
静岡市人材養成塾

地域デザインカレッジ2019

13時30分～16時30分 ※詳細は中面をご覧ください。

静岡市東部勤労者福祉センター 

清水テルサ （静岡市清水区島崎町223）

原則全ての回に出席できる18歳以上の方

50人（応募用紙による選考あり）

1,000円　※納入後の返金はできません。ご了承ください。

2019年６月1日～6月29日（全4回）

みんなの力で創る、静岡。

[主催] 静岡市 生涯学習推進課

静岡市 生涯学習推進課
〒420-8602  静岡市葵区追手町5-1　TEL：054-221-1207　FAX：054-221-1758

まちづくりの基礎を学ぶ

日　時

会　場

対　象

定　員

受講料

問合せ

まちづくりは人づくり

まちづくりの専門家や実際に地域で活動されている

方からの講義等をとおして「市民主体のまちづくり」

「協働」の基礎を学びます。

基礎編

※本講座は「静岡シチズンカレッジ  こ・こ・に」の総合課程です。本講座の「こ・こ・にポイント」は★（１ポイント）です。

学びを通じたSDGsの推進
静岡市は、市民生活の質の向上と世界水準の都市を

目指し、ＳＤＧｓを推進しています。

「地域デザインカレッジ」はＳＤＧｓ「目標１７：パートナー

シップで目標を達成しよう」の実現を目指し、まちづくり

を担う人材を養成しています。

※SDGｓとは、国際連合が提唱した「地球上の誰ひとりとして取り残さない」の合言葉のもとに

　全ての国や地域が持続的に発展していくために決めた世界共通の17の目標のことです。

静岡市生涯学習推進課
TEL：054-221-1207（直通）

1149

しみずマリンロード

さつき通り

まぐろ館河岸の市

JR清水駅下車、みなと口より徒歩約5分。

静岡鉄道新清水駅下車、徒歩約7分。
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地域デザインカレッジ2019　　　応募用紙

氏　名
生年月日

住　所

職　業

現在、所属している地域活動団体（自治会、地区社協等）や市民活動団体がありましたら、あてはまるものに〇をつけ、

活動地域を記入してください。また役職がありましたらご記入ください。（複数回答可）

本講座を知ったきっかけに○をつけてください。（主なものひとつ）

本講座に応募した動機をご記入ください。

メールアドレス

携帯電話
番号等

性　 別

フ リ ガ ナ

６月1日（土）

日詰 一幸さん

ＮＰＯ法人清流の里両河内

静岡大学人文社会科学部長
人文社会科学部法学科教授

日詰 一幸さん

申込期限

インターネットから電子申請の応募も可能です。 静岡市ＨＰ 

2019年5月20日（月）必着 生涯学習推進課 宛て

※ご記入いただいた個人情報は、本講座及び「静岡シチズンカレッジ こ・こ・に」に関する受講申込受付、選考結果通知、

　講座の運営、市の事業への協力依頼、追跡調査アンケートの送付等に使用させていただきます。本応募用紙の提出を

　もって上記に同意を得たものとします。

※5月20日時点で18歳以上の方が対象の講座です。

※ローマ字と数字や、大文字と小文字などの間違えやすい文字について、分かりやすい記載をお願いします。

西暦　　　　　年　　月　　日

男性　　　女性

〒　　　　－　　　　　

＠

１．会社員　 　２．公務員　　 ３．団体職員　　 ４．自営業　　 ５．パート・アルバイト

６．専業主婦 　 ７．無職　 　　８．その他（　　　　　　　　　　　  　　　　  　　 ）

１．広報しずおか　　　　２．静岡市ＨＰ　　　   ３．チラシ（入手先： 　　　　　 　　　 　 　     ）

４．クチコミ（どちらから：　　 　　　　　 　　　）  ５．こ･こ･に講座案内（入手先： 　　 　　 　 　    ）

６．その他（　　　　　　　　　　　　　　　  ）

１．自治会（自治会名　　　　　　役職　　　　）　２．地区社協（活動地域　　　　　　　役職　　　　） 

３．ＰＴＡ（活動地域　　　　　　役職　　　　）

４．その他（団体等の名称　　　　　　　　　活動地域　　　　　　　役職　　　　　）

〈
キ
リ
ト
リ
セ
ン
〉

講座詳細

講師紹介

学長からのメッセージ

第１回

第１回　講 師 第2回　講 師

第3回　講 師 第4回　講 師

日　時 内　容 講　師　等

基 礎 編

FAX.054-221-1758ＦＡＸ

静岡市　地域デザインカレッジ2019

応募方法

選考結果

2019年５月20日（月）までに市ＨＰの申込みフォームからご応募ください。
応募用紙を郵送またはＦＡＸで送付、直接持参することも可能です。

     静岡市ＨＰ ▼  

     郵送・持参 ▼ 〒420-8602 静岡市葵区追手町5-1  静岡庁舎15階 生涯学習推進課

     ＦＡＸ     ▼  054-221-1758

選考後、5月24日（金）頃に結果通知を発送いたします。
※受講決定者は「受講決定のお知らせ」と受講料1,000円を持参のうえ、6月1日（土）の開講式にお越しください。

静岡市　地域デザインカレッジ2019

田辺信宏 静岡市長

あなたは５年後10年後、どんなまちに住んでいたいと思いますか。私もあなたもこのまちの一員。住み続けたい

まちにするために、静岡市には、未来を一緒につくる仲間が必要です。地域デザインカレッジ2019は、まちづくり

への第一歩。「みんなの力で創る、静岡。」の実現を目指し、共に学び、切磋琢磨していきましょう。

2019年　　   月　　   日

時　間 会　場

講 義

各回 13：30～16：30 静岡市東部勤労者福祉センター 清水テルサ

▲両河内線自主運行バス
　「ココバス」　

６月15日（土）
川北 秀人さん

第2回
講 義

①地域を知るための手法
　～アンケート調査の特徴を学ぶ～

②効果的な地域活動のために
　～清沢地区全住民アンケートから学ぶ～

地域をデータで確認する
～これまでとこれからを把握して、持続可能性を
　高めるために～　

①現状理解と課題認識の共有に基づく
　協働によるまちづくり

②自主運行バス「ココバス」の歩み

６月22日（土）

渡邉 聡さん

尾崎 行雄さん

第3回
講 義

▲清沢地区

防災で考える自治

６月29日（土）
渡嘉敷 唯之さん

第4回 ワーク
ショップ

静岡県立大学　
国際関係学部副学部長

静岡大学 
人文社会科学部長

（株）CoAct　
代表取締役

清沢地区自治会連合会
前会長

ひ  づめ　 かず ゆき

専門は行政学、地方自治論、ＮＰＯ論。

2000年４月～2001年９月、ニュー

ヨーク市立大学都市調査センター客員

研究員として、大都市における政治行政

の実態調査に従事。

　

NPO法人清流の里両河内

地域デザインカレッジ修了後、仲間と一

緒にＮＰＯ法人清流の里両河内を設

立。自主運行バス事業を受託し、2018

年に修了生有志とともにバスの運行を

開始。住民みんなのバス路線となるよう

目指す。

ＩＩＨＯＥ[人と組織と地球のための国際研究所]

代表者兼ソシオ・マネジメント編集発行人

川北 秀人さん

かわ きた　 ひで  と

京都大学卒業後、㈱リクルート、NGO

代表等を経て、ＩＩＨＯＥ設立。ＮＰＯ、

市民団体、行政との協働の基盤づくりを

進めている。2012～17年、「地域デザ

インカレッジ」コーディネーター。

静岡県立大学国際関係学部副学部長　
国際関係学科教授

渡邉 聡さん

わた なべ　さとし

専門は社会心理学、社会学。主な研究

テーマはグローバル化と大衆文化。社

会調査を利用した研究を自ら行うとと

もに、行政、シンクタンク、ＮＰＯが実施

する各種の調査にも協力。

清沢地区自治会連合会
前会長

尾崎 行雄さん

お  ざき    ゆき  お

清沢地区の住民の需要を踏まえ、効果的な

地域活動が何かを住民と考えるため、１世帯

１枚ではなく、中学生以上の住民全員約

1,000人を対象にアンケートを実施。回収率

は９割を超えた。静岡市議会議員（現在１期目）

㈱CoAct 
代表取締役

渡嘉敷 唯之さん

と   か   しき　 ただ ゆき

地域デザインカレッジ修了後の2013年

に㈱ＣｏＡｃｔの前身となる「そなえざぁ 

しぞ～か」を設立。「災害後も高齢者や障が

い者が安心して暮らせる社会を創る」を理念

に、主に福祉事業所の災害対策支援を行う。

ＩＩＨＯＥ[人と組織と地球のための国際研究所]
代表者兼ソシオ・マネジメント編集発行人

2016年度

修了生

2016年度

修了生
2012年度

修了生


