主催：公益社団法人 土木学会

参加者
募集中

市民普請大賞
全国交流会議２０１５

8月22日(土)～23日(日) 静岡県三島市
テーマ： 「市民普請」力で地域を創る！
「市民普請」とは、『市民が主導的な役割を果たしながら、地域を豊かにするために
実践する公共のための取り組み』です。
土木学会では、2014年、創立100周年記念事業として、「市民普請大賞」を創設
しました。全国に公募し、2回の公開審査を経て、ＮＰＯ法人グラウンドワーク三島
（静岡県三島市）が、グランプリを受賞しました。
今回、「市民普請」の社会的役割と可能性を学ぶために、全国各地の市民が三島
に集い、グラウンドワーク三島の視察や他地区との情報交換を行う、「全国交流会議
２０１５」を開催します。
より豊かな地域づくりは、地域住民の創意工夫とアイデア、具体的な行動にかかっ
ています。活発な議論と成功モデルの相互学習を通して、地方再生の処方箋と市民
普請力の潜在力を考えましょう。

1日目 全体会
1日目
全体会

8月22日(土) 会場：日本大学国際関係学部 三島駅北口校舎

◆10:00～14:45 エクスカーション（三島市内・グラウンドワーク三島実践地視察・体験）
◆15:00～17:45 基調講演 「市民普請と地方創生」
講師 石田 東生氏 （筑波大学大学院システム情報工学研究科教授）
事例発表 「市民普請大賞の受賞者活動の成果発表」（3団体）
ＮＰＯ法人ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾜｰｸ三島、ＮＰＯ法人道普請人、京都府立宮津高等学校建築科

パネルディスカッション 「市民普請力の役割と可能性とは」
パネリスト

事例発表の3団体
廣瀬 典昭氏 （土木学会会長）
コメンテーター 石田 東生氏
コーディネーター 桑子 敏雄氏 （東京工業大学大学院教授、市民普請大賞審査委員長）

◆18:15～20:30 交流会・市民普請談義

２日目 分科会・全体会 8月23日(日)
２日目

会場：三島市民文化会館、三島市民生涯学習ｾﾝﾀｰ

◆ 9:30～12:00 分科会 「市民普請力で地域を元気にする処方箋とは何か」
◆13:00～15:00 総括セッション
分科会のまとめ 「市民普請」のノウハウと手法を共有化
宣誓 「市民普請」の社会的役割を全国にアピール
詳細・
お申込み
裏面

参加費： 一般500円、高校生以下無料 （2日目弁当700円）
別途 エクスカーション1,500円、交流会3,000円
主催 ： 公益社団法人 土木学会
共催 ： ＮＰＯ法人 グラウンドワーク三島、ガーデンシティみしま推進会
後援 ： 三島市

2015.8.5

市民普請大賞 全国交流会議２０１５ 開催概要
■日時：

２日目分科会・全体会
分科会・全体会8月23日（日）
8月23日（日）9:30～15:00
9:30～15:00
2日目
第4部 9:30～12:00

2015年8月22日（土）～23日（日） 2日間
■会場
◆1日目： 日本大学国際関係学部三島駅北口校舎

（三島市民文化会館、三島市民生涯学習センター）

◆分科会
（三島市文教町1-9-18）
「市民普請力で地域を元気にする処方箋とは何か」
◆2日目： 三島市民文化会館（三島市一番町20-5）
※分科会ごとにテーマを分けて議論
◆2日目： 三島市民生涯学習ｾﾝﾀｰ（三島市大宮町1-8-38）
第5部 13:00～15:00 （三島市民文化会館・大ホール）
■プログラム：
◆総括セッション
1日目
１日目全体会
全体会8月22日（土）
8月22日（土）10:00～20:30
10:00～20:30
◆各分科会のまとめ 「市民普請」のノウハウと手法を共有化
第1部 10：00～14:45
◆宣誓 「市民普請」の社会的役割を全国にアピール
（日本大学国際関係学部三島駅北口校舎前集合、バス移動）

■定 員：250人

◆エクスカーション ※昼食はご持参ください
グラウンドワーク三島のプロジェクト実践地視察

■参加費：

（源兵衛川、三島梅花藻の里、境川・清住緑地等）
フィールドワーク （源兵衛川環境改善活動、
松毛川千年の森づくり・竹林伐採と植樹等）

参加費（資料代）
1 日目ｴｸｽｶｰｼｮﾝ
1 日目交流会
2 日目弁当

第2部 15:00～17:45

一般
500 円
1,500 円
3,000 円
700 円

高校生以下
無料
無料
―
700 円

（日本大学国際関係学部三島駅北口校舎1階山田顕義ホール）

■申込み：グラウンドワーク三島事務局にお申込みください。
◆基調講演 「市民普請と地方創生」
石田 東生 氏（筑波大学大学院システム情報工学研究科教授） ■締切日：2015年8月14日（金）
※ご宿泊…8月22日（土）は三島市内の宿泊施設が 混雑して
◆事例発表 「市民普請大賞の受賞者活動の成果発表」
おります。近隣地域を含めてご検討ください。
グランプリ ： ＮＰＯ法人 グラウンドワーク三島
渡辺 豊博 氏（専務理事）
■会場案内図 ※お車でのご来場は近隣有料駐車場をご利用ください
準グランプリ ： ＮＰＯ法人 道普請人
福林 良典 氏（理事）

準グランプリ ： 京都府立宮津高等学校建築科
大槻 駿 氏（3年生）

◆パネルディスカッション 「市民普請力の役割と可能性とは」
パネリスト
事例発表の3団体
廣瀬 典昭 氏（土木学会会長）
コメンテーター
石田 東生 氏
コーディネーター 桑子 敏雄 氏
（東京工業大学大学院教授、市民普請大賞審査委員長）

第3部 18:15～20:30
（日本大学国際関係学部三島駅北口校舎7階学生食堂）

◆交流会・市民普請談義
※ お酒・お菓子・おつまみなど、各地の特産品をお持ち寄り
いただければ幸いです

■参加申込書 【締切：2015年8月14日（金）】 ⇒ ＦＡＸ 055-973-0022、 Ｅメール info@gwmishima.jp
ふりがな
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□男
10 代
40 代

□女
20 代
50 代

30 代
60 代以上

〒
携帯電話

E メール

ＦＡＸ

団体名
参加・
弁当希望
（○印）

性

部署・役職等
8/22 第 1 部
ｴｸｽｶｰｼｮﾝ

8/22 第 2 部
基調講演等

8/22 第 3 部
交流会

8/23 第 4 部
分科会

8/23 第 5 部
総括ｾｯｼｮﾝ

8/23
弁当注文(700 円)

通信欄

【申込み・問合せ】 ＮＰＯ法人グラウンドワーク三島 事務局
〒411-0857 静岡県三島市芝本町7-11 電話 055-983-0136（平日9:00～17:00） FAX 055-973-0022
メールアドレス info@gwmishima.jp
ホームページ http://www.gwmishima.jp/

