
光市記者発表資料

平成 27年 11月 4日

:1平成 27年度地方創生実践塾(山口県光市)

1 日時

平成 27年 11月 11日(水)から 13日(金)まで

2 場所

地域づくり支援センター ほか

3 概要

( 1 ) 実践塾について

本事業は、一般財団法人地域活性化センターが実施するもので、地方

自治体職員や地域づくり活動に関わる人々に地域創生の具体的事例を学

ぶ機会を提供することを目的としています。

光市での開催にあたっては、 「コミュニティ・スクールの推進による

内| 地方創生」をテーマとして、 「地域のみんなが、子どもと関わり、見守

り、支え、応援していく、地域と連携した学校づくり」について、推進

の考え方等の講義や、関係者によるパネルディスカッション、浅江中学

校生徒の発表、市内各中学校の実践発表、浅江中学校見学、参加者によ

るグループワーク等を行う予定です。

( 2 ) 内容(詳細は別紙参照)

11月 11日(水) 12日(木) 13日(金)

9:00"-' 9:00"-' 
午| 【地域づくり支援センター] 【地域づくり支援センター]

-各中学校のコミュニテ -グループワーク
ィ・スクールの取組発表 -グループワーク発表

容| |前| / -総括

-閉講式

12:00終了予定

13:00"-' lmo~【浅江中学校]
午| 【地域づくり支援セント] -学校見学

-開講式

-基調講演 15:30"-' 
慌ノイシ I・パネノレディスカッション 【地域づくり支援セント】

-講義 -グループワーク

「光市の取り組み」等

問
合
せ

担当課・係 光市教育委員会学校教育課

担当者 課長石丸義臣 (TEL 0833 -74 -3602 ) 
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閣議議..パネルヂィ兵掬明シ昌訪 11/11 

霜川宜幸氏山口大学教育学部教授

くプロフィール> .璽彊
中学校教諭、教育委員会指毒事主事、?土教主事等を歴

任後、山口大学勤務。研究領域は社会教育、家庭教

文部科学省のコミョニティ・スクール推進の背景、生涯学習・社会
i教育の観点からのコミュこティ・スタャルの現状と課題など11:ついて
i学び、学校を核としだ地方創生め可能性を傑lります。

φ光市の取り組みについて

石丸 義臣氏光市教育委員会学校教育課長

.浅江中学の取り組みについて

i育、学校・家庭・地域社会の連携等。光市のコミュニィ・
スクールに関する研究に、当初からアドバイザーとして

生徒代表によるプレゼンテーション
末悶 誠 氏同校校外コーディネーター

伊藤 幸子氏浅江中学校校長

ml 
t副

電話

関わる。

出口事久氏北海道大学学務部長 | 

くプーレ> I!盟調|
文部科学省職員左して主lこ生涯学習・社会教育を

関 1 rr'1 1"1 下"'1 内I~ ー-ぐオ
ぷ÷ う怖商万愈特幣短卦譲合 ~' 

嗣ヨイ炉繭jル州ゆ凶ド陶守ト凶サ一一Di!ii~一1刊叫川叩l川川明川j川川川川1川川附目川附川It川川J"刊ハ州j川川川l日川

.悦フイ~)ルレドワ}クφ{光市立の全中学校区代表者との意見受換)
; 光市立の全5中学校m代表がk会揚に集合lし、各!中学秘区のコミユ

同オ

担当し、平成25、26年度は学校運営支援企画官とし
て、コミュニティ・スクーノレ等を担当し、普及・啓発を
図った。 I三ティ・スクールの取組Z量発表しま言。各地域の特色を生かし伝取組

iの現状と課題を体験し、意見知1良で疑問点を解決してください。

木本育夫氏
〈プロフィール>

光和ミユニティ・スクーJ旧ンタヲタ1

平成21~25年度まで浅江中学校長として、コミュニ I 
ティ・スクールを立ち上げ、現在の姿にまで.て上げた。 l
現在光市のコミュユティ・スクールコンダクグーとして、
各学柱の指導に奔走している。~-~， I 

金子功一氏浅江中判長区統括コーディネータ一|

:・フィールドワーク②(浅江中学校訪問〕
潟市コミョニティ・スクール第t号である浅}正中学校を訪問しま

す。 nいつ行ってち地域の誰かが学校でF何かをfレてしIるJとlいう学校
の雪囲気と、子とちが学151そJ<:I:で地域の人ち学んでいるという様亭を

l 体験してください。

浅江地区コミュニティ協議会福祉部長''''''''1 r-' 1"''''1 t"'l "'1 i吋 F明寸 F吋 「噌寸 ...... 寸 r-'1 戸内

くプロフィール> I I詞ダルーずl事由?
平成24年度から浅江小学校のコミュニティ・スク}ノレ

推進委員会委員として設置に向けて奔走。平成26年 l 
皮本格実施からは、校外コ}ディネーターとして、地区 l
コミュニティ協議会や各団体等と学校をきめ細かく、そ

11/12. 13 

して優しくつなぐ役として活厩中。

講義・フィールドワークを通し七、主任講師から与えBれ正課題に(
|ついて解決策をグループで協議1・発表、講評。地域の課題解決の糸口!
iがきっとみつかるはすです"

砂詳しくは裏面をご覧ください

地域支援課 (干103，-1027東京都中央区日本橋2-3-4日本橋プラザピノレ13階)

FAX 03N5202・0755 E-mail:chiiki@jcrd.jp 

主催: (一財〉地域活性化センター 共催:光市、光市教育委員会 後援:内閣府、総務省、山口県、山口県教育委員会
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11月11目(水)
13:00 開講式

13:15 地方創生の取組み(光市企画調整諜)

14:00 基調講演
北海道大学学務部長出口寿久氏

14:45 パネノレディスカッション
霜川氏、出口氏、木本氏、金子氏

16:00 光市の取り組み(講義①)
光市教育委員会学校教育課長石丸義臣氏

16:30 浅江中学校の取り組み(講義@)
生徒代表によるプレゼンテーション

同校校外コーディネーター末岡誠氏

浅江中学校長伊藤幸子氏 (17:15終了)

11月12日(木)
9:00 フィールドワーク①

光市5校区の関係者が一堂に集まり発表&意見交換

13:30 フィーノレドワーク②
浅江中学校訪問

15:30 グノレーフnワーク

18:00 交流会

11月13日(金)

綿綿斡宵mt需g品
圃参加申込書に必要事項をご記入

| のうえ、 FAX、またはメールにで
下記宛てお申込みください

FAX: 03-5202-0755 
: E-mail: chiiki@jcrd.jp 

i取
|圃電車でお越しの場合

| ①JRIJJ陽新幹綜徳山駅下車、

@JR山|場本親上り(岩国方面)で]R光駅下車

l@徒歩で約45分(約3km)

| ※光駅~会場聞は送迎パス運行予定

1.車でお越しの場合

9:00 グソレープワーク&発表

11:20 総括(主任講師霜川正幸氏)

12:00 閉E存 (11:50~開講式)

l 山陽自動車道

【広島方面から]熊毛IC下車 約12km(約20分)

[ [九州方面から]徳山東IC下 車 約15klll(約20分)
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聞お申込みにあたって【必ずご確認願います】
・受講に際し、賛助会費(参加費)10，000円をご負担いただきます。参加者は賛助会費(参加費)をお支払いただくこと

により、地域活性化センターの賛助会員となり、本事業以外にも一定のサービスを受けていただくことができるように
なります。詳細はホームページをご確認ください。

-開催地(山口県光市)までの往復交通費、宿泊費、交流会費等は別途ご負担ください。

'2日目 (11/12)の昼は弁当を用意します。また夜は、講師等を交えての受流会を開催します。弁当及び交流会参加
希望の有無を申込書にご記入願います。

-お申込み確認、後、 E-mail(ない場合はFAX)にてご連絡いたします。お申込み後、 1週間を過ぎても連絡がない場合
は、お手数ですが、電話にてお問い合わせください。

・天候不良や最小催行人数に満たない場合、研修を中止する場合があります。

園地方創生実践塾(山口県光市)参加申込書 FAX03-5202-0755 
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