
                                                                                                                                                                                        

高知市まちづくり未来塾 

代表 ： 岡田 法生 

 

 

     

○研修旅行 

２年に１度、まちづくり先進地への研修旅行をおこなっています。 

H19年 愛媛県内子町へ研修。 

H21年 岡山県真備町箭田地区に視察。翌年は全体交流会へ参加していただきました。 

H23年 愛媛県大州市へ研修。 

H25年 香川県高松市塩江地区・三谷地区へ研修。 

○全体交流会 

定期的に各市民会議同士の交流会を開催しており、H１8、20、22年度 

の３回は「おらん地区自慢大会」と称し、各地域の活動自慢を発表して 

いただきましたが、H24年度は、「おらん地区防災のまちづくり」と題 

して、全体交流会を開催しました。 

○よこせと海辺のにぎわい市 

毎年５月に開催される、よこせと地区のイベントに参加し、焼きそばや 

アイスクリンなどを販売し、研修旅行等未来塾の活動資金に充てています。 

○出張未来塾 

依頼があれば、各地域のイベントにバルーンアートで参加しています。 

未来塾塾生の、バルーン担当の藤岡さんがどこでも行きます。 

○定例会 

毎月第１もしくは第２金曜日に、高知市役所たかじょう庁舎２F 市民活動 

サポートセンター大会議室で19時～21時まで定例会を開いています。 

未来塾の活動をここで決定し、実行しています。 

年３回の飲ミュニケーションも欠かせません。 

 

 

 

「高知市まちづくり未来塾」が結成し、８年目に初めての広報紙『みらいづくり』を発行し

ました。それから８年目の今年、意図したわけでもありませんが、第２号を発行することに

なりました。未来塾にとっては、ある意味節目の年なのかもしれません。 

 最初の８年は、塾生個々のスキルアップや各地域の活性化を重点に置いて活動をしてきた

ように思います。そしてこの８年、「市民会議全体交流会」や「未来塾の塾」といった、情

報交換の場の提供や新しい仲間づくりを展開してきました。 

 そして、今では若い仲間が随分と増えました。その若い仲間が次世代を担うまちづくり人

として、各々の地域で活躍してくれることを期待しています。 
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（H21 岡山真備町視察） 

 

 

（H22 全体交流会） 
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高知市まちづくり未来塾では、より多くの方々にまちづくりの楽しさを知っていただき、あわせてまちづくりの参加者が増える

ことを願って「未来塾の塾」を開催しています。 

 

○前回（平成24年度 第３回「未来塾の塾」カリキュラム） 

実施年月日 講義時間(～20：30)と講義内容 実施年月日 講義時間(～20：30)と講義内容 

7月6日（金） 

19:30 入塾式(お互いを知ろう) 

・未来塾についての説明 

      ： 未来塾 岡田代表 

        地域コミュニティ推進課 長尾課長補佐 
1 月 11 日（金） 

19:00 防災について考えよう 

・防災部会の活動経過、避難場所運営マニュアル 

・観光地（浦戸地区）の避難対策－まちあるき報告 

・楽しく学べる防災と土木業の視点からの防災活動 

・女性の目線で考える防災とは 

・防災連想グループワーク 

8月3日（金） 

19:00 ボランティアについて 

・ボランティアの力でまちづくり 

      ：高知県ボランティア・ＮＰＯセンター 間所長 

20:00 懇親会（暑気払い） 

2 月 8 日（金） 

19:00 行政と語ろう 

・高知市の観光と地域の関わり 

      ： 観光振興課 藤村課長補佐 

 

9月7日（金） 

19:00 各種団体のしくみを知ろう 

・高知市の地域活動団体について ： 岡田代表 

・交通安全に関する団体について 

： 交通政策課 清水課長 

・高知市青少年育成協議会について： 中尾副会長 

・公民館について  ： 生涯学習課 森岡課長補佐 

・町内会について  ： もみじの台地町内会 藤岡会長 

3 月 1 日（金） 

19:00 イベントの運営を体験しよう 

（企画・運営の説明と準備作業） 

流れ、タイムスケジュール、役割分担確認 

 

10月5日（金） 

19:00 市民会議の事例発表 

・よこせとは連携のまちづくり 

（よこせと・まちづくり市民会議） 

・であい・ふれあい・ささえあい写真で見る一宮の取組み 

（一宮コミュニティ計画推進市民会議） 

・高ノ森植樹事業について 

（旭西部まちづくり推進会議） 

3 月 9 日（土） 

イベントの運営を体験しよう (本番) 

高知市内の、まちづくり市民会議の『 全体交流会 』  

・おらん地区防災のまちづくり 

「コミュニティ計画推進市民会議第 5回全体交流会」 

・大津、潮江、旭西部、未来塾から事例発表 

・「『いつも』の中に『もしも』の備えを楽しむ防災まち

づくり」：高知大学社会協働教育学部門 大槻知史准教授 

11月2日（金） 

19:00 失敗事例から学ぶ 

まちづくり､こうすれば旨くいったかも 

・一宮コミュニティ計画推進市民会議 

・大津地区コミュニティ計画推進市民会議 

 

 

4 月 12 日（金） 

19:00 卒塾式 

20:00 懇親会（卒業祝・歓送迎会） 

12月14日（金） 
19:00 バルーンアートでまちづくり（実技） 

20:00 懇親会（忘年会） 
 

 

 

   

 

 未来塾では、現在「防災部会」と「農園部会」の２つの部会が活動しています。 

防災部会 

（石橋 片岡 古味 尾崎 上村 森）H23年7月発足 

○防災視点でのまちあるき ○県・市の担当部署からの現状説明・懇談会 

○東日本大震災ボランティア活動の報告・体験談 ○防災士資格取得 

○防災人づくり塾への参加 ○全体交流会での学習発表 

身近な人たちへ防災・減災への関心を持ってもらうためにまずは自分たちが勉強をしようと頑張っています。 

農園部会 

（島崎 片岡 笠井 五藤 中村 尾崎 鍋島 細木）H25年9月発足 

メンバー所有の畑を一部借りて野菜作りを始めました。農園の草刈・整備からはじめ、 

ジャガイモ・大根・ほうれん草・春菊 etc・・・種まきをしました。水やり等、野菜 

作りの大変さを感じています。未経験者ばかりなので周りのアドバイスを受けながら 

楽しくやっています。収穫が楽しみです。 

   

 

 

 



   

平成25年12月１日現在 

地区名 設立年月日 会員数 主   な   活   動 

秦 H8.4.20 43 
・フラワーロードづくり  ・秦里山まつりの開催  ・河川ウォッチング 

・秦泉寺公園まつりへの参加  ・里山の活用と保全への取組み  ・正蓮寺街道周辺の清掃活動 

鴨田 H8.6.12 36 
・探鳥会の開催  ・鏡川緑地公園イベントへの参加  ・お月見会開催 

・どんど焼きの開催(神田地区との共催)  ・鴨田歴史講座開催  ・鴨田音頭普及の取組み 

横浜瀬戸 H8.9.27 55 
・自主防災組織への参加  ・８月８日ロードボランティア  ・歴史探訪まちあるき 

・よこせと海辺のにぎわい市開催  ・ロードボランティア清掃活動  ・南嶺ハイキング 

潮江 H9.1.23 34 ・地区防災の取組み  ・筆山避難路の調査  ・筆山公園再生の取組み 

潮江南 H9.1.27 38 
・地区防災の取組み  ・皿ヶ嶺植生調査  ・花いっぱい活動  ・塩の道ハイキング 

・ほたるの観察会  ・８月８日ロードボランティアへの参加 

介良 H9.3.10 55 ・地区一斉清掃への参加  ・親水公園清掃  ・親水公園イベント  ・史跡めぐりハイキング 

一宮 H9.3.26 92 
・一宮ふれあいまつりの開催  ・地域への情報発信  ・地域記憶プロジェクト報告会 

・ふれあい農園の運営  ・地域福祉の取組み 

神田 H9.5.15 27 
・環境美化活動  ・門松づくり教室(鴨田地区との共催)  ・各種学習会  

・竹とんぼ紙てっぽうづくり教室の開催  ・桜植樹場所周辺の清掃活動 

薊野 H9.8.27 37 ・岡田以蔵命日祭の開催  ・ほたるの観察会  ・真宗寺山植生調査 

大津 H10.2.27 72 ・大津食品工業団地及び通学路周辺の一斉清掃  ・まちあるき 

長浜 H10.2.27 26 ・８月８日ロードボランティアへの参加 

浦戸 H10.7.3 83 ・浦戸夏祭りの開催  ・浦戸地区親睦ボウリング大会  ・浦戸地区対抗ソフトボール大会 

旭西部 H10.8.2 43 
・高ノ森の自然環境の保全と活用  ・各種学習会  ・旭ファームの取組み 

・学ぼう災の開催  ・地区の祭りへの参加 

旭東部 H10.9.30 50 ・地区防災の勉強会  ・高齢者福祉施設の勉強会  ・高ノ森の自然環境の保全と活用  

北街 H12.7.6 34 ・まちあるき  ・国交省支援「はりまや通り」一斉清掃 

旭南部 H12.10.26 21 ・鏡川環境美化啓発ポスターの掲示 

行川 H13.12.7 56 ・ふれあい農園事業への参加  ・行川なかよし公園の整備  ・彼岸花ロードの整備 

朝倉 

（朝倉・朝倉第二）
H16.9.15 59 

・あさくらふれあい交流広場の開催  ・朝倉の歴史保存の取組み   

・安心で安全な地域づくりの取組み 

布師田 H17.9.8 47 
・金山城跡の整備  ・布師田ふれあい広場の整備  ・正月飾りづくり  ・世代間交流事業 

・北山ハイキングコース整備 

土佐山 H22.7.3 62 
・あいさつ運動  ・土佐山マップ作成への取組み  ・環境美化啓発活動 

・とさやまの日の開催 

鏡 H22.7.9 89 ・環境美化の取組み 

横浜新町 H25.4.19 37 ・学校の樹木への名札付け  ・まちあるき 

 

 

 

 

 

 

 

  

（よこせと海辺のにぎわい市） 

 

 

（全体交流会での市民会議の発表） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「まちづくりはひとづくり！」人のつながりが活気ある地域を育てます。地域の連携が 

明るく暮らしやすい高知市をつくります。あなたも未来塾に参加してみませんか？ 

高知市まちづくり未来塾 

副代表 ： 笠井 博文 

 

上村 佳子 

（未来塾の塾で１年間学び、地域活動について考えました。結果、自分の拠って立つ

場所に立ち返り、スタートを始める事が本筋と気づき、主人とともに自主防災組織

を立ち上げ、充実した時間をすごすことができています。今は未来塾をお休みして

ますが、地域で学び、たくさん貯金し、未来塾に帰ってきたいと思っています。） 

五藤 広志 

（いま、一枚の紙に二枚の人生を。いろいろな波につつまれて、今日

も、おはようの朝声がする。 

みんなで、参加、未来への町づくり一歩前に歩こう。わが町に行く！） 

島崎 伸一 

（まちづくり＝人づくり。 

 入塾者、募集しています！ 

 未来塾農園に夢中です。）  

創刊号から８年を経過して発行された、みらいづくり第２号どうでしたか。 

新しい塾生も加わり、ますます元気な未来塾。 

来年度は、未来塾の塾(仮)・全体交流会もあり、新しいまちづくり人を、 

発掘して地域へ返していきたいと思います。 

地域と地域が連携のとれる、まちづくりの取組みを考えていきたいと思っています。 

 

未来塾未来塾未来塾未来塾へおいでよへおいでよへおいでよへおいでよ！！！！！！！！    一緒にまちづくりを行う仲間を募集しています。 事務局連絡先 :高知市地域コミュニティ推進課 

高知市鷹匠町 2 丁目 1-43 

高知市たかじょう庁舎 2 階 

TEL088-823-9080 

E-mail: kc-102000@city.kochi.lg.jp 

 

片岡 達哉 

（入塾当時は、まちづくりの右も左もわからなかった

のですが、未来塾で学び、地域での活動に参加する

うちに、まちづくりの楽しさが少し分かったような

気がします。まちづくりは楽しんでなんぼ！） 

 

田中 美紀 

（様々な職業の皆様と意見交換ができ、勉強になり

ました。私は、優等塾生にはなれませんでしたが、

今でも温かい場所=其処が未来塾です！）  

大坪 史典 

（仕事上、都合をつけるので苦労してますが、飲み会に

なると出席率が良いです。未来塾の最初の頃は、活動

内容を把握するだけで精一杯でしたが、人との繋がり

がまだ少しですが増えてきたので、今後は、未来塾で

学んだことを活かして、より具体的な行動目標を立て

て活動できたらと思います。） 

 

鍋島
 
 佐知 

（町内会活動の経験がないので、勉強をはじ

めました。よろしくお願いします。） 

山岡 直人 

（みんなが遠慮なく夢を語り、夢を支援し

合う☆そんな社会作りを目指し、ワクワ 

ク活動しています♫） 

山本 弥生 

（パワー有り余る未来塾の先輩方からたくさんの

学び、微力ながら私にできることを頑張りたいと思

います。よろしくお願いいたします o(^o^)o） 

山本 和範 

（ワイルドな先輩方に囲まれ、楽しくまちづくりを学

んでいます。これからは自分の力も発揮し、いっそ

う励んでいきたいと思います。） 

 

  

 


