「ご近所イノベーション」の時代へ――講座の背景
本格的な少子高齢社会を迎える現在、地域生活の基盤と

やるのではなく、「ご近所」につなげてみる。そして、多く

しての「つながり」や「支え合い」の再生／創出が求めら

の小さな「ご近所イノベーション」が積み重なることで、

れています。芝地区総合支所ではこれまで、地域コミュニ

やがて地域の「つながり」の量と「支え合い」のかたちが

ティの拠点づくりやコミュニティ活動の推進を通じて、「潜

少しずつ変わっていく。こうしたまったく新しい地域づく

在的な地域力を引き出し、地域の課題を地域で解決するコ

りを、港区芝地区からみなさんとともに、はじめてみたい

ミュニティづくり」に向けた取り組みを進めてきました。

と考えています。

平成 20 年（2008 年）には、慶應義塾大学と協定を締結し、

「ご近所イノベータ養成講座」は、自分の関心を地域につ

地域交流拠点「芝の家」を開設。以降、大学との協働によ

なげてみたいと考えている人、各種の地域コミュニティづ

るコミュニティ創出の実践と研究を重ねています。

くりの活動や多様な人の集う交流拠点づくりに挑戦してみ

こうした取り組みの結果、地域の「つながり」や「支え合い」

たいという人が集まり、仲間を増やし、ともに学ぶことを

を発展させていくためには、一人でも多くの人が、小さな「つ

通じて、自分の想いや持ち味を存分に発揮ながら、それを

ながりづくり」や「支え合いの活動」に参加できる機会を

地域の多くの人と分かちあえるような〈人財〉として成長

増やしていくことが重要だということがわかってきました。

していく機会を提供します。

従来型の公的サービスや施設運営に加えて、まずは、地域

第１期

ご近所イノベータ養成講座

自分の生活と地域のあいだに、小さな「イノベーション」

に暮らす一人ひとりが「自分のやりたいこと」を、一人で

を引き起こしてみませんか。

募集要項

1. 応募資格
（1）地域づくりに積極的に取り組みたいと考えている人。
（2）特に港区芝地区でのコミュニティづくりに熱意がある人。
（3）原則的に全ての講座に出席できる方。
※応募多数の場合、港区在住者を優先させていただく場合があります。
2. 定員

20 名程度

3. 受講料

無料

4. 応募方法

以下のうちいずれかの方法で応募してください。

（1）ウェブサイト（http://gokinjo-i.jp/）のエントリーフォームから送信してください。
（2）所定の申込書に記入の上、以下までご郵送ください。申込書は、ウェブサイトからダウンロードできるほか、港区
芝地区総合支所協働推進課及び芝の家（芝 3-26-10）でも配布します。
郵送の場合：〒105-8511 東京都港区芝公園 1-5-25

港区芝地区総合支所協働推進課地区政策担当

※
「ご近所イノベータ養成講座応募資料在中」と朱書きしてください。
5. 応募期間

2013 年 3 月 11 日（月）
〜4 月 12 日（金）（郵送の場合は当日消印有効）

6. 選考方法

書類審査および面接によって、選考させていただきます。

（1）書類審査
応募多数の場合、応募書類を参考に選考させていただきます。

自分を生かして、まちを活かす。
新しい地域づくりを、港区から。

http://gokinjo-i.jp/

（2）面接審査

！ 日（金
中
集
12

面接は、5 月 10 日（金）もしくは 11 日（土）、芝コミュニティはうす（芝 5-13-15 芝三田森ビル 2 階）で行います。
集合時間および場所は、書類選考後に E メールおよび郵送にて通知します。

募 3年4月
者
講
01

（3）受講者の確定と受講手続き
選考の結果は、5 月中旬に E メールおよび郵送で通知します。
同封する資料にしたがって、受講の手続きを行ってください。
7. 修了証の発行
規定の要件を満たした受講者には、
慶應義塾大学から「ご近所イノベータ養成講座修了証」を授与します。修了証の交付は、
講座への参加度、出席率、提出されたレポートなどによって総合的に判断します。

受

期限

応募

2

※「ご近所イノベータ養成講座修了証」は、本講座独自の修了証であり、慶應義塾大学の学部・研究科の授与する学位ではありません。

問い合わせ： 港区芝地区総合支所協働推進課地区政策担当

TEL：03-3578-3192

FAX：03-3578-3180

会場：芝コミュニティはうす、芝の家、慶應義塾大学三田キャンパスなど
主催：港区芝地区総合支所、慶應義塾大学グローバルセキュリティ研究所

協力：慶應義塾大学社会・地域連携室

）

ご近所イノベータとは？

４）演習

講座の流れ

グループによる
地域活動の
計画と実践

「ご近所イノベータ」とは、自分の想いを実現しながら、地域生活に豊かさと幸せを生み出す次
世代のまちの担い手。まちに暮らす一人の人間として主体的な活動を起こし、地域のネットワー
クや創造的課題解決の風土を育む、地域の〈人財〉です。

シンポジウム

３）地域コミュニティ
１）導入

の現場

参加者同士のチーム

「芝の家」などによる

ビルディング

コミュニティ体験

５）まとめ
での発表と
修了式

２）講義と

講座の特徴

ディスカッション

自分の〈持ち味〉を知る

地域課題の理解
本講座は、受講者同士のコミュニケーションを重視した

り、化学反応を起こすことが、「やりたいことを、まちに

少人数制の実践的なプログラムです。どんなに想いが強

つなげる」第一歩になります。さらに、受講者同士の交

くても、地域に知り合いが一人もいない人が、新しい活

流だけでなく、さまざまな地域活動の拠点となっている

動をはじめることは難しいでしょう。また、仲間がいる

「芝の家」や周辺の地域活動に触れるコミュニティ体験、

ことで、はじめて、「自分が大切にしたいこと」や「自分

グループでの地域活動の実践を通じて、講座修了後も具

の持ち味」が明らかになっていきます。そうした土台に、

体的に活動を展開していくための、地域のネットワーク

実践経験や各種のスキル、地域課題への深い理解が加わ

と有用な経験・スキルを身につけていきます。

地域に〈仲間〉を増やす
〈経験〉と〈スキル〉を育む
地域の〈見方〉を養う
――やりたいことを、まちにつなげる。

スケジュール
※特に明記がない回の会場は、芝コミュニティはうすを予定しています
※開催時間は予定です。プログラムの進捗によって、変更になる場合があります

1

6/1（土）13〜18 時

7

【導入合宿 1】

芝の家体験を振り返って／ご近所の活動に触れる

ここからはじまるご近所イノベーション

主な講師の紹介

2

6/2（日）10〜16 時

＠会場未定
9 8/3（土）・8/4（日）

8

【導入合宿 2】

【演習 1・2

想いを実現するために知っておきたいこととは？

河田珪子（うちの実家代表） 新潟で、住民参加型の在宅福祉サ

飯盛義徳（慶應義塾大学総合政策学部准教授） 全国の地域活性化の

ービス「まごころヘルプ」を立ち上げ、住民の立場から「助けてとい

実践と研究の中心人物の一人で、省庁の委員など多数務める。経営学、

える地域づくり」を推進してきた河田さん。常設型の地域の茶の間「う

地元・佐賀での社会起業家育成事業「NPO 鳳雛塾」経営の知見から

ちの実家」の経験をうかがいます。

地域づくりの本質を聞きます。主著に、『「元気村」はこう創る』（日
本経済新聞出版社）など。

小林良二（東洋大学社会学部社会福祉学科教授） 地域福祉が専門で、

武山政直（慶應義塾大学経済学部教授） 専門は、経済地理学。現在

住民による高齢者の見守りシステムを研究されている小林先生には、

は「サービスデザイン」の概念をいち早く日本に導入し、企業や公共

地域福祉における「つながり」をめぐる諸問題についてご講義いただ

サービスの設計手法を開発されている武山先生には、ご近所イノベー

きます。港区のご近所さんの一人です。

ションに向けたご指導をいただきます。

山口覚（NPO 法人地域交流センター津屋崎ブランチ代表）福岡の小

坂倉杏介（慶應義塾大学グローバルセキュリティ研究所特任講師）

さな海沿いの町・津屋崎に移住して、一住民としてまちづくりを仲間

「芝の家」の立ち上げから運営までを手がけ、地域の居場所づくりの

とともに進める山口さん。過疎の町に数十人の新住民を呼び込み、新

実践と研究を行っています。専門は地域コミュニティ論、ワークショッ

たな地域ビジネスを次々に生み出す秘訣を聞きます。

プデザイン。今回は講座全体の進行を担当します。

※この他にも、周辺地域で活動する NPO や「芝の家」で地域活動を実践する人々、慶應義塾大学の他の教員にもご参加いただく予定です。

3

10

6/29（土）13〜17 時

【講義とディスカッション 2】

11

6/3（月）〜7/12（金）期間内の 3 日間＠芝の家

【地域コミュニティの現場 1】

12

芝の家で過ごす 3 日間

6

7/13（土）13〜17 時

【講義とディスカッション 3】

地域福祉とつながりをめぐって
普通の人が社会を変える〜「うちの実家」

会場

実行計画作成】

8/25（日）〜9/27（金）

【演習 4

地域活動の実践】

ご近所イノベーションに向けた小さな一歩

港区の現状と課題／地域コミュニティの諸相

5

8/24（土）13〜17 時

【演習 3

アイデアの実現のための計画をつくる

コミュニティをつくる市民のあり方〜
「津屋崎ブランチ」

4

アイデア合宿】

アイデアを発明する〜地域イノベーションの技法

6/15（土）13〜17 時

【講義とディスカッション 1】

7/27（土）13〜17 時

【地域コミュニティの現場 2】

9/28（土）13〜17 時 ＠三田キャンパス東館6F Gsec ラボ

【演習 5

実践のグループ発表】

ミニシンポジウム「ご近所イノベータの時代」

13

10/5（土）13〜17 時

【まとめ】

現場に向けて・・・／修了式

芝コミュニティはうす

港区芝 5-13-15 芝三田森ビル 2 階

芝の家

港区芝 3-26-10

慶應義塾大学三田キャンパス

港区三田 2-45-15

