「全国廃校フォーラム２０１４（第三回）
」 開催案内
【主

催】

⼀般財団法⼈都市農⼭漁村交流活性化機構(まちむら交流きこう)

【後

援】

⽂部科学省

【趣

旨】 平成４年度から平成２３年度の２０年間で、６,８３４校の公⽴学校が廃校となっていま

農林⽔産省

す。少⼦・⾼齢化や過疎化が進む農⼭漁村地域においては、この未利⽤となった廃校施設
等を活性化拠点として活⽤し、地域活⼒の維持・向上へと結びつけることが望まれており
ます。
当機構では、廃校活⽤に向けた情報提供と普及促進を図ることを⽬的に、平成２４年２
⽉、全国各地から多くの実践者等の⽅々のご参加のもと「全国廃校フォーラム２０１２（第
⼀回）
」を 3331 アーツ千代⽥（旧練成中学校/東京都千代⽥区）にて開催いたしました。
それを受けて、平成２４年６⽉から平成２５年１２⽉までの⼆年間をかけ、北海道から沖
縄までの全国各地にて、計１１回の「全国廃校活⽤セミナー」を開催するとともに、平成
２５年３⽉に「全国廃校フォーラム２０１３（第⼆回）」を開催してまいりました。
今回、第三回⽬の開催となる「全国廃校フォーラム２０１４（第三回）」では、全国各地
での取り組まれている特徴的な取り組みをご紹介するとともに、その意義や在り⽅などに
ついての議論を深め、実りある情報共有の機会と共通認識の場となるようフォーラムを開
催いたします。

全国廃校フォーラム 2012(第⼀回)

2012 全国廃校活⽤セミナー(九州地区)in 熊本

2012 全国廃校活⽤セミナー(中国地区)in 島根

2012 全国廃校活⽤セミナー(四国地区)in ⾼知

2012 全国廃校活⽤セミナー(近畿地区)in 京都

2012 全国廃校活⽤セミナー(近畿地区)in 和歌⼭

全国廃校フォーラム 2013(第⼆回)

2013 全国廃校活⽤セミナー(東海・中部地区)in 岐⾩

2013 全国廃校活⽤セミナー(北陸地区)in 新潟

2013 全国廃校活⽤セミナー(関東地区)in 千葉

2013 全国廃校活⽤セミナー(東北地区)in 宮城

2013 全国廃校活⽤セミナー(北海道地区)in 栗⼭

2013 全国廃校活⽤セミナー(沖縄地区)in 国頭

【開 催 ⽇ 時】平成２６年３⽉２９⽇(⼟曜⽇) １０:００〜１７:３０
【開 催 場 所】秋葉原ＵＤＸ ＧＡＬＬＥＲＹ ＮＥＸＴ－１ 東京都千代⽥区外神⽥４丁⽬１４１
【募 集 ⼈ 数】１５０⼈(要申込)
【参 加 費】５,０００円(資料含)
【申 込 ⽅ 法】まちむら交流きこう WEB サイト
http://www.kouryu.or.jp/events_seminar/haiko/forum2014.html

【プログラム】
09：30

◆開場・受付 [ 秋葉原ＵＤＸ 4 階 ＧＡＬＬＥＲＹ ＮＥＸＴ－１

10：00

◆開会 挨拶
主催者

○齋藤章⼀

]

まちむら交流きこう専務理事

10：15

◆活動報告 「まちむら主催全国廃校フォーラム＆廃校活⽤セミナーを振り返って」

(30 分)

講師

10：45

◆基調講演 「半農半Ｘという⽣き⽅ 〜天職と地域資源を活かして〜」

(75 分)

講師

○塩⾒直紀

半農半Ｘ研究所代表、ＮＰＯ法⼈⾥⼭ねっと・あやべスタッフ

ゲスト

○⼤津愛梨

ＮＰＯ法⼈九州バイオマスフォーラム副理事⻑

12：00

○畠⼭ 徹

休憩（昼⾷）

まちむら交流きこう業務部参事

13：00

◆テーマ別トークセッションⅠ ⾃然学校＋α編

(60 分)

パネラー ○⾼⽊晴光

⿊松内ぶなの森⾃然学校代表、ＮＰＯ法⼈ねおす代表

○永井雄⼈

ＮＰＯ法⼈⽩神⾃然学校⼀ツ森学校代表理事

○⼤⻄かおり

ＮＰＯ法⼈⼤杉⾕⾃然学校校⻑

○⻄本五⼗六

社団法⼈⻄⼟佐環境・⽂化センター四万⼗楽舎専務理事

コーディネーター ○⼩林和彦

まちむら交流きこう客員研究員

14：00

休憩

14：10

◆テーマ別トークセッションⅡ アート＋α編

(60 分)

パネラー ○国松希根太

⾶⽣アートコミュニティー代表/彫刻家

○嶋⽥ ⼒

牧郷ラボ代表/映像作家

○天野季⼦

鉢＆⽥島征三・絵本と⽊の実の美術館学芸員

○尾藤悦⼦

共星の⾥国際芸術研究所ゼネラルマネージャー

コーディネーター ○畠⼭ 徹

まちむら交流きこう業務部参事

15：10

休憩

15：20

◆テーマ別トークセッションⅢ

(60 分)

パネラー ○阿部 進

ＮＰＯ法⼈塩⾕町旧熊の⽊⼩学校管理組合事務局⻑

○穏台千鶴

坂本グリーン・ツーリズム運営委員会

○宮原美佐⼦

ＮＰＯ法⼈きらり⽔源村事務局⻑

16：20

休憩

16：30

◆総括セッション

(60 分)

パネラー ○⽟井常貴

なみの⾼原やすらぎ交流館館⻑

農業法⼈株式会社秋津野代表取締役副社⻑

○井上弘司

地域再⽣診療所所⻑

○甲斐良治

農⽂協編集局次⻑、「季刊地域」元編集⻑

○熊野 稔

徳⼭⼯業⾼等専⾨学校教授

○斎藤章⼀

まちむら交流きこう専務理事

コーディネーター ○畠⼭ 徹
■閉会

ＮＰＯ法⼈四季の学校・⾕⼝、⾕⼝がっこそば

○加納⿇紀⼦

コーディネーター ○望⽉克哉

17：30

地域づくり＋α編

まちむら交流きこう業務部参事

◆基調講演

「半農半Ｘという⽣き⽅

〜天職と地域資源を活かして〜」

京都府綾部市より塩⾒直紀さんを講師としてお招きし、「半農半Ｘという⽣き⽅ 〜天職と地域資源を
活かして〜」と題して、永続可能な農ある⼩さな暮らしをベースに、⾃らの「Ｘ」を実践し、発信し、全
うしていく社会を模索していくお話をいただきます。後半は、第 6 回オーライ！ニッポン⼤賞ライフスタ
イル賞を受賞した⼤津愛梨さんを熊本県南阿蘇村よりゲストにお招きし、塩⾒さんとともに半農半Ｘとい
う⽣き⽅についての対談を⾏います。

◆テーマ別トークセッションⅠ

⾃然学校＋α編

パネラーとして、⿊松内ぶなの森⾃然学校(旧作開⼩学校/北海道⿊松内町)の⾼⽊晴光さん、⽩神⾃然学
校⼀ツ森学校(旧⼀ツ森⼩学校/⻘森県鰺ヶ沢町)の永井雄⼈さん、⼤杉⾕⾃然学校(旧⼤杉⼩学校/三重県⼤
台町)の⼤⻄かおりさん、四万⼗楽舎(旧中半⼩学校/⾼知県四万⼗市)の⻄本五⼗六さんをお招きし、⼩林
和彦(まちむら交流きこう客員研究員)の司会のもと、⾃然学校＋αをテーマとするトークセッションを⾏い
ます。

◆テーマ別トークセッションⅡ

アート＋α編

パネラーとして、⾶⽣アートコミュニティー(旧⾶⽣⼩学校/北海道⽩⽼町)の国松希根太さん、牧郷ラボ
(旧牧郷⼩学校/神奈川県相模原市)の嶋⽥⼒さん、鉢＆⽥島征三・絵本と⽊の実の美術館(旧真⽥⼩学校/新
潟県⼗⽇町市)の天野季⼦さん、共星の⾥(旧⿊川⼩学校/福岡県朝倉市)の尾藤悦⼦さんをお招きし、 畠⼭
徹(まちむら交流きこう参事) の司会のもと、アート＋αをテーマとするトークセッションを⾏います。

◆テーマ別トークセッションⅢ

地域づくり＋α編

パネラーとして、四季の学校・⾕⼝、⾕⼝がっこそば(旧⾦⼭町⾕⼝分校/⼭形県⾦⼭町)の阿部進さん、
星ふる学校くまの⽊(旧熊の⽊⼩学校/栃⽊県塩⾕町)の加納⿇紀⼦さん、ふれあいの⾥さかもと(旧坂本⼩
学校/⾼知県勝浦町)の穏台千鶴さん、きくちふるさと⽔源交流館(旧菊池東中学校/熊本県菊池市)の宮原美
佐⼦さんをお招きし、なみの⾼原やすらぎ交流館(旧⼩池野⼩学校/熊本県阿蘇市)館⻑の望⽉克哉さんの司
会のもと、地域づくり＋αをテーマとするトークセッションを⾏います。

◆総括セッション

パネラーとして、秋津野ガルテン(旧上秋津⼩学校/和歌⼭県⽥辺市)の⽟井常貴さん、井上弘司さん(地
域再⽣診療所所⻑/⻑野県飯⽥市)、甲斐良治さん(農⽂協編集局次⻑、「季刊地域」元編集⻑)、熊野稔さ
ん(徳⼭⼯業⾼等専⾨学校教授/⼭⼝県周南市)をお招きし、斎藤章⼀(まちむら交流きこう専務理事)ととも
に、畠⼭徹(まちむら交流きこう業務部参事) の司会のもと、廃校フォーラムの総括セッションを⾏います。

一般財団法人都市農山漁村交流活性化機構 全国廃校フォーラム事務局 行
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全国廃校フォーラム２０１４(第三回)

参加申込書・受付完了書
申込日:平成
受付完了日:平成

年
年

月
月

日
日

所属組織名
(〒

所在地
電話番号

－

(

)※都道府県名もご記入ください

)

FAX番号

Ｅ－ｍａｉｌ

(

)

@

※所属組織名、住所、電話・FAX・メールアドレスを必ずご記入下さい。
※ご記入いただいた内容は個人情報取扱方針に従い厳正に管理し、本件以外の無断での使用は行いません。
フリガナ

フォーラム
(○×)

所属部署・役職等

参加者氏名

交流会
(○×)

備考

※参加者氏名・役職をご記入の上、フォーラム及び交流会参加の○×印を必ずご記載下さい。
※複数申込の場合は、代表者名を最初に記入してください。多数申込の場合は、本紙をコピーの上、ご記入下さい。
■ご入金金額の合計(申込者様側でご記入ください)
①フォーラム参加費
5,000円×（
①

計（

）名
）円

②交流会参加費
3,000円×（
② 計（

参加費総額（①計＋②計の合計）
）名

）円

円

■参加費の支払い(事前振込)
【銀行口座】
【郵便振替】
みずほ銀行(0001) 東京営業部(001)
口座番号：００１１０－５－００４２００９
普通：２４３９１２６
加入者名：まちむら交流きこう
名義：(財)都市農山漁村交流活性化機構
※払込取扱票（青色）を使用ください
ﾌﾘｶﾞﾅ：ザイ）トシノウサンギョソンコウリュウカッセイカキコウ
※通信欄に「廃校フォーラム 2014 参加費」とご記入ください
※参加費のお支払いは、事前振込となります。参加申込後、すみやかに合計金額を上記の指定口座にお支払い下さい。お振
込み手数料は、お申込者側のご負担にてお願い致します。
■その他
※参加費入金が確認出来次第、事務局より「受付完了書」をＦＡＸにて送付します（複数参加の場合は代表者のみに送付いた
します）。
※申込み後の内容の変更・追加は本票を修正の上、ＦＡＸにてご連絡願います｡ご入金後の返金は振込手数料を差し引いた額
の返金となります。直前のキャンセルは取消料が発生します。
※必要書類(請求書・領収書)をご希望の場合は、下記の全国廃校フォーラム事務局にお問合せ下さい。
■参加申込締切 平成26年3月20日(木曜日)
定員となり次第、締め切りとさせていただきますので、お早めにお申し込み下さい。
【問合せ先】

一般財団法人都市農山漁村交流活性化機構 全国廃校フォーラム事務局(業務部広報情報チーム内)
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町45 神田金子ビル５階
TEL 03-4335-1982
FAX 03-5256-5211
E-mail:haiko@kouryu.or.jp

