地域活性化プランナー学び直し塾

【3】講師陣
滋賀大学社会連携センター長、
教授

石井 良一
（塾長）

滋賀大学社会連携センター客員教授、
しがNPOセンター代表理事

阿部 圭宏
（副塾長）

滋賀大学社会連携センター教授

神部 純一
（副塾長）

滋賀大学経済学部特任教授

北村 裕明

滋賀大学データサイエンス教育研究センター特任講師

李 鍾賛

滋賀大学社会連携センター客員准教授

上田 雄三郎

滋賀大学社会連携センター客員研究員、
しがNPOセンター専務理事

仲野 優子

地域活性化プランナー学び直し塾
学習成果を生かした地域の自立性の向上
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「淡海地域政策フォーラム支援室」
学び直し塾を実行するための部署です。
室長は、
本学の社会連携センター教授 石井良一 が担当し、

〜

センター及び経済学部の教員等から構成します。

5 月 7 日（火 )

「淡海地域政策フォーラム運営委員会」
学び直し塾の最高意思決定機関です。
既述の
「淡海地域政策フォーラム支援室」
と協力いただく学外機関
（協定締結自治体*)メンバーによって構成されます。

6 月 25 日（火）

＊協定締結自治体：大津市・草津市・湖南市・東近江市・彦根市・米原市・長浜市・高島市・愛荘町・多賀町

【5】申込方法
滋賀大学HPから参加申込書をダウンロードし、
メールまたはFAXにてお申し込みください。
なお、
申し込み多数の場合、
締め切ることがあります。 募集期間 5 月 ７日
（火）
〜６月２５日
（火）
滋賀大学

産学公連携推進課

滋賀県彦根市馬場1-1-1

担当：箭野
（やの）
TEL： 0749-27-1197

E-mail：rccs@biwako.shiga-u.ac.jp

滋賀大学HP

Fax：0749-27-1431
https://www.shiga-u.ac.jp

「学び直し塾」
と検索してください。

産学公連携推進機構

地域活性化プランナー学び直し塾

【1】学び直し塾の趣旨
平成12年の地方分権一括法の施行以来、
行財政改革、
市町村合併の推進など、
地方自治を巡る変革の波は
急激です。
平成23年５月及び８月には
「地域主権改革一括法」
が公布され、
国の義務付け、
枠づけが見直され、

地域活性化プランナー学び直し塾
［5］
スケジュール
日

2019年 7 . 9 (火) 15:00~15:30

県から市町村への権限委譲が進むこととなりました。
こうした国の動きに即応していくためにも、
地域のことは
自ら決め、
実行し、
責任を取る地域自立の態勢づくりが喫緊の課題となっています。
地域は生活に身近である
ことから、
その態勢とは行政と市民が協働して共に治める地域ガバナンスの確立だと考えます。
学び直し塾は、
地域ガバナンスの中核として期待される行政職員、
NPO職員、
社会的市民の地域政策の立案
能力向上を目的としており、
平成19年度から開講し、
昨年度までに272名の
「地域活性化プランナー」
を認定して
います。
多くの皆さまの受講をお待ちしています。

【2】学び直し塾の内容等
［1］
特徴
地域政策の立案能力の効率的な向上を目指して、
以下の点を重視した実践的なプログラムを提供します。
① 知識や経験を有する受講者に最新の理論的知識を短時間に手際よく提供
② ケース学習と討議の場を設定
③ カレントな課題に対する政策案を立案
④ 現場感覚を体感するための現地視察研修の設定
⑤ 立案政策案の説明能力向上
⑥ 自らが学習できるようなガイドを提供
⑦ 政策案成立への気概
［2］
具体的内容及び方法
政策科学の理論を３回にわたり講義し、
３つの具体的テーマを取り上げた７回のグループ研究を通して
政策案を仮想的に立案します。
途中で、
現地に出かけての視察、
レポート発表をもとにした議論も織り込んで
います。
最終の第15 回のシンポジウムで、
政策案の発表と意見交換を行います。

内

時

場

地域政策とは ＜理論編＞/チームビルディング 滋賀大学 士魂商才館
（彦根）

第 2 回 多様な主体による政策づくり＜理論編＞

8.2
（金）午後 〜 8.3
（土）
午前 第 3 回 現地視察研修
8. 20 (火) 15:00~16:40

所

滋賀大学 士魂商才館
（彦根）

第 1 回 開校式(オリエンテーション)

15:45~17:30
7. 23 (火) 15:00~17:30

容

東近江市内を予定

第 4 回 データ分析入門＜理論編＞

滋賀大学情報処理センター
（彦根）

政策形成の進め方＜理論編＞

16:50~18:30

大津サテライトプラザ

滋賀大学 士魂商才館
（彦根）

8. 27 (火) 15:00~18:00

第 5 回 政策分析 1＜実践編＞

大津サテライトプラザ

9. 10 (火) 15:00~18:00

第 6 回 政策分析 2＜実践編＞

大津サテライトプラザ

9. 24 (火) 15:00~18:00

第 7 回 政策分析 3＜実践編＞

大津サテライトプラザ

10. 8 (火) 15:00~18:00

第 8 回 政策分析 4＜実践編＞

大津サテライトプラザ

10.23 (水) 15:00~18:00

第 9 回 中間講評＜実践編＞

大津サテライトプラザ

11. 5 (火) 15:00~18:00

第10 回 政策分析 （
5 集中議論）
＜実践編＞

大津サテライトプラザ

11.19 (火) 15:00~18:00

第11 回 政策分析 6＜実践編＞

大津サテライトプラザ

12. 3 (火) 15:00~18:00

第12 回 政策分析 7＜実践編＞

大津サテライトプラザ

12.17 (火) 15:00~18:00

第13 回 立案政策案のプレゼンテーション ＜実践編＞

大津サテライトプラザ

12.21 (土) 10:00~17:00

発表準備
（自主研究）

大津サテライトプラザ

2020年 1 . 7 (火) 15:00~18:00

第14 回

政策案の最終調整

大津サテライトプラザ

1. 25 (土) 13:00~17:00

第15 回

シンポジウム
（修了式）

東近江市内を予定
※日時・場所は変更となる場合があります。

［6］
政策研究テーマ

共生社会「外国籍住民との地域社会での共生政策を考える（
」担当講師：神部・北村）
滋賀県に住む外国籍住民は、
2018年で2万9,263人となり、
前年比で2,730人増加しています。
今年4月には、
改正出入国管理法が施行され、
県内でも外国人労働者の増加が更に見込まれます。
生活者としての外国籍住民を
受け入れる自治体において、
今後本格的な展開が求められる彼らとの地域社会での共生政策について考えます。

［3］
定員、
受講料
■定

員：２０名 （応募者多数により受講できない場合があります。
）

■ 受 講 料：一般
（NPO職員、
市民など）
の参加：1万円／名
（一般財団法人滋賀県市町村職員互助会加盟自治体は減免制度あり）
［4］
学び直し塾修了者に対する証明
学び直し塾の修了生に対して、
大学が
「地域活性化プランナー」
として資格認定
（履修証明）
を行います。
認定は、

地域産業「シェアリングエコノミーで地域を元気にする」
（担当講師：石井・上田）
住まいやオフィスなどのスペースをはじめ、
モノ、
スキル、
時間、
あらゆる価値をコミュニティ内で共有することで、
新しい活動やビジネスが生まれます。
こうしたシェアを地域のインフラとしてまるごと浸透させることで、
地域全体の
経済効果と活性化を生み出す都市が
「シェアリングシティ」
です。
県内自治体をケースに、
その可能性を検討します。

地域ガバナンス「市民参加のあり方を考える」
（担当講師：阿部・仲野）
市民参加の方法として、
住民投票、
パブリックコメント、
審議会委員の公募など、
自治体が独自に取り組んでいますが、

①２回のレポートの評価、
②出席率
（原則８割以上）
、
③受講中の評価をあわせて、
運営委員会が委託する
「地域

市民参加にはまだまだ課題が多いと思われます。
近年、
参加型予算、
無作為抽出による参加など、
新たな仕組みも

活性化プランナー認定委員会」
が行います。
「認定委員会」
は、
講師団を中心として、
学外者を含むメンバーで構成

考えだされています。
本研究では、
これからの参加のあるべき姿を考える中で、
協働へとつながる道筋を含めて

することにより、
その資格の客観性・社会的通用性を確保することとします。

検討します。

なお、
認定者に対して、
滋賀大学が地域との連携によって開催する
「地域政策フォーラム」
や政策研究会の場に
おいて発表の機会を設けます。
それにより、
この資格の社会における普及を図るとともに、
学び直し塾の成果を
社会に還元するものです。
また、
学び直し塾に対する社会的評価の場としても機能することを意図しています。

