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令和４年度ふるさとひょうご創生塾第２５期生の卒塾式について 

●発表の概要 

兵庫県では、地域の絆、助け合いの大切さを学んだ「阪神淡路大震災」を契機として、活力あるふる

さと兵庫づくりのため、その中心となる「地域活動のリ－ダ－や担い手」を養成することを目的として、

平成８年度に「ふるさとひょうご創生」を開塾しました。創生塾では、「地域課題やグル－プ運営・会議

運営・問題解決のノウハウ」などを参加体験型中心の講座で学び、その上でチームを作って実践活動を

自ら企画・実施し、実際の地域活動に応用できる力を身に付けます。 

令和２年度に卒塾した２４期生までで６２０名の「ふるさとひょうご創生マイスター」を輩出し、多

くの卒塾生が塾での学びを活かし、県内各地で、まちづくり、防犯、防災、子育て、高齢者福祉、健康、

環境等幅広い分野でリーダーとして地域活動に取組み、「兵庫の地域創生」に貢献しています。 

この度、令和３年５月入塾し、２年間の塾生活を修了する１０名（男性８名、女性２名）に対して修

了証の授与を行う卒塾式を３月１１日（土）に、下記の通り行います。 

なお、ふるさとひょうご創生塾は第２５期生の卒塾をもって閉塾となります。 

記 

 １．日   時   令和５年３月１１日（土）１３：３０～１４：３０ 

 ２．場   所   兵庫県公館 第１会議室（３階） TEL078-362-3823 

                      神戸市中央区下山手 4-4-1【ＪＲ元町駅直近・地下鉄県庁前直近】 

 ３．参 加 者   卒塾生・塾生ＯＢ、ふるさとひょうご創生塾企画運営委員ほか 

 ４．内   容   （式次第） 

 13:30      開会 

           13:30      国歌演奏 

           13:31～13:45  2 年間の軌跡上映 

 13:45～15:55   修了証授与    

           13:55～14:00   精勤賞授与    

           14:00～14:05   式 辞      

 14:05～14:10   祝 辞      

           14:10～14:15   来賓紹介     

           14:15～14:20  卒塾生に贈る歌  

14:20～14:25  卒塾生代表挨拶  

           14:30      記念撮影・閉 会 

５．問合せ先 

  （公財）兵庫県生きがい創造協会 ふるさとひょうご創生塾事務局 

  〒650-0044  神戸市中央区東川崎町 1-1-3（神戸クリスタルタワー６階生涯学習情報コーナー内） 

  TEL  078-360-9015   FAX   078-360-9016 

 



 

 

≪参    考≫ 

１．ふるさとひょうご創生塾の概要 ・・・・・・・・・ 別紙１の通り 

２．ふるさとひょうご創生塾の趣旨と運営の考え方 ・・ 別紙２の通り 

３．学習内容等 

分 類 導入講座 基礎講座 実践講座Ⅰ 実践講座Ⅱ 

年 次 １年次 ２年次 

 ５～６月 ７～１１月 １２月～翌々年３月 

ね ら い 創生塾の趣旨の

理解と人間関係

づくり 

地域づくりに必要な

視点を学ぶ 

地域活動のリ－ダ

－・担い手としての

資質・基礎能力を育

成 

活動企画書の作成や専

門分野（応用力）能力の

スキルアップ 

カリキュラム

の内容 

２年間の塾生活
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い、塾生同士の

交流を図る 

現下の地域課題（高
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状やコミュニティ・

ＮＰＯ等時代の流れ

を学ぶ 

グループ運営・問題

解決・コミュニケー
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のスキルについて参

加体験的に学ぶ 

市民活動に必要な知識

やスキルを学ぶととも

に、グループでの実践活

動・体験により「地域活

動運営力」の向上を図る 

 

※学習形態 

講師の一方的な講義形式ではなく、少人数グループでの討議・ワークショップなど参加体験型の学習

形式を多用 

 

※ 第２５期卒塾生の実践活動内容（概要） ・・・・・・ 別紙３の通り 

※ 第２５期生１年次カリキュラム  ・・・・・・・・・ 別紙４の通り 

※ 第２５期生２年次カリキュラム  ・・・・・・・・・ 別紙５の通り 

※ ふるさとひょうご創生塾運営体制（企画運営委員等）・・ 別紙６の通り 

 

 



(別紙 1) 

         「ふるさとひょうご創生塾」の概要     令和 5 年 2 月 

１．趣  旨 
２１世紀の成熟社会においては、様々な地域に多様な文化と暮らしが息づく豊かな地域社会づくりをめ 

ざして、県民一人ひとりが自由に発想し、自主的、自律的に責任を持って行動する中で、地域の魅力を高 

めていくことが大切である。そこで地域の課題解決のための「志」や地域にある資源をつなぐ「視点と力」、

課題解決のための「専門的力」、魅力ある「リーダーシップ」を持った、ふるさとづくりの「新しい地域

リーダー」を育成するため、「ふるさとひょうご創生塾」を平成８年度に開塾した。開塾以降令和２年度

末の２４期生まで６２０人を送り出し、その卒塾生の多くが≪ふるさとひょうご創生マイスター≫として

県内各地域で様々な地域活動に取り組んでいる。 
 

２．塾の概要 

（１）対 象 まちづくりや環境保全に関心を持ち、ＮＰＯ・ボランティア等、各種の地域活動実践者及び実

践を志す人で地域づくりのための専門的知識を学び、地域づくり活動のリーダーとして活動できる

人（県内に在住、または在勤・在学する者で年齢・男女は問いません） 
 
（２）塾の期間  ２カ年（約１８０時間＋実践活動） 
 

（３）塾生（定員３０名程度）          ※ 卒塾生総数 ６２０名【第１期～第２４期】 

第１期卒塾生 31 名  第２期卒塾生 36 名 第３期卒塾生 27 名 第４期卒塾生 30 名 第５期卒塾生 38 名 

第６期卒塾生 38 名 第７期卒塾生 40 名 第８期卒塾生 33 名 第９期卒塾生 25 名 第 10 期卒塾生 33 名 

第 11 期卒塾生 26 名 第12期卒塾生30名 第 13 期卒塾生 25 名 第14期卒塾生24名 第 15 期卒塾生 22 名 

第 16 期卒塾生 23 名 第17期卒塾生17名 第 18 期卒塾生 22 名 第19期卒塾生21名 第 20 期卒塾生 2０名 

第 21 期卒塾生１３名 第22期卒塾生16名 第 23 期卒塾生 14 名 第24期卒塾生16名  

 

    ※令和４年度第 25 期生卒塾生 10 名  第 25 期生卒塾生を含めると総数 630 名 

 

（４）学習形態の特徴（塾としての位置づけの基本） 

  講師や塾生が相互にディスカッションできるグループ単位でのゼミナール方式の講座を多用し、自己表現

の手法やコミュニケーション能力・グループ運営手法等を実践的に学ぶ。 
 
（５）学習内容    

1 年次  主に、基礎講座、地域の課題・コミュニケーション手法・グループ運営等を学ぶ実践講座 

を通し実践活動に繋がる能力を高める。 

    ２年次  市民活動・ＮＰＯ活動に必要な基礎知識の学びや現場体験を行うほか、グループで実践活動 

の企画を練り、地域を選択、調整し活動を行い、報告会で成果・反省・今後への課題等につい 

て発表し塾生間で共有、卒塾後の活動に活かす。 
 
（６）学習日時   

原則として１年次は毎月第２・第３土曜日、２年次は第４土曜日の１０時から１６時 

（７）講座開催場所 神戸クリスタルタワー内ボランタリープラザセミナー室、男女共同参画センター 他 
 
（８）修了認定 ２カ年を通じ講座を概ね２/３以上受講し、かつ実践活動で一定の成果を収めた者に対して

≪ふるさとひょうご創生マイスター≫として、修了証を交付する。 
 
（９）受講料  ３０，０００円/年額（別途２年次の実践活動に要する経費） 
 
（１０）運営体制 

 ○ 運営主体    （公財）兵庫県生きがい創造協会 

 ○ 塾の企画・運営 塾長、企画運営委員（学識経験者や実践家、地域活動の専門家で構成） 

 ○ 塾     長 １年次：小畠 寛（元西播磨県民局長） 

           ２年次：林 省吾（（公財）兵庫県生きがい創造協会理事長） 

 ○ 企画運営委員長 中瀬  勲（県立人と自然の博物館長） 

 ○ 講師団の編成  学識経験者や専門家、実践家及び企画運営委員等 



 

 

（別紙２） 

「ふるさとひょうご創生塾」の趣旨と運営の考え方 

Ⅰ．ふるさとひょうご創生塾で育成を目指す人材像 

創生塾 10 年間の見直し論議の中で、新たな地域づくりのための核となる人材（地域リ

ーダー）を育成・支援することの必要性が確認されました。こういったリーダーに求められ

る力として、次の４点が挙げられています。 
①課題解決へのミッション 

地域やくらしの課題に取り組もうとする使命感を持つこと 
②地域資源を「つなぐ」視点と力 

社会資源を発見し、多様なつながりを創出する力 
③地域課題解決のための専門的スキル 

問題発見、課題抽出、論理的思考、企画立案、交渉等の諸技術 
④魅力ある新しいリーダーシップ 

目標達成に向けてメンバーを牽引する力に加え、多様な意見を調整し、合意形成に導

く力や良好な人間関係を築く力等の「関係づくり」にかかわる能力 
 

Ⅱ．人材育成の考え方 
市民活動の実践において求められるのは、いわば地域における「参画と協働」の実現

に寄与できる人材です。こういった人材を育成する視点としては、図１のような考え方がベ
ースになります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜課題達成機能（Performance Function）＞ 

グループとしての目標を達成するべく、論理的に考え、活動を手順化して、順調に進め

ていく機能。この機能が十分に発揮されることによって、テーマに対する思いが具体化

して成果につながっていく。 
 
＜集団形成・維持機能（Maintenance Function）＞ 

グループのメンバーが互いに尊重しあい、率直に意見交換できる関係性をつくっていく

機能。この機能が十分に発揮されることによって、メンバー同士の相互信頼・相互責任

が生まれる。 
 
この２つの機能が存分に発揮された「ＰＭ」の状態が、「参画と協働」が実現している状

態にあたり、この状態にあるグループが「チーム」と呼ばれます。地域活動において、地域

の仲間とこの「チーム」を作り上げることのできる人材こそが、創生塾が育成したいと考え

ている「新たなリーダー」です。 

図１．「参画と協働」の実現に必要な機能 
 
 

課題達成機能 
(Performance 

                  Function)  
 
 
 

 
                      集団形成・維持機能 (Maintenance Function) 

出典：（ＰＭ理論；三隅二不二「リーダーシップのスタイルとその効果の研究」 1984） 
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Ⅲ．カリキュラムの特徴 

上記の考え方を踏まえ、以下のようなポイントを大切に考えて創生塾のカリキュラムが

構成されています。 
 

１．内容 

 ①「活動企画＋実践」の実体験 
創生塾が育成する人材は、地域活動における実践力をその中核能力として求められ

ます。したがって、グループで地域活動を企画し、実践する試みをメインにすえて、そ

の能力のアップを図っています。 
  
②プロジェクト運営のノウハウ学習中心 

活動テーマにかかわる様々な領域の知識を身につけることよりも、実際の活動力を

つけるためにグループで活動を作り上げていくプロセス（＝プロジェクト運営）におけ

るノウハウの学習を中心にすえています。 
 

２．カリキュラム 

①実践を通して学ぶ 
生涯学習の目指す目標として近年、「学んだことを地域で活かす」ということが重視さ

れてきています。しかし、講座という「学びの場」で身につけたことを現実の場で各自

がすぐに応用していくのは、そう簡単なことではありません。そこで、「活動実践をして

みる」という体験を塾の２年間の中でもち、そのプロセスに対して随時、指導やアドバ

イスをすることで即戦力を身につけていくことを目指しました。 
 
②コンテキスト重視 

活動スキルを身につけるために必要な学習項目は、一般的な講座でも年間カリキュ

ラムの中に一定確保されています。しかし、個別の項目としては存在していても、一

連の流れをもったものとしてデザインしきれていないことが多く、それが学んだことを

有機的につなげて理解するのを阻害しています。創生塾では、個別の項目（コンテン

ツ）ではなく、２年間全体の流れ（コンテキスト）を強く意識したデザインがされていま

す。 
 

３．学習スタイル 

①参加体験型中心 
実践力をつけるためには、さまざまなテーマや方法論について講師からの話を聞くこ

とを中心に進めるよりも、参加者自身が頭や心を働かせ、参加体験的に学び取るス

タイルが効果的です。したがって、特にノウハウにかかわる部分については、参加体

験型を中心に組み立てています。 
 
②流れを共有したチームとしての講師のかかわり 

個別に依頼した講師が、全体の流れの中での位置づけや最終的にたどり着く「塾生

像」等についてきちんと共有しないままに、それぞれの専門性に基づいて講義を行う

「はめ込み型授業」だと、多様な話は聞くことが出来るものの、特にノウハウ学習の部

分においてトータルな理解がしにくくなります。そこで、かかわる講師が全体の流れを

共有し、同じ文脈で共通の言葉を使って進めることに注力した運営を行っています。 
 



 

 

Ⅳ．カリキュラムの構成 

創生塾のカリキュラムは、大きく以下の４つのパートで構成されています。 
 
①導入講座 

塾生同士の学びあう関係性を作り、塾生活への期待や思いを確認・共有することに

よって、「２年間をともに学ぶための心がまえ」を作ることを目的としたパートです。卒

塾生の活動事例を聞いたり、交流することによって、卒塾後の自分自身の活動イメー

ジを持ったり、将来にわたって情報交換やアドバイスをもらえる関係性も作ることがで

きます。 
 
②基礎講座 

地域課題にかかわって実践活動をプランしていくに当たって、その前提として学んで

おいた方がいい内容について学習します。地域やくらしの現代的な動向について第

一線で活躍する講師から生きた話を聞き、大きな時代の流れについての知見や情報

を得ます。 
 
③実践講座Ⅰ 

「参画と協働」を進めるための運営ノウハウについて、「Ｐ軸」「Ｍ軸」それぞれに対応

したスキルをいくつか取り出して学ぶ場を設けます。実践に向けての基礎能力を育成

するパートとして位置づけています。 
 
④実践講座Ⅱ 

地域やくらしの課題に根ざした活動テーマを塾生自らが抽出し、それに基づいて分

かれたグループごとに、企画を練り上げ、実践まで持っていきます。企画を立ち上げ

るプロセスについては講座として全体をサポート。さらに、「企画書報告会」「中間報

告会」を設けて企画委員からもアドバイスを受けて中身を磨き上げていきます。２年

間の最後には各グループの活動内容の報告を行い、実践を踏まえてのこれからの

課題について全体で意見交換します。実践そのものの内容もさることながら、それ以

上に、この「企画→実践→自己評価」の一連の流れを体験する中から、各自が活動

スキルを学び取っていくことを大切にしています。 
 



(別紙３) 

ふるさとひょうご創生塾第２５期生の実践活動内容（概要） 

 

１ チーム「一期一会」 

 

(1)  活動名：地域における防災に関する集い 

 グループメンバー：3人 

   中井龍司（神戸市須磨区）、宮下朋子（神戸市中央区）、栗岡政文（揖保郡太子町） 

(2)  活動の目的等 

目的 地域コミュニティで外国人と地域住民がつながる 

目標 ・地域の外国人と日本人のとの防災をテーマにした座談会とワークショップ（防

災グッズづくり）を実施する。 

・外国人と地域住民とが気軽に交流を続けられる土壌をつくる。 

コンセプト 外国人と地域住民の架け橋になる 

 

(3)  実践活動に概要 

    ◎実施時期  2022 年 10 月 10 日(月・祝) 13:30～16:30 

    ◎実施場所  ふたば国際プラザ 

    ◎参加人員  在住外国人 7人、日本人 8人 

    ◎実施内容 

      〇あいさつ 

      〇オリエンテーション 

         阪神淡路大震災の概要とその災害によって在住外国人がどのような困り事があった

か、どのような助け合いがあったかの説明 

      〇グループワーク①（防災グッズのづくり） 

         災害時に折り紙で簡単に作れる器づくり 

         災害時の非常食の説明 

      〇グループワーク②(意見交換) 

         テーマ１：この地域で一番懸念される災害は？ 

         テーマ２：災害が起こった場合の自分自身の一番の心配事は？ 

         テーマ３：自分や他人の心配事に対して自分ができることは？ 

         テーマ４：今回参加したご感想は？ 

 

(4)  グループが考える「地域活動実践のコツ」7箇条 

① まずメンバーそれぞれがが、自分の考えていることを他のメンバーに話す（伝える）ことか

ら始めること。 

② 人間関係を大切にする。チームやキーマンだけでなく、関係する多くの人たちとの繋がりを

大切にすること。 

③ チーム活動の目的、目標をチームとしてきちんと共有しておくこと。チーム内でどんな活動

をするかのはっきりとした合意があれば想定外のことが起こってもチームとして対応できる。 

④ 常に「誰のために」」「何をしたいか」を考えること。活動を進めていく中で、何が大切なのか

を見失わないことが大事。 

⑤ 実践活動を考えている時に行き詰まった時は、「目的」から逆算する発想もありである。行き

詰まった時は、いろんな視点から物事を見ることも必要。 

⑥ 単発に見える活動も地道だが大切な一歩ではあり、それを積み重ねていくことが重要である。 

⑦ 現地を歩いて自分の目で実情を理解して、なるべく多くの協力者を得ること。 



 

２ チーム「ちえのわ」 

 

(1) 活動名：ふれあい通り甲南三番街まつり 

 グループメンバー：3人 

   前川志保（西宮市）、里具洋（神戸市西区）、木村成宏（神戸市東灘区） 

(2) 活動の目的等 

目的 住民同士が知り合って、つながり合うことで、子どもから大人まで地域住民みん

なが育ちあえる地域をつくる。 

目標 ・「子ども料理教室おかず寺子屋」のメンバーがホスト役になって、こどもカフ

ェのお祭りを実施。 

・子どもは、おまつりを実施する運営側の体験を通して、「働く」を体験し、地

域住民とかかわることで、コミュニケーション力や問題解決能力身につける。

また、地域住民に東灘子どもカフェ、木洩童の活動を知ってもらう。 

コンセプト 知り合って、つながり合って、みんなが育つ地域に。東灘こどもカフェへＧ０！ 

 

(3) 実践活動の概要 

    ◎実施時期  2022 年 10 月 2日(日) 8:30～13:00 

    ◎実施場所  神戸市東灘区甲南町３丁目「東灘こどもカフェ」「あたふたクッキング」 

    ◎参加人員  主に東灘区の子ども、大人 40 名 

    ◎共催団体  東灘こどもカフェあたふたクッキング、おかず寺子屋 

    ◎実施内容 

      子どもが中心となって企画・運営するまつりを開催した。 

      子どもが調理したカレーやカップケーキはすべて完売し、子どもたちには「働いた」謝礼

として地元商店街で使える商品券を配布し、働くことの意義を考える契機とした。 

      〔食品販売〕カレー、カップケーキの材料調達、調理、販売 

      〔工作体験〕フリスビーづくり 

      〔くじびき〕くじの景品調達、くじ引きの実施（1等～3等の景品プレゼント） 

      〔ゲームコーナー〕輪投げ 

 

(4) グループが考える「地域活動実践のコツ」 

 ・企画する当事者が楽しめるまたは苦にならない活動を選ぶ 

 ・地域の皆さんを自分の親兄弟子どもと思って接する 

 ・しんどくなったら、やめればいい。また、やりたくなったら、再開すればいい 

 ・地域のためとか他人のためではなく、自分のためと思うようにする 

 ・失敗を恐れずチャレンジする 

 ・共感できる人や価値観が似ている人と仲間になる 

 ・横のつながりに関心を持ち、関わるようにする 

 ・人的ネットワークを積極的に活用する 

 ・「おかげさま」の心を忘れない 

 ・「自分良し」「相手良し」「世間良し」の三宝良しを心掛ける 

 ・活動の意図、目的、目標を明確に文書化し、協力者、地域の人の共感を得る 

 ・心理的安全性の高い環境の中で、チームメンバー同士や協力者との信頼関係を醸成する 

 ・活動に関わるみんなが当事者意識を持つ 

 ・チームメンバー個々の強みをお互いに知り、チーム力としてうまく活用する 

 ・コミュニケーション力をつけて、ヌケ、オチがないようにする 

 ・打ち合わせは必ず議事録をとる 

  



３ Team Love 

 

(1) 活動名：ふるさとひょうご創生フェス 

 グループメンバー：４人 

   穂積正人（神戸市西区）、矢野正人（西宮市）、豊嶋吏（小野市）、田中康雄（丹波市） 

(2) 活動の目的等 

目的 ふるさとひょうご創生塾で地域活動のノウハウを学んだ卒塾生を中心に、地域

の人と人とのつながりに寄与する地域活動の活性化につなげる。 

目標 ・ふるさとひょうご創生塾卒塾生や地域活動を志す人々の学習交換と交流の機

会としての「ふるさとひょうご創生フェス」を開催する。 

・ふるさとひょうご創生塾卒塾生が一人でも多く、再度地域活動への意欲を喚起

すること。 

コンセプト ふるさとひょうご創生塾の学びをこれからの地域づくりに活かそう！ 

“あのすばらしい思い（Love）をもう一度” 

 

(3) 実践活動の概要 

    ◎活動タイトル ふるさとひょうご創生フェス 

◎実施時期  2022 年 11 月 26 日(土) 13:00～15:00 

    ◎実施場所  神戸クリスタルタワー6階 ひょうごボランタリープラザ 

    ◎参加人員  出演者 5人、会場参加者 5人、YouTube 視聴者 50人程度 

    ◎実施内容 

      パネリスト及び会場参加者による次のようなテーマ等でディスカッションを行った。 

      ・パネリストの自己紹介 

      ・そもそも「人と人とのつながり」は必要か。必要とすればなぜ必要か。 

      ・現在の自治会や子ども会などは形骸化していると言われることがあるが、それはなぜか。 

      ・TeamLove では、新しいコミュニティが必要ではないかと思っているが、そのためには誰

が、何をすればよいか。そこにおけるリーダーとはどのような人物か。 

 

(5) グループが考える「地域活動実践のコツ」10箇条 

・人と人とのつながりを大切に 

・人材の発掘・育成を 

・活動目的を明確に 

・活動内容をはっきりと 

・多様な人材の参加を 

・リーダーを育てる 

・活動のための助成を 

・参加しやすい環境を 

・広報をうまく 

・デジタル技術の活用を 

 



                                                 (別紙４) 

ふるさとひょうご創生塾第２５期生（１年次）カリキュラム≪令和３年度(２０２１年度)≫  

 

 

 月   日  学習テーマ 学 習 区 分 学びの方向 講師等 会場 
 
 
導 
 
 
入 
 
 
講 
 
 
座 

５月２２日（土） 
①  

入塾式 
地域づくりの視
点 

塾での学びに期待するこ
と 

 
塾生に期待すること 

県立人と自然の博物館長 
（企画運営委員長） 

中瀬 勲 

男女セン

ター 

５月２９日（土） 
② 

人間関係づくり 
塾生間の人間関係づくり 
塾生活に向けての規範づ
くり 

塾生間の相互理解・信頼関係の醸成 
塾における基本的な規範をつくり理解し 
共有を図る 

チーム講師 川島憲志 

      竹森知代子 

Ｖプラザ 

６月１２日（土） 
③  

塾生活に向けて
の心構えづくり 
①  

塾生同士の交流・人間を
知る 
塾生・チーム講師の信頼
関係の構築 

塾生相互で人となり経験を披露し信頼関係の醸
成を図る 

チーム講師 浅見真一 

      大滝あや        

Ｖプラザ 

６月１９日（土）④ 
塾生活に向けて
の心構えづくり 
⓶ 

卒塾生・地域活動実践者
の事例を聴く 
 

活動事例を踏まえ反省・課題を中心としコミュ
ニケーションを図り、今後の塾での学びに活か
す 

チーム講師 竹森知代子 

      岩木啓子 
事例発表者 栄宏之 
      植杉軍市 
      田村庄一 

Ｖプラザ 

 
 
 
 
 
 
 
基 
 
 
礎 
 
 
講 
 
 
座 
 
 
＆ 
 
 
実 
 
 
践 
 
 
講  
 
 
座 
 
 
Ⅰ 
 

７月 
 

企画報告会聴講 
令和3年度は無し 

2４期生の活動企画の報
告 

2４期生の活動の企画を聴き、企画運営委員等
からの助言等にも配意し、その過程や課題を学
び、２年次に活かす 

企画運営委員 
チーム講師 

 

７月１０日（土）⑤ グループ運営 
グループ運営とリーダー
シップ 

ワークショップを通じて手法・あり方を学び、
再認識し活動に活かす 

チーム講師 川島憲志 Ｖプラザ 

７月１７日（土）⑥ コミュニケーション 本質の理解と効果的手法 
ワークショップを通じて良好な・効果的な手法
を再認識し活動に活かす 

チーム講師 竹森知代子 Ｖプラザ 

７月３１日（土）⑦ 
 

地域課題① 
子ども・青少年を取巻く
課題 

少子化の進行、地域の人間関係の希薄化など子どもたち

を取り巻く環境が大きく変わる中で、たくましく生きる

子どもたちを育てるための地域のあり方を考える 

特定非営利活動法人こうべ
ユースネット理事長 辻 
幸志 

Ｖプラザ 

地域課題② 
地域コミュニティの現状
と課題 

地域コミュニティの希薄の現状と課題・克服の
実例を学び、どのようなことに留意すべきかを
考える 

立命館大教授 乾 亨 
京都市地域コミュニティ活性
化懇話会座長 

８月７日（土）⑧ 
 

地域課題③ 
人口減少社会における地
域活動 

人口減少社会の中で起こる様々な地域課題に対し
て、地域づくりの観点から住民はどのように主体
的に取り組んでいくべきかを考える 

人・まち・住まい研究所代表社員

浅見雅之（企画運営委員） 

Ｖプラザ 
グループディスカッ

ション① 

 

地域課題①②③を受けて 
グループで塾生相互に、思いや、何ができるかまた考え

られる活動を語り、ワークショップを通じて塾生のコミ

ュニケーション術を磨く 

チーム講師 浅見真一 

９月１８日（土）⑨ 
会議について 
 

運営手法・良い会議のあ
り方 

ワークショップにより実際に行い、自ら体験し、
効果的な活動を考え、活かす 

チーム講師 竹森知代子 Ｖプラザ 

９月２５日（土）⑩ 
 

地域課題④ 生活環境を取巻く課題 
地球環境で大きくクローズアップされている温
暖化を学び地域活動で何ができるのか考える 

ＴＬＶ技術顧問     
高田 敏則 

Ｖプラザ 

地域課題⑤ 
コミュニティビジネスの
意義と具体的手法 

地域の身近な課題を解決する手法として、善意
無報酬の活動とは異なるビジネス的な取組であ
るコミュニティビジネスについて学ぶ 

ＮＰＯコミュニティサポート
セ ン タ ー 神 戸 事 務 局 長  
人羅亜矢子 

1０月９日（土）⑪ 
 

地域課題⑥ 地域防災を取巻く課題 
私たちにできる「防災学習」支援を学び地域活動
で何ができるかを考える 

日本技術士会近畿支部 
西濱 靖雄（卒塾生） 

Ｖプラザ グループディスカッ

ション② 

 

地域課題④⑤⑥を受けて 
グループで塾生相互に、思いや、何ができるかまた考え

られる活動を語り、ワークショップを通じて塾生のコミ

ュニケーション術を磨く 

チーム講師 竹森知代子 

1０月１６日（土）⑫ 
 

問題解決について 基本手順・手法 
ワークショップにより実際に行い、自ら体得し、
活動に活かす 

チーム講師 浅見真一 Ｖプラザ 

1１月１３日（土）⑬ 
 

地域課題⑦ 
 

高齢者を取巻く課題 
 

人口減少社会における高齢者に対する考え方（支
えらえる側から社会を支える一員）、そしてそれを
実現するための先進的な取組などを学ぶ 

神戸学院大学総合リハビリテー

ション学部講師 
塚原正志（企画運営委員） 

Ｖプラザ 

地域課題⑧ 異文化理解 
在住外国人を取り巻く社会の状況や支援制度、住
民の意識などを知り、多文化共生社会に対する理
解を深める 

多言語センターＦＡＣＩＬ理
事長  吉富志津代 

1１月２０日（土）⑭ 
 

地域課題⑨ 
 

ボランティア活動と市民活

動 

様々な地域課題を解決していくために、行政セクターや

企業セクターとは異なるボランタリーセクターの役割

が重要であるという観点から、ボランティアと市民活動

との関係性や多様な主体の協働等について学ぶ 

NPO法人あまがさき環境オープ

ンカレッジ副理事長 
渡辺真理（企画運営委員） 
 Ｖプラザ 

グループディスカッ

ション③ 

 

地域課題➆⑧⑨を受けて 
グループで塾生相互に、思いや、何ができるかまた考え

られる活動を語り、ワークショップを通じて塾生のコミ

ュニケーション術を磨く 

チーム講師 浅見真一 

  
 
 
 
実 
 
 
践 
 
 
講 
 
 
座 
 
 
Ⅱ 

1２月 
1・2 年次合同 

実践活動中間報告会 

聴講 

令和3年度は無し 

2４期生の活動報告 
 

2４期生実践活動報告を聴き、その過程や反省を
踏まえいよいよ始る企画書づくり・活動に活かす 

企画運営委員等 
 

 

１２月１１日（土）
⑮ 

実践活動の企画づくり 
企画立案の基本を理解す
る 

企画の具体化の必要条件を学びワークショップで
課題を探る 

チーム講師 川島憲志 
      大滝あや 

Ｖプラザ 

1２月１８日（土）⑯ 実践活動の企画づくり 

企画のテーマの絞込み、
活動 
グループをつくる 

塾生からの活動テーマをグルーピングし、テーマ
を３～５に集約、塾生の自主判断により、グルー
プ結成、ワークショップを通じて想いの共有と活
動の方向を考える 

チーム講師 川島憲志 
      大滝あや 

Ｖプラザ 

1 月１５日（土）⑰ 実践活動の企画づくり 企画の方向性を探る グループで、活動の大まかな方向性を共有する チーム講師 川島憲志 Ｖプラザ 

１月２２日（土）⑱ 実践活動の企画づくり 企画の内容を考える 
グループで企画意図を整理し、練直し、内容を検
討する 

チーム講師 川島憲志 
      浅見真一 

Ｖプラザ 

2 月 1２日（土）⑲ 実践活動の企画づくり 企画の詳細を詰める 
グループで意図内容計画場所等を、検討し素案を
詰める 

チーム講師 川島憲志 Ｖプラザ 

２月１９日（土）⑳ 実践活動の企画づくり 
企画を評価し、さらに検討す

る 

素案の修正後、発表し指摘等を受け実効性を含め
再検討 

チーム講師 川島憲志 
      竹森知代子 

Ｖプラザ 

3 月５日（土）㉑  実践活動の企画づくり 企画の精度を高める 
企画書の実現可能性実効性等を再検討し、精度を
高める 

チーム講師 川島憲志 Ｖプラザ 

3 月 1２日（土）㉒ 実践活動の企画づくり 企画書を仕上げる 
企画書原案を仕上げ、全体に発表、指摘事項を検
討し企画書を仕上げ、今後の具体的な活動の進め
方を整理する 

チーム講師 川島憲志 
      浅見真一 

Ｖプラザ 



                                                 （別紙５） 
ふるさとひょうご創生塾第２５期生（２年次）カリキュラム ≪令和４年度(２０２２年度)≫ 

 
 月   日 学習テーマ 学 習 の 内 容 講師等  

 

実 

践 

講 

座 

 

Ⅱ 

 

 4 月１６日（土） 

(午後)① 

企画の中間発表会 企画概要を発表し、企画運営委員等からアドバイス等を受けることにより、その内容・精度・ 

実効性を高める 

企画運営委員等 

 

男女 

Ｃ 

4 月２３日（土） 

② 

企画の練直し 

(塾生自主講座) 

アドバイス・コメント等を踏まえ、グループで議論しながら企画書の最終・確定版を作成する 

 

 

チーム講師 V/C 

 5 月～７月 ≪実践活動の準備≫ 企画書の最終版により、実践活動に向けて準備する 

企画内容実施のための調査・組織・団体等との協力関係づくり・活動場所の選定・広報の方法の検討・活動に要する物品の

準備検討・助成制度の検討 

【グループ単位で日程調整を自主的に行い、打合せを実施】※地域や他団体との調整の記録の作成（特に反省・課題に留意のこと） 

 

 

 

基 

 

礎 

 

講 

 

座 

5 月１４日（土） 

（午前・午後）③ 

市 民 活 動 の 現 場

体験 
市民活動の現場とはどのようなところなのか、そこでの日々の活動とはどのようなものなのか、市

民活動に携わっている人はどのような思いを持って活動を始めたのか、嬉しいこと、つらいこと

はどんなことなのか、など市民活動に携わる人に市民活動の現場で直接話を聞く。 

 

 

V/C 

５月２１日（土） 

（午前）④ 

ボランティア活動

のポイント 

地域づくり活動や市民活動を支える大きな力は多くのボランティアである。ボランティアに行動

に移してもらうために必要なことは？ボランティアが力を発揮できるようにするためにはどのよう

な環境が必要か？これらのことを災害救援ボランティアを通して考える。 

全国災害ボランティア機構 

代表理事 高橋守雄 

 

V/C 

６月１８日（土） 

（午前・午後）⑤ 

ＮＰＯ法人の設立

と運営 

卒塾後の活動形態の一つとして NPO 法人が考えられるが、ＮＰＯ法人とはどのようなもの

か、設立するにはどんな手続きが必要か、そしてＮＰＯを取り巻く課題は？などＮＰＯにつ

いての理解を深める。 

宝塚ＮＰＯセンター理事長 

中山光子 

 

V/C 

ＮＰＯ法人には良質なサービスを安定的、継続的に提供するという責任が伴う。設立したＮ

ＰＯ法人が安定的に運営を行っていくために必要な知識やノウハウを学ぶ。 

宝塚ＮＰＯセンター理事長 

中山光子 

V/C 

６月２５日（土） 

（午前）⑥ 

組織と財源論 地域づくりや市民活動の組織が継続的、安定的に活動を展開しようとすると、必ず活動を継続

するための財源が必要になる。財源の調達方法には多様なものがあるが、それはどのような目

的で、どのような組織を作るかによって異なる。組織論と財源論を一体的に捉えて、卒塾後の

活動を念頭において財源確保の方法を考える。 

公益財団法人 

ひょうごコミュニティ財団 

代表理事 実吉威 

V/C 

７月９日（土） 

（午前） 

実 

践 

活 

動 

 

７月２３日（土） 

(午後)⑦ 

 

企画報告会 

グループによる活動企画の最終報告 

完成した企画の発表と企画運営委員等からの活動に向けてのアドバイス・コメント等を受ける 

≪スケジュールまで発表≫ 

企画運営委員等 
 

男女

Ｃ 

 

7 月後半～ 

   １０月末 

≪実践活動≫ 企画した実践活動をグループ毎に実施（他のグループの活動にも出来るだけ参加） 

原則としてこの期間内最低１回、継続タイプであれば３回程度 ※活動状況の写真・参加者へのアンケート内容検討実施・

集約  ※特に反省・課題を十分抽出のこと 

 

基 

 

礎 

 

講 

 

座 

 

 8 月 2０日（土） 

⑧（午前） 

ネットワーク論 地域づくり活動や市民活動は、自分たちのサービスを提供する相手方だけでなく、直接、間接

の多様なステークホルダーが存在し、そうした多様な関係の中で活動が成立している。多様な

主体とどのようにして協力、協働関係を結び、そしてどのような効果を期待していくのか、ネット

ワークづくりの意義や具体的方法、ルールなどについて学ぶ。 

コミュニティサポートセンター

神戸 

理事長 中村順子 

 

V/C 

9 月１７日（土） 

⑨（午前） 

「市民活動の現場

体験」振り返り 

「市民活動の現場体験」が有意義なものとなるよう、塾生たちが体験で得た様々な思いや

考えを引き出し、深め、共有するための振り返りを行い、市民活動を卒塾後の選択肢の一

つとして考える契機とする。 

姫路コンベンションサポート 

理事長 石井恵美 

人・まち・住まい研究所       

代表社員 浅見雅之 

V/C 

10 月 22 日（土） 

⑩（午前） 

活動の評価 活動に対する多くの支援を得るためにも、また活動の充実を図るためにも適切な目標を持

ち、それが事後に評価できるように、あらかじめ成果指標を設定しておくことが重要。目標

設定のための調査手法、成果指標の設定の仕方、事業評価の方法などを学ぶ。 

ライフデザイン研究所ＦＬＡＰ

代表 

岩木啓子 

 

V/C 

11 月 12 日（土）⑪

（午前・午後） 

情報社会における

地域づくり 

情報社会と言われて久しいが、コロナ禍においてそのことを実感することとなった。利便性ととも

に課題も浮き彫りとなった。情報社会とは、Society5.0 とは、私たちの暮らしは何が変わって、

何が変わらないのか、どう向き合っていくべきか、などについて学ぶ。 

インフォミーム株式会社 

代表取締役 和崎宏 

 

V/C 

コロナ禍において地域づくり活動も大きく影響を受けた。情報社会における地域づくりのあり

方、便利なツールの効果的な活用の仕方などを学ぶ。 

インフォミーム株式会社 

代表取締役 和崎宏 

V/C 

 

実 

践 

講 

座 

Ⅱ 

 

11 月 19 日（土） 

(午後)⑫ 

実践活動の振り返

り 

各チームの実践活動を内容的側面から振り返り、より質の高い取組にするには、どのような改 

善点が考えられるかを探る。 

ライフデザイン研究所ＦＬＡＰ

代表 岩木啓子 

V/C 

1２月 10 日（土） 

(午後)⑬ 

実践活動報告会 各グループから「企画書」「写真映写」「活動報告」「具体的な反省・今後への課題」の４部

構成により発表。特に課題・反省が重要（今後の活動に活かす観点） 

企画運営委員等 

 

女性

交流

館 

12 月～１月 《実践活動報告書のまとめと作成》  卒塾式において報告するもの 

    各グループで記述の責任分野の確認と作業・集約・内容の共有  ※各グループで自主的に打ち合わせ・共有の場の設定 

 

 

 １月 2１日（土） 

(午後)⑭ 

２年間の学びの振

り返り 

創生塾での２年間の学を振り返り、卒塾後の地域活動の実践にどう生かすかを考える。 ライフデザイン研究所ＦＬＡＰ

代表 岩木啓子 

V/C 

  3 月１１日（土）⑮ 卒塾式 

 

 

卒塾式典（修了証・皆勤・精勤賞授与）・・・卒塾式典１３：３０～１４：３０ 

   

 

 

兵庫

県公

館 

 



                                 (別紙６) 

 

令和 4 年度ふるさとひょうご創生塾 運営体制 

 

１． 塾長・顧問名簿 

塾   長 林  省 吾 

 

２． 企画運営委員会委員名簿 

委 員 長 役 職 名 

 

中瀬  勲 

 

県立人と自然の博物館館長 

 

（五十音順） 

委  員 役 職 名 

浅見 雅之 （合同）人・まち・住まい研究所代表 

石井 恵美 
ＮＰＯ法人姫路コンベンションサポート理事長 

《ふるさとひょうご創生塾第 15 期卒塾生》 

岩木 啓子 ライフデザイン研究所ＦＬＡＰ代表 

渡辺 真理 ＮＰＯ法人あまがさき環境オープンカレッジ副理事長 

清水 勲夫 一般財団法人ＯＡＡ（野外活動協会）専務理事 

塚原 正志 神戸学院大学総合リハビリテーション学部講師 

和﨑 宏 インフォミーム株式会社代表取締役 

 

 

 



 

 

令和 4 年度 チーム講師 

 

（五十音順） 

講  師 役 職 名 

浅見 真一 
Facilitation office for 

  Perfomance&Maintenance 代表 

岩木 啓子 
 ライフデザイン研究所ＦＬＡＰ代表 

        《創生塾企画運営委員兼務》 

大滝 あや  環境教育研究所 Ｔａｏ舎代表 

川島 憲志  フリーランス 

竹森 知代子  くらし創造工房代表 

 


