼻でみられる堆積地層の変化など地政学的にも珍しい環境

付加体で形成されている強固な地盤により地震等の揺れにはつよい。

気象庁の観測拠点があると共に、衛星追跡センター（JAXA）もあり、
気候や宇宙を学べる環境

県立「海の博物館」があること。

海中公園、灯台等の施設が存在

武道大があることでスポーツにふれる機会を作れる。

国際武道大学の練習、試合を見学させスポーツの関心及び興味を持つことが出来る。

寺社が多く、文化的価値の高い建造物などが多いこと

各地域で行われる伝統の御神輿がある

海と里山により、それぞれが文化を形成し、多様性に富んでいること

日常生活の中で、文化や伝統を学べる環境

日本武道館研修センターが立地している。宿泊もできて、書道や武道をできる。Wi-Fi環境もある。学校教
育や生涯学習、市外からの宿泊者呼び込みに活用できるのではないか。

キュステで開催されているわくわくカルチャースクール。多数開催されている。クロスステッチ教室、発酵ア
カデミー、クリスマスアート、大人の塗り絵教室など、大人の人も新しく学べる講座が多数開催されてい
る。こういう機会はありがたい。

養蜂（中林さんは養蜂家）や塩づくり（海から海水を汲み上げる）など、自然の恵みが産業に生かされてい
る。地域にこうしたものがあるということを教育現場にももっと積極的に生かすと良い。
　→養蜂（中林さん）のところでは、見学者が親子できたり、ワークショップを実施したりする。勝浦や東京
で実施。そのあとコロナ禍となったあとは見送っているが、また再開したら楽しい時間になると思う。都市
ではなかなか経験できない。はちみつがおいしいのはわかるが、その成り立ちを目で見る機会があるの
は素晴らしい資源。

里海や里山など、自然教育、環境教育のリソースが揃っている。

ワーク①「教育・文化分野」の勝浦市の強み

勝浦市の強み

Aグループ

教育

環境

施設

文化

武道

※黒字は事前意見、青字は事前意見に対するワーク時のコメントや補足意見、赤字はワーク時の新規追加意見です。

○小学生の頃、市川市に住んでいたが４５人６クラスであった。その後勝浦市

に引っ越したが、２０人３クラスであった。都会の学校では、先生の目が行き届

かない。先生が子供たちの顔色をみながら授業ができるのは勝浦市の強みで

ある。

○東京に出て思ったのは、勝浦の三世代教育や、地域で見守りしてもらえるこ

とのありがたさである。これがあるから、子育てに安心して取り組める。海も山

もある。四季折々の食材も食せる。素晴らしい環境である。

○隣の方が稲作をやっていて、田植えを体験させてくれる。地域の人たちが、

子供に田舎独特の遊び方を教えてくれる。こうした体験は都会にはない。「生

きる力」の涵養につながる。

○日本はもともと大陸から分かれてできた成り立ちがあり、本州が島になった

きっかけは、プレートの進行方向の変化である。その地層の証拠が、黒鼻（海

中公園から、少しホテル三日月側に寄った場所）にあり、NHKでも取り上げられ

た。日本の地層の歴史を把握するにあたり、希少な場所である。

○この神輿を通して、地域の交流を体感できる。
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学校において児童・生徒あたりの教員数が高いため目が行き届く

3世代教育・地域の見守りがあり、多岐にわたる教養を得られる

子供会活動が活発で又子供に対する地域の見守りが良い。

コロナによるオンライン学習の普及が進み、学習の選択肢が増えていること

情操教育に良いと言われている豊かな自然がある。直接自然と触れ合える。

動物や昆虫、魚貝、植物など生物の多様性に触れることのできる環境

海、農業等勝浦の自然に触れ、課外授業を通し環境や地域への尊さを学ぶことができる。

夏涼しく冬温かい気候に恵まれアウトドアでも勉強できる環境

黒鼻でみられる堆積地層の変化など地政学的にも珍しい環境　

付加体で形成されている強固な地盤により地震等の揺れにはつよい。

学校が集約されていることの強み⇒①山村地域と市街地地域の学校間格差を解消
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②多様なバックグランドの生徒との交友

気象庁の観測拠点があると共に、衛星追跡センター（JAXA）もあり、
気候や宇宙を学べる環境

県立「海の博物館」があること。　

海中公園、灯台等の施設が存在

武道大があることでスポーツにふれる機会を作れる。

国際武道大学の練習、試合を見学させスポーツの関心及び興味を持つことが出来る。

寺社が多く、文化的価値の高い建造物などが多いこと

各地域で行われる伝統の御神輿がある

海と里山により、それぞれが文化を形成し、多様性に富んでいること

日常生活の中で、文化や伝統を学べる環境

・歴史あるお寺をはじめ上総の文化が点在
・空襲の慰霊祭を通じての戦争の記憶を学習できる
・海運の歴史や姓の共通性にみられる和歌山・徳島など日本の西南地域からの文化伝播

強みがたくさんあり、そのアピールが重要

勝浦市の強み

ワーク①「教育・文化分野」の勝浦市の強みＢグループ

教育

環境

施設

文化

武道大

※黒字は事前意見、青字は事前意見に対するワーク時のコメントや補足意見、赤字はワーク時の新規追加意見です。

○磯遊び、遠足での学びを通じた自然に触れる体験型学習が可能。

○教科書に出てくるような地層を実物でみることができる。

○子どもや一般市民向けに講演などを引き受けてくれている。

○一見するとさびれている

⇒施設の内容や子どもの教育への協力をPRしたほうがよい。

○海に関する教育に使われている。

○磯の観察会を開催し、子どもに自然に触れる機会を提供している。

○スポーツ競技の本格的な技術を目に出来る。
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少子化による勉学・スポーツ共に競争に限界がある。野球サッカーチームがつくれない

少子化に伴い、クラス生徒の人数が減り、一桁人数クラスが増加していること。

人口減少により、小中学校の統廃合が行われ、出身校が無くなっていること

子供と学校の数が少ないため、高度／多様な教育を受ける機会が都会より少ない。

中学校が一校になり教員と生徒数のバランスが取れなくなっていること

小学校が比較的多いにもかかわらず中学校の学校が少ないことの理由は何か

高校が無く通学に時間がかかることや、友人関係がとりづらい環境にあること

学校を選べる選択肢が無く、希望する学校に進学しづらいこと。

高校・大学進学において東京近郊に住まざるを得ず勝浦から離れなければならない

青年の市外への人口流出が千葉の他の地域と比べ、多いのか少ないのか不明

人口流出を抑制するための学校教育、人材育成がどのように行われているのか疑問

人口流出を抑制するために教育や文化分野は他の産業分野とどう連携しているのか、

教育やスポーツ、文化に触れる場所に行くための移動手段が限られる。
例. 子供や高齢者の送り迎えの必要性。

高齢化のため、文化・スポーツイベントの開催の難しさ。

国際的なイベントや教育機会の少なさ。

都市部との圧倒的な情報格差

各種講座や自主的なサークル活動等の情報が入手しにくい

IT利活用の遅れ

シニアや情報弱者がIT利活用について学べる場・機会がない

大人の不審者情報が多く、子供の成長に影響がある

持てるポテンシャルを生かし切れていない

新しい試みに対する教育委員会の柔軟性不足の可能性。

保守的な考え方をする方が多く、イノベーションが進まないこと

文化の多様性により、意見がまとまりづらいこと

伝統・文化の継承が困難となりつつある

教育・文化等（その重要性）に関する認識が薄い

市内に野球場、多目的総合グランドがない。

ワーク②「教育・文化分野」の勝浦市の問題点

勝浦市の問題点 勝浦市の問題点

急激に人口が減っていること。対応のための時間はもうないため、危機感をもって、スピード感をもって対応する必要がある。

学校の先生が、自然環境の強みなどをどれだけ認識しているのか、また、先生がどういう問題を抱えているのかを聞くことも重
要である。

Aグループ

少子化

学校

若者

流出

機会

ＩＴ

その他

※黒字は事前意見、青字は事前意見に対するワーク時のコメントや補足意見、赤字はワーク時の新規追加意見です。

○プロ野球選手やサッカー選手になりたいといった、子供の夢を

かなえられない（日頃やるには人数が足りないため）。

○もともと勝浦は、農業の方と、漁業の方。そこの接点が朝市。農

業、漁業、商業。それぞれがどんどん特化している。そこが融合し

づらくなってしまっている。意見も、自分たちの産業の意見になっ

てしまう。より広い、高い視点のところから。
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ワーク②「教育・文化分野」の勝浦市の問題点

勝浦市の問題点 勝浦市の問題点

Aグループ

※黒字は事前意見、青字は事前意見に対するワーク時のコメントや補足意見、赤字はワーク時の新規追加意見です。

この２年間、コロナでお祭りができなかった。山車は本来子供にひかせるが、ひく子供がいない。神輿も、コロナで担ぐか検討中
になってしまっていく。昔からの伝統を、人口減少でできなくなってしまっている。

都会に行って、都会をみるというのは大事では。田舎にいると、田舎の良さがわからない。都会で開催されているマルシェに地
元の子供を連れて行って、自分たちに身近なものが、都会の人にとっては珍しいということを知ってもらうことで、実感してもらえ
るのではないか。

強みで、学校の人数が少ないので目が行き届くということが挙がったが、本日配布された参考資料では、教育に力を入れてほし
いことのトップに、不登校やいじめへの対応が挙がっている。こんなに少人数でもそうしたことが起こる。不登校の子が通うフリー
スクールが勝浦にはないとのことなので、そういったフォローがあったほうが良いのではないか。

市内の高校が廃校になったこと。

約10年前に市内の高校が廃校になったこと。小学校、中学校も今後どうなるか心配になってしまう。興津の小学校は、新入生が
２人しかいないと聞いている。勝浦だけの問題ではないが、それに合わせた教育システムを考えていかなければならないのでは
ないか。
→学校が少ないことは、市外から移住を考える人にとって、ネガティブな要素になるのではないか
→専門学校もあると良いのではないか。ＩＴに関することやeスポーツ、アニメなどを楽しんで学べるスクールやサークルがあれ
ば、強みになるのではないか。
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少子化による勉学・スポーツ共に競争に限界がある。野球サッカーチームがつくれない

少子化に伴い、クラス生徒の人数が減り、一桁人数クラスが増加していること。

人口減少により、小中学校の統廃合が行われ、出身校が無くなっていること

子供と学校の数が少ないため、高度／多様な教育を受ける機会が都会より少ない。

中学校が一校になり教員と生徒数のバランスが取れなくなっていること

小学校が比較的多いにもかかわらず中学校の学校が少ないことの理由は何か

高校が無く通学に時間がかかることや、友人関係がとりづらい環境にあること

学校を選べる選択肢が無く、希望する学校に進学しづらいこと。

高校・大学進学において東京近郊に住まざるを得ず勝浦から離れなければならない

青年の市外への人口流出が千葉の他の地域と比べ、多いのか少ないのか不明

人口流出を抑制するための学校教育、人材育成がどのように行われているのか疑問

人口流出を抑制するために教育や文化分野は他の産業分野とどう連携しているのか、

教育やスポーツ、文化に触れる場所に行くための移動手段が限られる。
例. 子供や高齢者の送り迎えの必要性。

高齢化のため、文化・スポーツイベントの開催の難しさ。

国際的なイベントや教育機会の少なさ。

都市部との圧倒的な情報格差

各種講座や自主的なサークル活動等の情報が入手しにくい

IT利活用の遅れ

シニアや情報弱者がIT利活用について学べる場・機会がない

大人の不審者情報が多く、子供の成長に影響がある

持てるポテンシャルを生かし切れていない

新しい試みに対する教育委員会の柔軟性不足の可能性。

保守的な考え方をする方が多く、イノベーションが進まないこと

文化の多様性により、意見がまとまりづらいこと

伝統・文化の継承が困難となりつつある

教育・文化等（その重要性）に関する認識が薄い

ワーク②「教育・文化分野」の勝浦市の問題点

勝浦市の問題点

Ｂグループ

少子化

学校

若者

流出

機会

ＩＴ

※黒字は事前意見、青字は事前意見に対するワーク時のコメントや補足意見、赤字はワーク時の新規追加意見です。

○機会をつくりだすことが必要。

○教える人と教えられる人とを結びつける仕組みが必要。

○都市部では通信業者による入門教室開催など、身近なところでIT機

器の使い方を学べる。

○子どもや孫と別々に暮らす高齢者のみの世帯だと、気軽に尋ねる相

手がいないのでIT機器の使い方を習得しづらい。

○無償の英語教育を学校の生徒に提供しようとしたが、前例がないとの

理由で教育委員会に断られた。
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ワーク②「教育・文化分野」の勝浦市の問題点

勝浦市の問題点

Ｂグループ

※黒字は事前意見、青字は事前意見に対するワーク時のコメントや補足意見、赤字はワーク時の新規追加意見です。

市内に野球場、多目的総合グランドがない。

民間の自発的な教育サービス（寺子屋）に対する助成がほしい

古民家に対する価値認識がない。貴重な文化資産であり、まずは調査し、所有者と文化的価値
があることについての認識を共有することが必要。

先生が忙しいため、新たな取り組みに及び腰

地元の人の地元の歴史に関する関心がうすい⇒啓発が足りない

教育・文化面の施策の重要性を市民が認識してない⇒継続的な啓発・研修が必要

区長の協力があり豊浜小で文化講座を開催。文化活動ではキーマンに相談し、地元の協力を得ることが重
要。

○周辺の市町には施設がある。施設がないことにはスポーツ活動の普

及、支援もままならない。財政的に厳しいとはいえ、計画的に整備する

必要がある。
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ワーク③「教育・文化分野」の勝浦市で取り組むべきこと

取組目的 誰が どのような取組

デュアルスクール制度を導入する 行政(教育委員会)

主に市内の小学校・中学校において、勝浦市以外の地域(東京など)から子ども達を受け入れる制度を導入することで、関係人口を増やす。
デュアルスクールをきっかけに、勝浦市で暮らし、親と子に勝浦市の肯定的印象を残してもらう。
地元の子ども達にとっても、都会や他の地域の子どもと入れ替わり関わることで、多様性を受け入れること、様々な情報量が増え選択肢が拡がること等、
良い刺激につながる。
また、そのような柔軟な教育体制は、都会と地方の両方で子どもの教育が行える魅力的な取組であるため、勝浦市のＰＲの一つにもなるのではないか。

御神輿を一緒に担ぐ 民間事業者等 開催された暁には一緒に担ぎましょう。伝統芸能文化を体感できる。

武道大スポーツサークルへの市民参加 武道大、各地域 武道大を拠点としたスポーツサークルに一般市民が参加できるようにする。

生きる力を育む 市民（移住者）

別荘・新興住宅地には社会で活躍された方・活躍中の方が大勢おられます。社会で必要な成功者の方々のノウハウを寺小屋（Zoom）で実施し、学校で学
ぶアプローチとは別の子供たちの教養につなげられる。人と接することに抵抗がある方やプライベートを知られたくない方もいるかと思いますが、相手が
児童生徒であれば、また、目的を伝えれば協力していただけると思います。そして、児童生徒にしてみればこの教育が誇りとなり、いつしか社会で活躍す
るときに活用されればこの取り組みが文化となると信じます。

プロゴルファーを育成する 市民・ゴルフ愛好者

都会の富裕層の生徒たちで学校帰りに千葉のゴルフコースで練習しプロを目指す仕組みがあります。そこで、老若男女問わずゴルフ好きな市民もたくさ
んいます。放課後、児童生徒とラウンドするということです。プレー費用等はクラウドファンディングで募ってもいいと思います。この仕組みで勝浦の子供た
ちからプロが生まれれば移住・定住者が増えると考えます。大人も上手くなり、教え子がプロになることに投資が生まれ市内経済が動く。
→沖縄県で有名プロゴルファーがでている背景には、ラウンドを親子で回れる仕組みを作って、ゴルフ場がこれに賛同してやっている。これに伴って指導
者もでてきている。

新しい教育方法の取り入れ
学校、教育委員会、ボラン
ティア、民間企業等

人材が少ないため、グローバルに通用する英語やソフトスキル（もしかしたらIT面でも）教育に工夫が必要ではないか。前例にないやり方でも試していく姿
勢が必要。例. ボランティアによる英会話教室やIT関係スキル講座。

国際的交流の推進
漁業や畜産業者、学校な
ど、観光課

国際交流ワークキャンプの開催：数日～数週間のボランティア活動を泊まり込みで行うワークキャンプ参加者を国内外から募集。勝浦で人出が欲しい組
織とをつなぐ。体験型イベントで勝浦を気に入り移住する人も現れるかも。
例. 老朽化した幼稚園／保養施設／公園の整備、農作物の収穫、森林の整備など。

市民のスポーツへの関心を高める 武道大 武道大での公開イベントの頻度を上げ、一般市民にスポーツに興味を持ってもらう。（イメージとしては防衛大学の開校祭）

自然についての教育充実による移住
促進・自然環境保全意識の啓発

学校

自然環境を学びに取り入れて地域の教育に特色を出し、勝浦で子供を育てたいと思う人を増やす。また、長期的に見て自然環境に対する意識が高い人
を増やすことは地球規模で重要。
→自然環境の保全に取り組んでいる方を呼んで、ワークショップをしては。大人向けも含めて。ナラ枯れ問題（ナラに規制する寄生虫）を一部回復させた
り、マツクイ虫の問題から森を救った実績を持つ方が、各地域でワークショップしている。自然環境をよくすることがとても面白いことだということを、大人の
人にも伝えてもらえれば。そうすれば、子供に何らかのアクションをとるとき、周りの理解も得やすい。

未来の子供達に必要な力をつけるた
めに

産官学

「海と環境」学園（SEA)の設立。高専5年のプログラム。グリーン政策は地球全体の長期課題となっている。今後は企業自治体含め環境対応人財が必要と
なり未来創造型の国際人材育成を目指す。オンライン-論文中心の週一の学習プログラムで、想像力、分析力、情報力、コミュニケーション力、英語力、表
現力を培う。
　→日本の教育は、世界に比べて知識中心型。一番重要な想像力、分析力、情報収集力を教育する機関が限られている。環境対策の推進派は、企業の
中でも求められている。企業の実利と環境をどう両立させるかが重要となっており、そういうテーマを学べる学校を設立すれば、勝浦市の強みとなる。
　→先行事例として、沖縄の恩納村には、研究大学がたてられて、世界中から研究者を集めて先端研究をする構想が進められている。都心の人にとっ
て、沖縄までいくのはハードルが高いが、勝浦であれば可能である。オンラインとリアルを組み合わせれば、今のリソースでもできるのではないか。
　→ゴルフの話や研究大学の話も含め、沖縄へ視察にいってはどうか。沖縄では、漁協も観光との連携を意識しており、環境保全の活動もしている。漁師
も懸命にゴルフをやっている。参考になる点は多い。

教育・文化サークルやイベントの告知
各教育・文化団体と市、ボ
ランティアなど

高齢世代は口コミや紙面による情報収集、若年層はインターネットや SNS を通じた情報収集をメインとしているので、両方に対応できる広報活動だと広く
周知できて望ましい。その広報手段や搭載方法についてアドバイス・実支援する。

文化団体と朝市やキャンプ場などと
の連携活動

朝市運営団体、キャンプ場
経営団体、文化団体

一部のお寺ですでになされているが、朝市マルシェやキャンプ場などで音楽やダンス等の披露／広報活動が可能と考える。場を賑やかにしたい団体と、
文化活動を披露したい団体とをつなげ、広報もする仕組みがあると良い。例. 情報収集は一般市民の力を借りながら、市のサークル活動のwebサイトを
使ってマッチングを支援、SNSでも発信。

Aグループ

※黒字は事前意見、青字は事前意見に対するワーク時のコメントや補足意見、赤字はワーク時の新規追加意見です。
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ワーク③「教育・文化分野」の勝浦市で取り組むべきこと

取組目的 誰が どのような取組

Aグループ

※黒字は事前意見、青字は事前意見に対するワーク時のコメントや補足意見、赤字はワーク時の新規追加意見です。

寺社の持続性と観光力UP 産官民
寺社毎に御朱印QRコードを作成。サイクリングーウォーキングなど勝浦市を廻る観光モデルを作成。寺社では御朱印-お賽銭が引き落とされる仕組みと、
観光アプリの中に満願コースを創りポイントを付与し、ポイントによりホテルや飲食で使える仕組み。リピーターを増やし、寺社を観光資源としてお互いの
持続性を狙う。

みんなで街を良くする 産官民
地域独自のアプリを開発して市民でダウンロード。支払いもアプリから、お釣り寄付を溜めて使い道も皆で考えて使う。小さなお釣りだけどみんなで使える
新しい使い道。

若者Iター
ンや移住
の促進

地域の伝統文化魅力の再
認識と伝承

小・中学校 児童生徒による地域（生活圏の範囲）のお宝案内ツアー（市民対象→観光資源）

行政・事業者・市民

生涯学習の推進 行政・事業者・市民 気軽に参加できる多様な生涯学習の場←学び、交流し、楽しみ、健康づくりとなる場

国際武道大学生のスポーツ教育、指
導を仰ぎ子供のスポーツに対する関
心を高める。

行政・教育委員会 国際武道大学にお願いし、内容を煮詰めていく。

市丸ごとエコミュージアムプロジェクト

情報格差の解消

小・中学校 ICT教育とメディアリテラシー教育の推進、その一環として、小学校高学年や中学生によるパソコン等が苦手な市民に向けたパソコン講座等に実施

事業者（シルバー人材セン
ター等や自主サークル）

高齢者等市民に向けた、IT教育の実施。リタイアした方や学生等を講師として活用することも考慮

行政・事業者・市民 IT利活用を推進するための設備投資

多目的グランド、野球場の建設。 行政 予算の中で優先順位を決め計画的に実施していく。財政難のため一気には無理があると思われる。

体験学習
　　　環境保全に向けた活動

教育委員会・学校
【漁業協同組合、農家、父
兄の協力を得る】

海、磯での生物観察、海中公園見学。

農業体験等

海岸清掃、ゴミが環境に及ぼす影響等
　→こういうことに興味をもってもらうために、まず、海で良い環境でなければ味わえない体験をしてはどうか。例えば、砂浜清掃の前に、シロギス釣り大会
をみんなでやって、その場で天ぷらにして、おいしさを実感して、この環境を守るために何をすればよいか考えてみる。そうすると、環境保全活動の実利を
感じられ、必要性を実感しやすい。

学校の先生向けにシンポジウムをやって、どういうニーズがあるかを探るべきである。

廃校活用を本格的に力を入れるべきである。

社会で活躍してきた移住者に、学校では教えてくれない、生きる力を育む授業をしてもらってはどうか。東急のミレーニアには社会で活躍してきた多くの移
住者がいるので、子供に、社会で活躍できるハウツー、ビジネスのお手本になるような寺子屋をしてもらってはどうか。このようなメニューがあると移住を検
討する際の魅力になる。

沖縄には、ミュージックスクールがあり、沖縄の踊りや音楽の文化を継承しつつ、有名歌手を輩出している。勝浦でも、国際武道大学でも、いろいろな人を
輩出できるような（スポーツ選手など）、下地があるのではないか。

肝心の子供たちはどう思っているか。子供たちの意見はどう思っているかを聞いてみることが必要である。子供たちは、将来どうしたいか投げかけること
で、子供たち自身もどうしたいか考えるきっかけとなる。

海の博物館（海中公園と併設）。県立博物館の分館に行ったことがある人はいるか。
　→行ったことがあるが、ちょっと残念というのが感想である。子供は飽きてしまうのではないか。研究者肌の博物館という印象。
　→自分は海洋科だったので、とても面白かった。しかし、一緒に連れて行った子供にとっては、面白くなかったかもしれない。あの周辺は、潮だまりにタコ
が出没するなど、地域ならではの生き物を観察できるスポットである。しかし、その近辺を歩いている親子連れをみると、ムシカゴを持っているのに、中に
何も入っていない様子が見受けられる。素人にとって、生き物をとるのは難しい。そこで、近くに水槽をおいてもらえれば、自分がとったものを入れて、遊び
に来た人が見られるようにできる。何日かおきに、水槽の生き物を逃がすようにして、入れ替えていけばよい。そうすると、来た人がもっと楽しくなるのでは
ないか。
　→良いアイデアである。また、せっかく捕まえた魚を持ち帰れないとかわいそうなので、おさかなカードを用意して、それを持ち帰ってもらってはどうか。
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デュアルスクール制度を導入する 行政(教育委員会)

主に市内の小学校・中学校において、勝浦市以外の地域(東京など)から子ども達を受け入れる制度を導入することで、関係人
口を増やす。
デュアルスクールをきっかけに、勝浦市で暮らし、親と子に勝浦市の肯定的印象を残してもらう。
地元の子ども達にとっても、都会や他の地域の子どもと入れ替わり関わることで、多様性を受け入れること、様々な情報量が増
え選択肢が拡がること等、良い刺激につながる。
また、そのような柔軟な教育体制は、都会と地方の両方で子どもの教育が行える魅力的な取組であるため、勝浦市のＰＲの一
つにもなるのではないか。
　・徳島県、長野県で先行事例あり。　  　　・友好都市である西東京市の子どもが受け入れる対象の候補としてよいのでは。
　・受入先住居としては、空き家の活用や、ホームステイ方式が考えられる。
　・勝浦市の滞在経験が、将来的な移住、観光訪問、ふるさと納税等の関係人口増加につながる。

ワーク③「教育・文化分野」の勝浦市で取り組むべきこと

取組目的 誰が どのような取組

生きる力を育む 市民（移住者）

別荘・新興住宅地には社会で活躍された方・活躍中の方が大勢おられます。社会で必要な成功者の方々のノウハウを寺小屋
（Zoom）で実施し、学校で学ぶアプローチとは別の子供たちの教養につなげられる。人と接することに抵抗がある方やプライ
ベートを知られたくない方もいるかと思いますが、相手が児童生徒であれば、また、目的を伝えれば協力していただけると思い
ます。そして、児童生徒にしてみればこの教育が誇りとなり、いつしか社会で活躍するときに活用されればこの取り組みが文化
となると信じます。

プロゴルファーを育成する 市民・ゴルフ愛好者

都会の富裕層の生徒たちで学校帰りに千葉のゴルフコースで練習しプロを目指す仕組みがあります。そこで、老若男女問わず
ゴルフ好きな市民もたくさんいます。放課後、児童生徒とラウンドするということです。プレー費用等はクラウドファンディングで
募ってもいいと思います。この仕組みで勝浦の子供たちからプロが生まれれば移住・定住者が増えると考えます。大人も上手く
なり、教え子がプロになることに投資が生まれ市内経済が動く。

御神輿を一緒に担ぐ 民間事業者等 開催された暁には一緒に担ぎましょう。伝統芸能文化を体感できる。

武道大スポーツサークルへの市民
参加

武道大、各地域
武道大を拠点としたスポーツサークルに一般市民が参加できるようにする。　・経営母体（東海大系）の了解が必要となるので
は？

市民のスポーツへの関心を高める 武道大 武道大での公開イベントの頻度を上げ、一般市民にスポーツに興味を持ってもらう。（イメージとしては防衛大学の開校祭）

自然についての教育充実による移
住促進・自然環境保全意識の啓発

学校
自然環境を学びに取り入れて地域の教育に特色を出し、勝浦で子供を育てたいと思う人を増やす。また、長期的に見て自然環
境に対する意識が高い人を増やすことは地球規模で重要。

新しい教育方法の取り入れ
学校、教育委員会、ボラ
ンティア、民間企業等

人材が少ないため、グローバルに通用する英語やソフトスキル（もしかしたらIT面でも）教育に工夫が必要ではないか。前例に
ないやり方でも試していく姿勢が必要。例. ボランティアによる英会話教室やIT関係スキル講座。

国際的交流の推進
漁業や畜産業者、学校
など、観光課

国際交流ワークキャンプの開催：数日～数週間のボランティア活動を泊まり込みで行うワークキャンプ参加者を国内外から募
集。勝浦で人出が欲しい組織とをつなぐ。体験型イベントで勝浦を気に入り移住する人も現れるかも。
例. 老朽化した幼稚園／保養施設／公園の整備、農作物の収穫、森林の整備など。
　・石川県に先行事例。　　・日本の自然、里山を体験できることが外国人に人気。　　・受入地にとっては外国人との交流を通じ
て異文化、多様性等について学習する機会となる。

教育・文化サークルやイベントの告
知

各教育・文化団体と市、
ボランティアなど

高齢世代は口コミや紙面による情報収集、若年層はインターネットや SNS を通じた情報収集をメインとしているので、両方に対
応できる広報活動だと広く周知できて望ましい。その広報手段や搭載方法についてアドバイス・実支援する。

Ｂグループ

※黒字は事前意見、青字は事前意見に対するワーク時のコメントや補足意見、赤字はワーク時の新規追加意見です。
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ワーク③「教育・文化分野」の勝浦市で取り組むべきこと

取組目的 誰が どのような取組

Ｂグループ

※黒字は事前意見、青字は事前意見に対するワーク時のコメントや補足意見、赤字はワーク時の新規追加意見です。

文化団体と朝市やキャンプ場など
との連携活動

朝市運営団体、キャンプ
場経営団体、文化団体

一部のお寺ですでになされているが、朝市マルシェやキャンプ場などで音楽やダンス等の披露／広報活動が可能と考える。場
を賑やかにしたい団体と、文化活動を披露したい団体とをつなげ、広報もする仕組みがあると良い。例. 情報収集は一般市民の
力を借りながら、市のサークル活動のwebサイトを使ってマッチングを支援、SNSでも発信。
　・そのものが文化である朝市の魅力向上につながる。　　・朝市を通じて発表機会を得ることで団体の活動活性化につなが
る。

未来の子供達に必要な力をつける
ために

産官学
「海と環境」学園（SEA)の設立。高専5年のプログラム。グリーン政策は地球全体の長期課題となっている。今後は企業自治体
含め環境対応人財が必要となり未来創造型の国際人材育成を目指す。オンライン-論文中心の週一の学習プログラムで、想像
力、分析力、情報力、コミュニケーション力、英語力、表現力を培う。

寺社の持続性と観光力UP 産官民

寺社毎に御朱印QRコードを作成。サイクリングーウォーキングなど勝浦市を廻る観光モデルを作成。寺社では御朱印-お賽銭
が引き落とされる仕組みと、観光アプリの中に満願コースを創りポイントを付与し、ポイントによりホテルや飲食で使える仕組
み。リピーターを増やし、寺社を観光資源としてお互いの持続性を狙う。
　・コロナで下火になったが、御朱印人気は根強い。　　・市内に60ほどある寺社は歴史ある文化資産。

みんなで街を良くする 産官民
地域独自のアプリを開発して市民でダウンロード。支払いもアプリから、お釣り寄付を溜めて使い道も皆で考えて使う。小さなお
釣りだけどみんなで使える新しい使い道。

若者Iター
ンや移住
の促進

地域の伝統文化魅力の
再認識と伝承

小・中学校 児童生徒による地域（生活圏の範囲）のお宝案内ツアー（市民対象→観光資源）

行政・事業者・市民
市丸ごとエコミュージアムプロジェクト　　市内に点在する歴史的建築物、街並み、朝市、寺社などトータルで文化価値を高めら
れるといい

情報格差の解消

小・中学校
ICT教育とメディアリテラシー教育の推進、その一環として、小学校高学年や中学生によるパソコン等が苦手な市民に向けたパ
ソコン講座等に実施

事業者（シルバー人材セン
ター等や自主サークル）

高齢者等市民に向けた、IT教育の実施。リタイアした方や学生等を講師として活用することも考慮

行政・事業者・市民 IT利活用を推進するための設備投資

生涯学習の推進 行政・事業者・市民 気軽に参加できる多様な生涯学習の場←学び、交流し、楽しみ、健康づくりとなる場

国際武道大学生のスポーツ教育、
指導を仰ぎ子供のスポーツに対す
る関心を高める。

行政・教育委員会
国際武道大学にお願いし、内容を煮詰めていく。　中学校の野球部の指導者に野球経験者がいなかった⇒武道大の指導を期
待

多目的グランド、野球場の建設。 行政 予算の中で優先順位を決め計画的に実施していく。財政難のため一気には無理があると思われる。

体験学習
　　　環境保全に向けた活動

教育委員会・学校
【漁業協同組合、農家、
父兄の協力を得る】

海、磯での生物観察、海中公園見学。

農業体験等

海岸清掃、ゴミが環境に及ぼす影響等　興津小学校の海岸清掃活動のように、年少から環境の大切さやマナーを習得できる
教育
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（注）各主体の役割は、役割がある欄を記入してください。（全部の主体を埋める必要はありません）

市民の役割 地域・団体・企業の役割 行政の役割

ボランティア活動団体との交流事業による市民参加型イベント開催 ワークショップに参加いただく カテゴリー策定 広報・施設準備

独居老人への支援 支援活動への参加 定期的な声掛け委員等を作る 独居老人の実態とニーズの把握。

ゴミゼロ運動の推進
→ビニールやゴミ袋等は海岸に捨てられやすい。一人ひとりの心がけで変わってくる。

→御宿町では、浜辺で拾ったごみを捨てる場所が現地に4箇所程度設置され、拾ったご
みをその場で仕分けせずに捨てられる。町役場ではごみ拾い用の袋もくれる。このよう
にやる気になった方がとてもやりやすい環境が整っている。一方、勝浦市では、以前自
分と妻とが海岸のゴミ拾いをしようと思った際、まずゴミ拾いの袋や捨て方がどのような
ルールになっているかがわからなかった。また、市役所でボランティア用のゴミ袋を無料
でもらえると聞いて確認のため電話したら、出た方が制度を知らずたらい回しにされ、そ
の後も役所へ行って書面提出など煩雑な手続きが必要だった。しかも、拾ったごみは清
掃センターまでもっていかねばならず、清掃センターの人はボランティア袋の存在を知ら
なくて対応に時間と手間も要した。知り合いの移住者にもゴミ拾いをしたいという人がい
るが、ハードルが高くなっている。やる気のある人が、気軽にできる環境づくりが必要で
ある。

ボランティア活動 団体、各地区との体制

組織作り、情報提供
→手続き的なハードルを下げる、庁内で情報
を共有して気持ちよく、スムーズに参加できる
ようにする。

まちづくり産業振興の推進

→観光面では、海岸や岬など観光場所へのアクセスが悪い。市外の人が訪れようとし
ても、車で入れない。そういうことを一つ一つ考えていくことも大事である。
勝浦をバイパスで通り抜けてしまう車も多い。情報発信の中で、ルート上の勝浦市はこ
ういうことがあることを説明していくことが大事である。海中公園も、ほとんど観光バスが
止まることがない。魚の資料館があって説明してくれる人がいるといったことを、もっと情
報発信していくことが重要である。

知識、経験者の参加
団体、NPOとの支援体制

組織作り、受入の整備
企業、行政間の情報収集
→地元の知識、経験者が参加するワーキン
ググループみたいなものを立ち上げて、普段
は交流のない人が意見交換できる場があれ
ば良いのではないか。例として、勝浦市で盛
んな漁業関係者が参加するワーキンググ
ループの実施が考えられる。

ワークショップ内で具体的な取組について検討するのは無理があると思うので、どういう
取組が求められているかまずは各自治区、団体毎ごとにまとめてもらう
→市民は協働への意識が低い。協働のためには、トップダウンじゃなくてボトムアップが
重要。そのためには、まずニーズを探すことが大事である。各自治区の中で、こういうこ
とを協働でやっていったらいいんじゃないかという意見を出してもらうと良い。住民から
聞き出すことが大事である。

自治会毎に会合を開き、意見を取りまとめる

商工会、観光協会、農協、漁協等各団体毎に
会合を開き、テーマについて検討する
→こうした方々は、他の漁協とどういうことを
したいとか意見があるだろう。そういう意見を
汲み上げて、行政がファシリテーションしてい
けると良いのではないか。

−各自地区、団体に進めるべき取組に付いて
検討する集会の開催を促す　　　　　　−出さ
れた取組を取りまとめ、次の具体的なaction
planを作成する

津波リスクに備えた持続可能な都市計画（サスティナブルな街）
（世代交代を踏まえて30年計画）

ハザード地域住民の移転
デベによる長期的建設計画の遂行
ハザード地区の再構築

県所有土地での移転タウン形成
都市計画の全容作成
地区市民への提案

「海と環境学園」高等専門学校の設立
勝浦中学はじめ日本・海外からの生徒を募集
しその受入。協力を仰ぐ

リアル研修期間（1か月程度）での他学園研
修施設の借受
投資及び協賛を仰ぐ

国・県からの交付金、市の財政運営上の協力
を仰ぐ

グリーンスマートシティー構想の実現

実証実験都市としての協力
再エネ発電設置への協力
蓄電施設設置への協力
EV車や小型モバイル普及への協力
マイクログリッドによる電気使用調整への協
力
DX推進に対する協力
IT企業移住者の半農半X・半漁半Xの受皿

ドローン配送実証実験スタート
他より早く実証実験の立候補し投資を呼込、
銀行の力が必要
洋上風力は漁協の協力が必須
風力エリアでの栽培漁業・DATA漁業チャレン
ジ
エネルギー消費最小化への取組
マネージメント会社が必要？

産官学民一致して目標を設定
　　　　〃　　　　　　活動ー実行
　　　　〃　　　　　　仲間を募る
　　　　〃　　　　　　目標達成するまであきらめ
ない
国・県の政策とも同機

ワーク①「協働」により取り組むべきこと

協働により進めるべき
取組の内容

各主体の役割

Aグループ

※黒字は事前意見、青字は事前意見に対するワーク時のコメントや補足意見、赤字はワーク時の新規追加意見です。
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（注）各主体の役割は、役割がある欄を記入してください。（全部の主体を埋める必要はありません）

市民の役割 地域・団体・企業の役割 行政の役割

ワーク①「協働」により取り組むべきこと

協働により進めるべき
取組の内容

各主体の役割

Aグループ

※黒字は事前意見、青字は事前意見に対するワーク時のコメントや補足意見、赤字はワーク時の新規追加意見です。

街でのDX推進

デジタルデバイド解消への協力
スマートデバイス供出と普及協力
シェア型EV車普活用及協力
自動運転モビリティー普及協力
オンライン医療モデル対応協力
行政手続きのオンライン化
マイナンバーカード普及

５G通信基地局設置と普及
IT企業の協力
メディア戦略作成
自動運転モビリティー提供協力
医院側でのオンライン診療普及

国・県のDX施策協力支援
投資を呼び込むための市のリーダーシップ支
援必要

食とエネルギーの自給自足（レジリエンスな街）
循環型社会モデルを構築

食・エネルギーの需給調整協力
食流通（農家-個人）の変革への協力

EC・直売所をベースに流通を改革
規格外野菜などフードロスの最小化を目指す
栽培漁業魚餌開発＆提供

レジリエンスなまちづくりを産官学民で実行し
てゆく。議論の場の設定や役割について指導
的な役割果たす。

つくる漁業の実現（水産資源の枯渇回避） 民間企業の参入促進

商店街の活性化（空き店舗活用など）

朝市の活性化

移住を意識した魅力の発信 観光協会等による取組全体のコーディネート

介護人材不足の解消（武道大との介護人材マッチングなど） 武道大による卒業生・在校生の紹介

健康寿命延伸

移動困難者等の生活支援 移動スーパーの運行 移動スーパー運行支援

高齢者の見守り 郵便局との連携 寄り添いロボット普及支援

障害者が活躍するまちづくり 障害者雇用枠を使った新事業検討

地域の支え合い体制構築 地域コミュニティへの参加

自然環境の保全

リサイクルの推進
・リサイクル資源回収箱の設置
・市民への啓発

空き家活用 不動産業者が空き家処理手続きを市民に周知 移住者・起業者等への安価な提供

要支援者に対する災害時の支援体制強化

津波など自然災害への対策
・避難場所・備蓄状況についての情報発信
・プッシュ型避難の検討

英語・ITスキル教育の充実 学生・定年後の方が講師受託

市民のスポーツへの関心を高める
・武道大を拠点としたサークルを市民に開放
・武道大が市民が参加できるスポーツイベン
ト開催

生涯学習の推進 文化サークルによる活動情報の広報強化 文化サークルへの広報手段提供

以下は、本ワークショップの第1回から4回までにみなさまからご意見のあった取組のなかから一部抜粋したものです。ご意見のなかに具体的に主体と役割の指摘があったものを記載しています。
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（注）各主体の役割は、役割がある欄を記入してください。（全部の主体を埋める必要はありません）

市民の役割 地域・団体・企業の役割 行政の役割

ワーク①「協働」により取り組むべきこと

協働により進めるべき
取組の内容

各主体の役割

Aグループ

※黒字は事前意見、青字は事前意見に対するワーク時のコメントや補足意見、赤字はワーク時の新規追加意見です。

様々な分野での、博物館、ミュージアムを作る。これはハコモノを作ることにこだわらず、
そうしたプロジェクトを実施するのでも良い。それぞれの市民が、今あるものの良さを認
識し、それを生かすためにはどうすれば良いか、一人一人が自分に何ができるかを考
える。
勝浦市には、自然、養蜂、朝市、漁業など、様々な資源や文化があるため、こうした資
源・文化を、一人一人の市民が学芸員になって保存し、ブラッシュアップする。具体的に
は、勝浦市にはこうした魅力がある、山を守る必要がある、先端技術をこう生かしていく
といった意見を自由に出し合って、それを積み上げて集約していく。ミュージアムにしよう
よ、という目標があることで、各自の思いを形にしやすくなる。
その中で、山歩きをしながら生態系を知るという講座を市民が主体となって実施したり、
市外の力も借りたいという意見が出て外部との交流につながるかもしれない。

参加する
ミュージアムづくりのプラットフォームづくり、ま
ち全体のミュージアムとして発信。

セクター内の協働と、セクター同士の協働がある。本日出た、海岸清掃やミュージアム
の意見は、セクター内での協働にあたる。まずセクター内での協働を考えることが大事
であり、その上で、セクター間での協働をやっていくというボトムアップのプロセスが、協
働では望ましい。
まずセクター内の協働をする際、誰が火をつけるかが重要になる。漁業でも、とる人、市
場の人、売る人、いろいろな方がいる。ただ集まってください、ではなかなか来てくれな
い。
→こういうことを進めていくには、仕掛けが大事なので、総合計画に書くのも一つである
し、まず一人一人が動くことが大事である。
→（市）協働での取組を考える際、そこにニーズがあることがきっかけとなる。例えば、
公共交通でも路線バス事業者が撤退する中、病院に通う足が欲しいという意見を市に
いただいたりする。その対応として、他自治体では自家用車で乗り合いをするという先
進的な取り組みもみられる。まずは行政にニーズにぶつけてもらい、行政でやりきれな
い部分は事業者の力を借りたりすることが考えられる。そうした形で火をつけていけると
良い。
この際、ボランティアだけでは持続可能性がないため、自家用車の乗り合いでは報酬が
得られるなど、仕組みづくりも重要となる。

（総論的ご意見）
・市民協働に関心がない人が多いのではないか。そういう人をどうやって関心を持たせ
るかが重要。全てのことについて、協働で実施していくべき。
・誰かがやってくれるだろう、という人が多い。こういう会議があって初めて意見がでてく
る。
・一人ひとりが無理なく、これならできる、ということを積み上げて、それを行政が集約で
きると良い。
・各地区に集会所があり、市内には活用できる廃校もあるため、住民に集まってもらっ
て、話し合いをすること自体は難しいことではない。自治会で回覧もまわってくるので、
参加告知の仕組みもできている。集会所を、もっと地元の人が話し合いをできるような、
発展的な場にできないか。
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（注）各主体の役割は、役割がある欄を記入してください。（全部の主体を埋める必要はありません）

市民の役割 地域・団体・企業の役割 行政の役割

ボランティア活動団体との交流事業による市民参
加型イベント開催

ワークショップに参加いただく カテゴリー策定 広報・施設準備

独居老人への支援 支援活動への参加 定期的な声掛け委員等を作る 独居老人の実態とニーズの把握。

ゴミゼロ運動の推進 ボランテア活動 団体、各地区との体制 組織作り、情報提供

まちづくり産業振興の推進 知識、経験者の参加 団体、NPOとの支援体制
組織作り、受入の整備
企業、行政間の情報収集

ワークショップ内で具体的な取組について検討す
るのは無理があると思うので、どういう取組が求
められているかまずは各自治区、団体毎ごとにま
とめてもらう

自治会毎に会合を開き、意見を取りまと
める

商工会、観光協会、農協、漁協等各団体
毎に会合を開き、テーマについて検討す
る

−各自地区、団体に進めるべき取組に付
いて検討する集会の開催を促す
−出された取組を取りまとめ、次の具体的
なaction planを作成する

津波リスクに備えた持続可能な都市計画（サス
ティナブルな街）
（世代交代を踏まえて30年計画）

ハザード地域住民の移転
デベによる長期的建設計画の遂行
ハザード地区の再構築

県所有土地での移転タウン形成
都市計画の全容作成
地区市民への提案

「海と環境学園」高等専門学校の設立
勝浦中学はじめ日本・海外からの生徒
を募集しその受入。協力を仰ぐ

リアル研修期間（1か月程度）での他学園
研修施設の借受
投資及び協賛を仰ぐ

国・県からの交付金、市の財政運営上の
協力を仰ぐ

グリーンスマートシティー構想の実現

実証実験都市としての協力
再エネ発電設置への協力
蓄電施設設置への協力による電気使用
調整への協力
DX推進に対する協力
IT企業移住者の半農半X・半漁半Xの受
皿

ドローン配送実証実験スタート
他より早く実証実験の立候補し投資を呼
込、銀行の力が必要
洋上風力は漁協の協力が必須
風力エリアでの栽培漁業・DATA漁業チャ
レンジ
エネルギー消費最小化への取組
マネージメント会社が必要？

産官学民一致して目標を設定
　　　　〃　　　　　　活動ー実行
　　　　〃　　　　　　仲間を募る
　　　　〃　　　　　　目標達成するまであき
らめない
国・県の政策とも同機

街でのDX推進

デジタルデバイド解消への協力
スマートデバイス供出と普及協力
シェア型EV車普活用及協力
自動運転モビリティー普及協力
オンライン医療モデル対応協力
行政手続きのオンライン化
マイナンバーカード普及

５G通信基地局設置と普及
IT企業の協力
メディア戦略作成
自動運転モビリティー提供協力
医院側でのオンライン診療普及

国・県のDX施策協力支援
投資を呼び込むための市のリーダーシッ
プ支援必要

食とエネルギーの自給自足（レジリエンスな街）
循環型社会モデルを構築

食・エネルギーの需給調整協力
食流通（農家-個人）の変革への協力

EC・直売所をベースに流通を改革
規格外野菜などフードロスの最小化を目
指す
栽培漁業魚餌開発＆提供

レジリエンスなまちづくりを産官学民で実
行してゆく。議論の場の設定や役割につ
いて指導的な役割果たす。

ワーク①「協働」により取り組むべきこと

協働により進めるべき
取組の内容

各主体の役割

Bグループ

※黒字は事前意見、青字は事前意見に対するワーク時のコメントや補足意見、赤字はワーク時の新規追加意見です。

○孤独死が身近なところで発生している。今後

の高齢者増加を見据えると、自らも含めてあら

ゆる主体が対策に関わっていかないといけない。

○見守りにおいてはデジタル技術の活用余地

が大きい。行政の支援も得ながら積極的に活用

できるといい。

○今後の社会的課題解決には、知識だけでなく、

分析力やコミュニケーション力などを備えた人

材の育成・確保が重要。

○勝浦の地域資源を活かした人材育成機関を

オンライン中心の教育で運営。世界中から参加

可能とする。（徳島県モデル参考に）

○環境の取組にはデジタル技術の活用が欠か

せない。両者を切り離さず、一体的に推進して

いきたい。

○取り組みには企業の関わりが不可欠だが、勝

浦のコンパクトな人口規模を逆に活用し、実証

実験都市として売り込むことで、先進的な取り組

みを導入する可能性が広がる。

○企業に実験都市として選んでもらうには官民

協力したプロモーションが鍵。活動の前提として、

まずは住民のコンセンサスがポイントとなる。

○団塊世代が後期高齢者となりつつある今がデ

ジタル格差問題にとって大事な分岐点。

○お寺、郵便局など地域の拠点が格差解消に

貢献できる可能性を持っている。
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（注）各主体の役割は、役割がある欄を記入してください。（全部の主体を埋める必要はありません）

市民の役割 地域・団体・企業の役割 行政の役割

ワーク①「協働」により取り組むべきこと

協働により進めるべき
取組の内容

各主体の役割

Bグループ

※黒字は事前意見、青字は事前意見に対するワーク時のコメントや補足意見、赤字はワーク時の新規追加意見です。

つくる漁業の実現（水産資源の枯渇回避） 民間企業の参入促進

商店街の活性化（空き店舗活用など）

朝市の活性化 新しい出店者を歓迎する、周辺商店街と連携

移住を意識した魅力の発信 パンフレットつくりに参加、迎える姿勢 観光協会等による取組全体のコーディネート

介護人材不足の解消（武道大との介護人材マッ
チングなど）

武道大による卒業生・在校生の紹介

健康寿命延伸

移動困難者等の生活支援 移動スーパーの運行 移動スーパー運行支援

高齢者の見守り 郵便局との連携 寄り添いロボット普及支援

障害者が活躍するまちづくり 障害者雇用枠を使った新事業検討

地域の支え合い体制構築 地域コミュニティへの参加

自然環境の保全

リサイクルの推進
・リサイクル資源回収箱の設置
・市民への啓発

不動産業者が空き家処理手続きを市民に周知 移住者・起業者等への安価な提供

要支援者に対する災害時の支援体制強化
・避難場所・備蓄状況についての情報発
信
・プッシュ型避難の検討

英語・ITスキル教育の充実 学生・定年後の方が講師受託

市民のスポーツへの関心を高める

・武道大を拠点としたサークルを市民に開
放
・武道大が市民が参加できるスポーツイ
ベント開催

生涯学習の推進 文化サークルによる活動情報の広報強化 文化サークルへの広報手段提供

以下は、本ワークショップの第1回から4回までにみなさまからご意見のあった取組のなかから一部抜粋したものです。ご意見のなかに具体的に主体と役割の指摘があったものを記載しています。

空き家活用　空き家になる前に相談 空き家バンク登録
ワンストップでサービス、不動産業者と建築業など連携してよい物件を提供

津波など自然災害への対策

お寺と協力した避難場所の確保←市役所だけに集中することを避ける

○生活朝市としての性格が強く、人寄せ的な要

素はあまりないが、それが勝浦朝市の伝統であ

り、変える必要はない。

○一方、新しい出店者を排除する雰囲気はよく

ない。新規出店者を歓迎することで活性化して

ほしい。

○朝市だけでなく、周辺商店街とも連携すること

で、まち全体としての活性化を図りたい。

○移住者に向けたアピールへの市民の参加が

不十分。いすみ市はパンフレットつくりに市民が

参加し、移住検討者向けアピールがうまい。

○不動産業者、建築業者、行政が連携して、良

好な物件を提供するスタンスを徹底したい。それ

が評判となり移住者を呼び込む有力なアドバン

テージになり得る。

○移住者向けには「空き家」という呼び名がよく

ない。気持ちよく購入し住めるような呼称にした

い。

○東日本大震災のときに、避難者が市役所に殺

到して大混乱となった。今から、市内に60以上あ

るお寺を避難所として活用する方策を準備した

ほうがいい。
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優先すべきゴール
（プルダウン選択）

勝浦市で推進すべき理由 具体的な取組

1．貧困をなくそう
釣れた持ち帰れない魚、ふぞろいな野菜を
卸す

子ども食堂

1．貧困をなくそう 子供の貧困対策 市内数か所にフードバンク施設（お寺などを活用）を設置する
3．すべての人に健康と福
祉を

部大生と一緒にライフセービングを学ぶ ビーチクリーン、心肺蘇生、ビーチラン、スイム、ストレッチによる健康寿命を延ばす

3．すべての人に健康と福
祉を

豊かな自然と、お寺の多い地域であること
を活かして

コロナにより「心と体」のバランスが崩れ不調をきたす方が増加している。お寺によるマインドフルネスや自然と向き合い
「健体康心」を推進してゆく地域を創ってゆく。
今後福祉・介護人口にたいして労働人口が追いつかない状況となる。先ずは「健体康心」の為、DXを活用した未病対策
並びにオンライン医療を推進し健康長寿、併せてバイタルデータによる常時監視による体調管理モデルを作成してゆく。

4．質の高い教育をみんな 文化レベルの向上 生涯学習（お年寄りも子供も学べる）活動

4．質の高い教育をみんな
に

自然と海の豊かさに恵まれ、環境について
感じ考える環境があること。
子供の減少により更に廃校が進み、一学
年生徒数が極端に減少してゆく。高校が廃
校となり市内では高等教育が受けられな
い。

オンライン中心の高等専門学校「海と環境」学園（SEA）を創設する。又1か月程度のリアル学習を組み合わせ勝浦の自
然と生物の多様性、地学的見地からの地球を見ることなど学習してゆく。これから必要となる環境対策を考える国際人
財を育成してゆく。オンラインで世界中から参加可能とし、論文中心で意見を述べ合う授業形態としてゆく。今後求めら
れる人財として想像力・情報力・分析力・コミュニケーション力・論理表現力・国際力を鍛える。

6．安全な水とトイレを世界
中に

水道料金が最も高いことへの対策として
系統別水道利用データと水道使用量データをDATA学習し、IT活用行い漏れ箇所を検知し修繕してゆく。DX推進し検針・
事務などの効率を上げ移住者が増加しても対応可能なシステムを構築する。

7．エネルギーをみんなに
そしてクリーンに

再エネの推進 大手電力に頼らない地産地消エネルギーを。静岡県の取り組み参照

7．エネルギーをみんなに
そしてクリーンに

太平洋に面し、黒潮が近くに流れ、首都圏
に近い

浮体式洋上風力発電と海流発電の実証実験を推進。国の目指すクリーンエネルギー政策に貢献。既に稼働している
ソーラー発電の送電施設を活用してゆく。

8．働きがいも経済成長も サマータイムの導入 夏の朝が早い温暖な気候を活用する。就業後は繁華街でシエスタと夕食を喰らう。地域通貨（補助金）を廻す

8．働きがいも経済成長も
「グリーンスマートシティー」構想を目指し産
官学民共創して幸福な街づくりを目指して
ゆく。

目指すべき目標を創ることにより産官学民が協力し合ってモチベーションの高い活動を続けてゆく。自己実現を図る共通
のテーマによるコミュニティーを拡げ、働き甲斐を感じ併せて新産業モデル構築による経済成長も図ってゆく。

9．産業と技術革新の基盤
をつくろう

漁業の存続維持の為 漁業で子育てが出来る技術革新を（育てる漁業の導入）

9．産業と技術革新の基盤
をつくろう

産業無くて勝浦の発展、人口増は望めな
い。デジタル改革、働き方改革により適合
された職種の企業誘致を推進する。

廃校となった旧若潮高校、北中学校、郁文小学校、清海小学校等の利用を図る。（民間空き家を含め）
関係する中央省庁の窓口に相談する。

　

9．産業と技術革新の基盤
をつくろう

再生エネルギーとDX推進を行い持続可能
な新産業を構築する

再エネの地域電力会社（PPS)を設立、自然エネルギーでの自給自足を進め災害に強い街づくりを行う。
リモート化が進んだIT企業を誘致、IT人財を積極に受け入れ街のDX推進する。
洋上風力エリアを活用した、新しいDATA型栽培漁業を作り、若者達に魅力のある漁業モデルを創生する。

11．住み続けられるまちづく
りを

道路の保全 市役所・住民と協力して道路脇の草刈りごみ拾いを実施する

11．住み続けられるまちづく
りを

人口減少に歯止めをかける 市外からの移住促進・市内の若者が住み続けられる街づくり

11．住み続けられるまちづく
りを

同上 空き家や耕作放棄地の再利用

ワーク②「ＳＤＧｓの推進」Aグループ

（鈴木さんから） この会社は人材派遣、業務請負、福利厚生業務代行の会社で今後地方創生に注力していく。2020年本社を東京より淡路島に移転した。その理由は業務自体、デジタル化が進

み、対面での業務が少なくなったことから非首都圏への移転が実現した。移転したことにより、 ・緑あふれる自然に囲まれている ・子供のアレルギーがなくなった ・通勤でのストレスがなくなっ

た、こういったメリットを受け、社員の家族環境にもプラスの影響を与えた。又、ハードな残業も無くなり肉体的疲労も少なくなり食生活のリズムも代わり内面的にも健康的な環境が揃ってきた。地

域社会においてもレジャー施設や飲食店などを造り、地元住民の雇用と納税に貢献している。上記様々な理由により会社として不要な経費が無くなり、デジタル化で効率的な経営が実現した。

※黒字は事前意見、青字は事前意見に対するワーク時のコメントや補足意見、赤字はワーク時の新規追加意見です。

○根本的な問題として、産業

がなくては人口が増えない。

そして、コロナ禍の働き方改

革や、デジタル化など、勝浦

市の企業誘致にあたって

チャンスがきている。そこで、

廃校を活用するなどして、意

欲ある企業を勝浦市に誘致

できないか。税負担を軽減

するなどの誘致施策が考え

られる。戦後川崎製鉄を千

葉市に誘致した時も、５年間

の固定資産税免除を行った。
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優先すべきゴール
（プルダウン選択）

勝浦市で推進すべき理由 具体的な取組

ワーク②「ＳＤＧｓの推進」Aグループ

※黒字は事前意見、青字は事前意見に対するワーク時のコメントや補足意見、赤字はワーク時の新規追加意見です。

11．住み続けられるまちづく
りを

自然環境豊かで、地盤の強い丘陵地域を
活かす
海溝型津波による勝浦市想定死亡者は
2100名となっている

想像力が求められるIT企業＆社員を対象に移住して頂き、通信環境を整えると共にタウン化することで新たな付加価値
を創ってゆく。若い世代を増やし教育環境を整備し子育てに適した街づくりを目指す。
日本が直面している人口問題解決には地方創生が欠かせない。再生エネルギーやDX化を推進し地方創生の実証都市
にしてゆく。
津波対策として丘陵地域に新townを作りハザード地域住民を移転して頂く一方で、ハザード地域は公園、低速移動用道
路を整備し高齢者やサイクリストに優しく災害にも強くBCP環境で安心して暮らせる街づくりを目指す。

11．住み続けられるまちづく
りを

人口減少は一向に止まらないため

勝浦では人口の減少を軽減するために　SGDs の11-3　"2030年までに、だれも取り残さない持続可能なまちづくりをす
すめる。すべての国で、だれもが参加できる形で持続可能なまちづくりを計画し実行できるような能力を高める" を目的
とすることが妥当かと思うが、では具体的にどう行動を起こすかという点に関しては明白ではないかと思います。　本課
題は勝浦市の長年の課題かと思いますが、一向に進展していないように見受けられます。その理由は何なのでしょう
か。まずは持続可能なまちづくりを計画し実行できるような能力を高めるためには何が必要なのか、タスクフォースチー
ムを結成して、有識者を交えて本気になって議論・立案していく必要があるのではないでしょうか。何もしなければ勝浦は
将来どうなるか自明かと思います。

13．気候変動に具体的な対
策を

ゴミの減量を図り、太陽光発電増やし、安
全で安心して住み続けられるクリーンなま
ちづくりを図る

市民、企業及び地域団体の協力を仰ぐ。温暖化による気温及び海面の上昇、台風の大型化等具体的に市民に冊子等
で知らせる。

13．気候変動に具体的な対
策を

CO2発生を抑える再生エネルギーの拡大
を目指すと共に、市民の行動変容による
CO2排出削減を推進してゆく。

再エネの課題は不安定さにあり、電池や水素による蓄エネが同時に必要とされる。勝浦では自動車での移動も必須と
なっている。EV車の普及により蓄電と電力需給調整を行い町全体で再エネの有効活用を図ってゆく。2030年にはメガ
ソーラーのFITも終了することから、新たなビジネスモデルを作る必要がある。将来に向けたエネルギーと食の自給自足
はレジリエンスなまちづくりに必須となる時代が来る。

14．海の豊かさを守ろう

ー地元の基幹産業である漁業の持続・発
展を図るため
ー近年発展しつつある海洋観光の持続的
発展のため

ー勝浦の漁業の中心はかつてはカツオ漁、その後、サバ漁、スルメイカ漁という回遊魚に頼った漁業の変遷であった。
現在は回遊魚ではない地場のキンメ漁と磯根漁（イセエビ、サザエ、アワビ）が主流となって勝浦漁業がかろうじて維持
されています。回遊魚の減少は地場の力が及ばない地域での乱獲が主な原因で、要するに人的な原因でした。現在の
地場漁業を維持していくためには、地元の行政との関わりが最も重要になって来ています。漁業者は独自に資源維持に
努めてはいますが、行政の関与なしでは資源管理はもはや不可能な状況です。漁業者と行政との連携を強化し、地場
産業を維持するために地場資源をどう維持していくかについて行政からのこれまでにない支援体制を早急に打ち立てる
ことが肝要かと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー恵まれた勝浦の沿岸地形を生かした海洋観
光の発展は地元の漁業者の理解と協力にかかっています。両者がwin-winの関係にならないと持続的発展はあり得ま
せん。どうすればwin-winになるのか、漁業の後継者対策および地場資源の保全対策を絡めて検討する必要があるかと
思います。

14．海の豊かさを守ろう シーガラスを拾う シーガラス5枚でコーヒー１杯サービス（フードオーダー必須）を商店街で行う

14．海の豊かさを守ろう

世界的な魚消費が増加し海洋資源が減少
してゆく中、海の温暖化が進んでおり魚種
が変わり漁獲量の減少も見込まれる。勝
浦での漁業は歴史文化も長く、新しい時代
を迎え持続可能な漁業モデルの構築が必
要となる。

７、９項記述にあるように、浮体式洋上風力や海流発電エリアでのアンカー（岩礁）を活用した広域栽培漁業の実験検証
モデルを構築する。併せて魚餌もフードロス再生で提供してゆく。またDATA取得により海洋での影響や、魚種、魚密度、
成長、大型魚の成育など多面的に栽培漁業を捉えてゆく。
海水温度の上昇により、Co2吸収を助長するサンゴ定植も実証実験を行いグリーン対応の象徴としてゆく。将来への観
光資源となってゆくことにも繋がる。

15．陸の豊かさも守ろう

山、竹林の管理が疎かになってきており、
治水、災害、緑を守る観点からも喫緊の課
題となっている。
又農薬の影響による海洋資源への影響が
懸念され、後継者問題も含め持続可能な
農業への取組も必要と考える。

竹活用としてバイオ発電がある。竹は4年で伐採可能になるまで生育することから、1/4づつ伐採することにより持続可能
な発電モデルとなる。
また手入れされた竹林は観光資源としても活用可能となる。管理された山林ではなら枯れ防止や防災や水資源確保等
果たす役割は大きい。グリーンシティーを目指すためにも必須と考える。
農業後継者については全国的規模の課題となっているが、半農半Xなどデュアルワークを推進し移住者を呼込むと共に
将来持続可能な農業モデルの構築してゆく。地産地消型ビジネスモデルを構築し、六次化モデルを実行してゆく。

17．パートナーシップで目標
を達成しよう

漁業・農業・観光業・商店など地域産業の
縦割型モデルからそれぞれの強みを活か
した、横断的なモデルを構築してゆく必要
がある。

産官学民総出で持続可能な勝浦の未来を考え実行に移してゆく。市民も参加し勝浦SDGｓを創ってゆく。
国内約1000ある小規模自治体（3万人以下）は極端な少子高齢化が進んできており喫緊の課題となっている。勝浦でグ
リーン＆スマート街づくり政策の実証実験を進めてゆくことにより持続可能な地方創生となり、若者たちと高齢者が共栄
できる街としてゆく。このモデルを他地域へトランスファーすることにより持続可能な日本となることと期待する。

○海の豊かさもここにつな

がっていく。漁村、漁業を維

持するためには、資材調達

など様々な周辺産業がつい

てくる。人口が減少すると、

こうした周辺産業が全部駄

目になってしまう。

水産業の持続可能性を確保

するためには、海洋観光と

の連携、協働が大事である。

これを進めない限り、水産業

の維持、人口減少に歯止め

がかからない。

○刈った草や落ち葉などは、

本市では一般ごみとして捨て

るが、草とか枯れ葉は自然に

返るので、CO2を出して燃や

す必要があるか疑問を感じて

いる。

他市では、刈った草や落ち葉

を集め、それを集めて堆肥に

し、必要な人に渡す仕組みが

ある（総研注：例として野田市

の堆肥センター）。移住者は、

無農薬野菜を作りたいという

志がある。そのとき、堆肥の

原料となる落ち葉をどこから

持ってくるかが難しい。自分で

落ち葉拾いをするしかない。こ

こで、落ち葉や刈草を堆肥用

に（または堆肥として）もらえる

場所があると嬉しい。土地が

あまり広くないけど一戸建て

で家庭菜園やっているような

方は、葉っぱ集めるのが大変

である。
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優先すべきゴール
（プルダウン選択）

勝浦市で推進すべき理由 具体的な取組

ワーク②「ＳＤＧｓの推進」Aグループ

※黒字は事前意見、青字は事前意見に対するワーク時のコメントや補足意見、赤字はワーク時の新規追加意見です。

11．住み続けられるまちづく
りを

妻の友人で、「いすみ、勝浦、鴨川を移住先として考えていて、できれば勝浦がよい」というような話をしていた人が、知っ
ているだけで２件あった。しかし、結局移住先として勝浦を選ばなかった。理由は、勝浦市にはファミリー向けの賃貸物件
が乏しく、良い移住物件が見つからなかったためである。武道大生向けの賃貸物件は一杯あるが、ファミリー向けは少
ない。空き家バンク等で良い物件を紹介できれば、受け皿になれた。

14．海の豊かさを守ろう

海を汚さないわかしお石鹸（市販の合成洗剤が家庭排水で海に流れ海産魚に悪影響を与えている状況を危惧し、漁師
らの生活の糧である海を守ろうとの思いから、JF全漁連が普及を推進している天然石けん）というものがあり、この製作
者の兄が、勝浦の鵜原でアワビの養殖をしている。合成洗剤によってアワビの奇形が発生していたが、合成洗剤を石鹸
に変えたら、アワビの奇形が出なくなったそうである。合成洗剤を石鹸に変えれば、プランクトンレベルで海洋環境が改
善する。学校給食の廃油をリサイクルして石鹸にするなど、リサイクル石鹸が流行っているが、こうした石鹸利用の取組
をもっと広げていけると良い。

13．気候変動に具体的な対
策を

勝浦市焼却場でゴミ焼却の熱エネルギー
の再生利用を図る

参考　近くの休耕地にビニールハウスに熱エネルギーを供給し果実、農作物の栽培、温水による魚の養殖、温水プール
等

13．気候変動に具体的な対
策を

興津港は避難港と位置付けされており、港
湾管理者は千葉県。大型台風による暴風
雨により房総半島が寸断された際、緊急輸
送路の整備、港湾漁港施設の整備、人員・
緊急物資・復旧用機器・資材等輸送の機
能を確保するために、防災拠点港湾・防災
港湾を目指し耐震強化岸壁等の整備を図
る。耐震岸壁は外房の港にはなく、現在館
山港と犬吠埼南の名洗港にあり、その中
間点が勝浦港、興津港である。耐震岸壁
は背後地に防災機能整備し、災害時以外
は船舶よりの物流による基地として水産物
の安定供給を図る。

行政が中心になり市民・関係団体によるシンクタンク又、ワーキンググループを立ち上げる。
国土強靱化計画、地方創生、南房総防災基地として進める。
港は避難港・防災機能のある基地の他に海洋レクリエーション拠点として大型クルーザーの保管出来るヨットハーバー
の整備を図る。
将来はスポンサーを募り伊豆七島オーシャンレールも可能。

9．産業と技術革新の基盤
をつくろう

国の施策である地方創生、強靱化計画、
都市と地方格差是正を総合的に検討し勝
浦市に住み続けられるまちづくり計画を立
案する・

水産業の発展
1．現状では魚介類の水揚げ量増は期待できない、現状の外来船誘致の拡大、遠洋漁業船の誘致     2．地球温暖化に
よる台風の大型化及び地震により南房総が寸断され早期復興、復旧を行う必要があり機材、資材、生活物資等は海上
輸送に頼らざるを得ないため、耐震岸壁を新設する    3．港の規模を拡大することにより冷凍貨物船、内航コンテナ船に
よる物流で水産物の取り扱いをする　　4．水産物受け皿の整備　冷蔵庫、加工設備、仲買の育成等

SDGｓはそれぞれ関連しあっている。全ての施策について、それぞれＳＤＧｓを意識することが大事。勝浦としてのまちの
持続性を認識していくことが重要である。

46/49



優先すべきゴール
（プルダウン選択）

勝浦市で推進すべき理由 具体的な取組

1．貧困をなくそう 釣れた持ち帰れない魚、ふぞろいな野菜を卸 子ども食堂
1．貧困をなくそう 子供の貧困対策 市内数か所にフードバンク施設（お寺などを活用）を設置する
3．すべての人に健康と福祉を 部大生と一緒にライフセービングを学ぶ ビーチクリーン、心肺蘇生、ビーチラン、スイム、ストレッチによる健康寿命を延ばす

3．すべての人に健康と福祉を
豊かな自然と、お寺の多い地域であることを
活かして

コロナにより「心と体」のバランスが崩れ不調をきたす方が増加している。お寺によるマインドフルネスや自然と
向き合い「健体康心」を推進してゆく地域を創ってゆく。
今後福祉・介護人口にたいして労働人口が追いつかない状況となる。先ずは「健体康心」の為、DXを活用した
未病対策並びにオンライン医療を推進し健康長寿、併せてバイタルデータによる常時監視による体調管理モデ
ルを作成してゆく。

4．質の高い教育をみんなに 文化レベルの向上 生涯学習（お年寄りも子供も学べる）活動

4．質の高い教育をみんなに

自然と海の豊かさに恵まれ、環境について感
じ考える環境があること。
子供の減少により更に廃校が進み、一学年
生徒数が極端に減少してゆく。
高校が廃校となり市内では高等教育が受け
られない。

オンライン中心の高等専門学校「海と環境」学園（SEA）を創設する。又1か月程度のリアル学習を組み合わせ
勝浦の自然と生物の多様性、地学的見地からの地球を見ることなど学習してゆく。これから必要となる環境対
策を考える国際人財を育成してゆく。オンラインで世界中から参加可能とし、論文中心で意見を述べ合う授業
形態としてゆく。今後求められる人財として想像力・情報力・分析力・コミュニケーション力・論理表現力・国際力
を鍛える。

6．安全な水とトイレを世界中に 水道料金が最も高いことへの対策として
系統別水道利用データと水道使用量データをDATA学習し、IT活用行い漏れ箇所を検知し修繕してゆく。DX推
進し検針・事務などの効率を上げ移住者が増加しても対応可能なシステムを構築する。

7．エネルギーをみんなに そし
てクリーンに

再エネの推進 大手電力に頼らない地産地消エネルギーを。静岡県の取り組み参照

7．エネルギーをみんなに そし
てクリーンに

太平洋に面し、黒潮が近くに流れ、首都圏に
近い

浮体式洋上風力発電と海流発電の実証実験を推進。国の目指すクリーンエネルギー政策に貢献。既に稼働し
ているソーラー発電の送電施設を活用してゆく。

8．働きがいも経済成長も サマータイムの導入 夏の朝が早い温暖な気候を活用する。就業後は繁華街でシエスタと夕食を喰らう。地域通貨（補助金）を廻す

8．働きがいも経済成長も
「グリーンスマートシティー」構想を目指し産官
学民共創して幸福な街づくりを目指してゆく。

目指すべき目標を創ることにより産官学民が協力し合ってモチベーションの高い活動を続けてゆく。自己実現を
図る共通のテーマによるコミュニティーを拡げ、働き甲斐を感じ併せて新産業モデル構築による経済成長も
図ってゆく。

9．産業と技術革新の基盤をつ
くろう

漁業の存続維持の為 漁業で子育てが出来る技術革新を（育てる漁業の導入）

9．産業と技術革新の基盤をつ
くろう

産業無くて勝浦の発展、人口増は望めない。
デジタル改革、働き方改革により適合された
職種の企業誘致を推進する。

廃校となった旧若潮高校、北中学校、郁文小学校、清海小学校等の利用を図る。（民間空き家を含め）
関係する中央省庁の窓口に相談する。

9．産業と技術革新の基盤をつ
くろう

再生エネルギーとDX推進を行い持続可能な
新産業を構築する

再エネの地域電力会社（PPS)を設立、自然エネルギーでの自給自足を進め災害に強い街づくりを行う。
リモート化が進んだIT企業を誘致、IT人財を積極に受け入れ街のDX推進する。
洋上風力エリアを活用した、新しいDATA型栽培漁業を作り、若者達に魅力のある漁業モデルを創生する。

11．住み続けられるまちづくりを 道路の保全 市役所・住民と協力して道路脇の草刈りごみ拾いを実施する

11．住み続けられるまちづくりを 人口減少に歯止めをかける 市外からの移住促進・市内の若者が住み続けられる街づくり

11．住み続けられるまちづくりを 同上 空き家や耕作放棄地の再利用

ワーク②「ＳＤＧｓの推進」Bグループ

（鈴木さんから） この会社は人材派遣、業務請負、福利厚生業務代行の会社で今後地方創生に注力していく。2020年本社を東京より淡路島に移転した。その理由は業務自体、デジタル化が

進み、対面での業務が少なくなったことから非首都圏への移転が実現した。移転したことにより、 ・緑あふれる自然に囲まれている ・子供のアレルギーがなくなった ・通勤でのストレスがなく

なった、こういったメリットを受け、社員の家族環境にもプラスの影響を与えた。又、ハードな残業も無くなり肉体的疲労も少なくなり食生活のリズムも代わり内面的にも健康的な環境が揃ってき

た。地域社会においてもレジャー施設や飲食店などを造り、地元住民の雇用と納税に貢献している。上記様々な理由により会社として不要な経費が無くなり、デジタル化で効率的な経営が実

現した。

※黒字は事前意見、青字は事前意見に対するワーク時のコメントや補足意見、赤字はワーク時の新規追加意見です。

○海岸線の長い日本では洋

上風力と海流を利用した発

電が有力。特に黒潮が近海

を流れる勝浦のポテンシャ

ルは高い。

○発電設備だけでなく、EV

シフトなど需要側の変化も含

めた社会全体の再エネ仕様

化改革が必要。

○静岡県では再エネの地産

地消が進んでいる。勝浦市

単独でなくとも、夷隅郡市と

して推進できないか。

○地元の歴史・文化につい

ての理解が充分とはいえな

い。

○安定・持続的な収入の確

保できる漁業に必要。

○市役所だけでは対応が困

難。近隣市民との協力が必

要。

○観光客の受け入れ面から

も、重要な課題。
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優先すべきゴール
（プルダウン選択）

勝浦市で推進すべき理由 具体的な取組

ワーク②「ＳＤＧｓの推進」Bグループ

※黒字は事前意見、青字は事前意見に対するワーク時のコメントや補足意見、赤字はワーク時の新規追加意見です。

11．住み続けられるまちづくりを

自然環境豊かで、地盤の強い丘陵地域を活
かす
海溝型津波による勝浦市想定死亡者は2100
名となっている

想像力が求められるIT企業＆社員を対象に移住して頂き、通信環境を整えると共にタウン化することで新たな
付加価値を創ってゆく。若い世代を増やし教育環境を整備し子育てに適した街づくりを目指す。
日本が直面している人口問題解決には地方創生が欠かせない。再生エネルギーやDX化を推進し地方創生の
実証都市にしてゆく。
津波対策として丘陵地域に新townを作りハザード地域住民を移転して頂く一方で、ハザード地域は公園、低速
移動用道路を整備し高齢者やサイクリストに優しく災害にも強くBCP環境で安心して暮らせる街づくりを目指
す。

11．住み続けられるまちづくりを 人口減少は一向に止まらないため

勝浦では人口の減少を軽減するために　SGDs の11-3　"2030年までに、だれも取り残さない持続可能なまち
づくりをすすめる。すべての国で、だれもが参加できる形で持続可能なまちづくりを計画し実行できるような能力
を高める" を目的とすることが妥当かと思うが、では具体的にどう行動を起こすかという点に関しては明白では
ないかと思います。　本課題は勝浦市の長年の課題かと思いますが、一向に進展していないように見受けられ
ます。その理由は何なのでしょうか。まずは持続可能なまちづくりを計画し実行できるような能力を高めるため
には何が必要なのか、タスクフォースチームを結成して、有識者を交えて本気になって議論・立案していく必要
があるのではないでしょうか。何もしなければ勝浦は将来どうなるか自明かと思います。

13．気候変動に具体的な対策
を

ゴミの減量を図り、太陽光発電増やし、安全
で安心して住み続けられるクリーンなまちづく
りを図る

市民、企業及び地域団体の協力を仰ぐ。温暖化による気温及び海面の上昇、台風の大型化等具体的に市民
に冊子等で知らせる。

13．気候変動に具体的な対策
を

CO2発生を抑える再生エネルギーの拡大を
目指すと共に、市民の行動変容によるCO2排
出削減を推進してゆく。

再エネの課題は不安定さにあり、電池や水素による蓄エネが同時に必要とされる。勝浦では自動車での移動
も必須となっている。EV車の普及により蓄電と電力需給調整を行い町全体で再エネの有効活用を図ってゆく。
2030年にはメガソーラーのFITも終了することから、新たなビジネスモデルを作る必要がある。将来に向けたエ
ネルギーと食の自給自足はレジリエンスなまちづくりに必須となる時代が来る。

14．海の豊かさを守ろう

ー地元の基幹産業である漁業の持続・発展を
図るため
ー近年発展しつつある海洋観光の持続的発
展のため

ー勝浦の漁業の中心はかつてはカツオ漁、その後、サバ漁、スルメイカ漁という回遊魚に頼った漁業の変遷で
あった。現在は回遊魚ではない地場のキンメ漁と磯根漁（イセエビ、サザエ、アワビ）が主流となって勝浦漁業
がかろうじて維持されています。回遊魚の減少は地場の力が及ばない地域での乱獲が主な原因で、要するに
人的な原因でした。現在の地場漁業を維持していくためには、地元の行政との関わりが最も重要になって来て
います。漁業者は独自に資源維持に努めてはいますが、行政の関与なしでは資源管理はもはや不可能な状況
です。漁業者と行政との連携を強化し、地場産業を維持するために地場資源をどう維持していくかについて行
政からのこれまでにない支援体制を早急に打ち立てることが肝要かと思います。
ー恵まれた勝浦の沿岸地形を生かした海洋観光の発展は地元の漁業者の理解と協力にかかっています。両
者がwin-winの関係にならないと持続的発展はあり得ません。どうすればwin-winになるのか、漁業の後継者対
策および地場資源の保全対策を絡めて検討する必要があるかと思います。

14．海の豊かさを守ろう シーガラスを拾う シーガラス5枚でコーヒー１杯サービス（フードオーダー必須）を商店街で行う

14．海の豊かさを守ろう

世界的な魚消費が増加し海洋資源が減少し
てゆく中、海の温暖化が進んでおり魚種が変
わり漁獲量の減少も見込まれる。勝浦での漁
業は歴史文化も長く、新しい時代を迎え持続
可能な漁業モデルの構築が必要となる。

７、９項記述にあるように、浮体式洋上風力や海流発電エリアでのアンカー（岩礁）を活用した広域栽培漁業の
実験検証モデルを構築する。併せて魚餌もフードロス再生で提供してゆく。またDATA取得により海洋での影響
や、魚種、魚密度、成長、大型魚の成育など多面的に栽培漁業を捉えてゆく。
海水温度の上昇により、Co2吸収を助長するサンゴ定植も実証実験を行いグリーン対応の象徴としてゆく。将
来への観光資源となってゆくことにも繋がる。
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優先すべきゴール
（プルダウン選択）

勝浦市で推進すべき理由 具体的な取組

ワーク②「ＳＤＧｓの推進」Bグループ

※黒字は事前意見、青字は事前意見に対するワーク時のコメントや補足意見、赤字はワーク時の新規追加意見です。

15．陸の豊かさも守ろう

山、竹林の管理が疎かになってきており、治
水、災害、緑を守る観点からも喫緊の課題と
なっている。
又農薬の影響による海洋資源への影響が懸
念され、後継者問題も含め持続可能な農業
への取組も必要と考える。

竹活用としてバイオ発電がある。竹は4年で伐採可能になるまで生育することから、1/4づつ伐採することにより
持続可能な発電モデルとなる。
また手入れされた竹林は観光資源としても活用可能となる。管理された山林ではなら枯れ防止や防災や水資
源確保等果たす役割は大きい。グリーンシティーを目指すためにも必須と考える。
農業後継者については全国的規模の課題となっているが、半農半Xなどデュアルワークを推進し移住者を呼込
むと共に将来持続可能な農業モデルの構築してゆく。地産地消型ビジネスモデルを構築し、六次化モデルを実
行してゆく。

17．パートナーシップで目標を
達成しよう

漁業・農業・観光業・商店など地域産業の縦
割型モデルからそれぞれの強みを活かした、
横断的なモデルを構築してゆく必要がある。

産官学民総出で持続可能な勝浦の未来を考え実行に移してゆく。市民も参加し勝浦SDGｓを創ってゆく。
国内約1000ある小規模自治体（3万人以下）は極端な少子高齢化が進んできており喫緊の課題となっている。
勝浦でグリーン＆スマート街づくり政策の実証実験を進めてゆくことにより持続可能な地方創生となり、若者た
ちと高齢者が共栄できる街としてゆく。このモデルを他地域へトランスファーすることにより持続可能な日本とな
ることと期待する。

市民が市民に対してSDGｓ目標の各分野につ
いて講座、ワークショップで知見を提供する

○市内には各分野の知見を

備えた人が多くいる。市民が

自主的にSDGｓについて学べ

る講座を開設して、市民同士

で意識を高めていけるような

仕組みをつくれないものか。
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