
 

 

 

 

教育長定例記者会見 

  

日時：令 和 ３ 年 ５ 月 21 日 （ 金 ） 11： 00  

場所：危機管理センター 災害対策室５・６ 

 

 

＜広報事項＞ 

 

○令和３年５月－６月の広報事項＜教育委員会＞     

・・・・・２ 

 

 

 

＜話題提供＞ 

 

〇人生 100 年時代の地域における学びと活躍推進事業 

「他分野連携型研修会」の開催について 

・・・・・４ 

 

 

 

配布資料 
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令和３年５月～６月の広報事項＜教育委員会＞

日時（期間） タイトル
内容・会場

参加料（有料・無料の別）・事前申込の有無等

所属
（課名、室名、
機関名、学校名）

問い合わせ先
（担当者名、電話・

内線番号）

5月21日（金）
12:00～15:00

仰木の棚田保全
活動

　仰木地区の棚田保全活動に参加し、地域の方と共に活動す
る中で、生き方や自然に対する考え方を学びます。
　高校（家庭クラブ委員・2年生ボランティア）と高等養護
（1年生）の生徒が、1年間を通して、田植えから収穫、収穫
後の調理実習を通して、食に関する理解を深めるとともに自
然の恵みや命の大切さを共に学びます。
　　会　　場：仰木の棚田
　　活動内容：田植え

県立北大津高
等学校
県立北大津高
等養護学校

髙橋　かずみ
077-574-7900

5月22日（土）
13:30～17:00

日野高カフェ
@Home営業につ
いて

　2017年より月に１回営業してきました日野高カフェ@Home
ですが、今年度で５代目の生徒となりました。３年生の「課
題研究」の授業の一環として「起業者教育・課題解決能力の
育成・地域理解の推進」などを目的に行っています。地域の
方に愛されるお店作りをしていきたいと思います。５月から
新メニューも登場予定です。
　　場　所：近江鉄道日野駅舎「なないろ」

県立日野高等
学校

奥村　源
0748-52-1200

5月24日（月）
9:00～9:20

令和3年度「湖
の子」出航式

　令和3年度学習船「うみのこ」によるびわ湖フローティン
グスクール児童学習航海の開始にあたり、乗船児童の航海へ
の意欲を喚起するとともに、安全な航海の実施を誓う「出航
式」を開催します。
　　場　所：長浜港
　　【雨天、荒天時】学習船「うみのこ」船内（長浜港停泊）

びわ湖フロー
ティングス
クール

中瀬　真一
077－524-8225

5月24日（月）
13:35～

選択科目「歴史
演習」における
現地巡検の実施
について

　選択科目「歴史演習」において、総合的な探究の時間の
「ふるさと学」の一つと位置付け、地域を知るために数回に
わたり現地巡検を行います。
　　場　所：信楽町朝宮（朝宮茶の学習）
　　対　象：「歴史演習」の履修者

県立信楽高等
学校

大前　慶和
0748-82-0167

6月4日（金）
13:30～17:00

日野高カフェ
@Home営業につ
いて

　2017年より月に１回営業してきました日野高カフェ@Home
ですが、今年度で５代目の生徒となりました。３年生の「課
題研究」の授業の一環として「起業者教育・課題解決能力の
育成・地域理解の推進」などを目的に行っています。地域の
方に愛されるお店作りをしていきたいと思います。５月から
新メニューも登場予定です。
　　場　所：近江鉄道日野駅舎「なないろ」

県立日野高等
学校

奥村　源
0748-52-1200

6月14日(月)
10:00～

第４２回近江牛
精査枝肉共励会
の出品について

　学校で生産している黒毛和牛を２頭出品し、枝肉の品質等
を競うコンクールに参加します。これまで毎日の肥育管理を
して丹精込めて育てた近江牛を、品評会で生徒の学習成果の
発表の場として参加します。
　　場　所：滋賀県食肉市場
　　搬　入：6月9日（水)
　　共励会セリ：6月14日(月)
　　事務局：「おうみ」和牛繁殖協議会

県立長浜農業
高等学校

丸岡　彰太
0749-62-0876

6月19日（土）
10:00～12:00

夏の製品発表会
（販売会）

　授業で製作した製品（花苗、木工製品、窯業製品、縫工製
品など）を販売します。
　　場　所：長浜北星高等養護学校中庭駐車場および
　　　　　　その周辺

県立長浜北星
高等養護学校

北村登志子
0749-62-0920

6月21日(月）
7:00～

2021//「近江
牛」グランプリ
枝肉共進会(第9
回)への出品に
ついて

　学校で生産している黒毛和牛を１頭出品し、枝肉の品質等
を競うコンクールに参加します。これまで毎日の肥育管理を
して丹精込めて育てた近江牛を、品評会で生徒の学習成果の
発表の場として参加します。
　　場　所：滋賀県食肉センター
　　搬　入：6月17日（木)
　　共励会セリ：6月21日（月）
　　事務局：(一社)滋賀県畜産振興協会

県立長浜農業
高等学校

丸岡　彰太
0749-62-0876

6月21日(月)
11:00～12:50

長浜市豊公園
園芸科草花分野
による花壇植栽
活動

　長浜城内にある豊公園にて、学校で種子から栽培した草花
を使って、自らがデザインした花壇の植栽活動を行っていま
す。植栽後は、地元シルバー人材センターの方に依頼し管理
していただき長い期間ここを訪れるお客さんに花を身近に楽
しんでもらえるよう計画しました。
　　場　所：長浜市豊公園

県立長浜農業
高等学校

春本　大輝
0749-62-0876

①　学校行事、募集等
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令和３年５月～６月の広報事項＜教育委員会＞

日時（期間） タイトル
内容・会場

参加料（有料・無料の別）・事前申込の有無等

所属
（課名、室名、
機関名、学校名）

問い合わせ先
（担当者名、電話・

内線番号）

～5月31日
（月）

ＰＴＡ会長等代
表者研修会の開
催

　子どもの豊かな育ちを支えるＰＴＡの取組ならびに家庭教
育の重要性を再認識するとともに、家庭や地域と学校が連
携・協働する関係を築き、社会総掛かりで子どもの育ちを支
える環境づくりを推進します。
　実施方法：オンデマンド配信による研修
　内　　容：①情報提供　県教育委員会事務局
　 　　　　 ②事例報告「日野町立日野小学校PTA活動」
　　　　　　③講演「子どものみらいのために、
　　　　　　　　　　　　　　　私たちができること」
　　　　　　　NPO法人　まちと学校のみらい代表
             理事、文部科学省CSマイスター竹原和泉氏
  配信対象：各校園PTA関係者

生涯学習課

山浦　良平
077-528-4654
（内線4654）

配信期間
5月24日（月）
6月7日（月）

高・特別支援学
校人権教育校長
研修会

　学校において人権教育を推進していくため、本年度の重点
を理解するとともに、校長としての識見を高め、指導力の充
実向上を図る研修を行います。
　実施方法：オンデマンド配信による研修
　対　象：県立学校長
　　　　　私立中等教育・高等学校長の希望者
　テーマ：性の多様性
　講　師：ＮＰＯ法人ＮＡＡＨ理事
　　　　　川西　寿美子さん

人権教育課
新田見　隆

077-528-4593
（内線4593）

6月9日（水）
13:30～16:00

人生100年時代
の地域における
学びと活躍推進
事業
「他分野連携型
研修会」

　生涯学習・社会教育関係者が事例発表や意見交換を通し
て、先進事例や互いの取組について、分野を超えて学び合う
ために研修会を開催します。
　　会　場：県庁東館７階大会議室
　　参加料：無料
　　会場参加（定員あり）　　オンデマンド配信視聴も可

生涯学習課
木村　幸一

077-528-4651
（内線4651）

②　研修・会議等

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載している催し物が中止・延期になる可能性があります。
　事前にお問い合わせください。
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人生100 年時代の地域における学びと活躍推進事業 

「他分野連携型研修会」の開催について 
 

県教育委員会では、人生100 年時代において、一人ひとりの学びを深めていただき、地域づくりや

人材育成などの地域課題の解決につなげていけるよう生涯学習推進の取組を進めています。 

その一環として、地域における学びとその成果を活かした活躍の好循環の実現を目指して、「人生

100年時代の地域における学びと活躍推進事業」に取り組んでおり、下記により「他分野連携型研修

会」を開催します。この研修会は、福祉・防災・まちづくりなど多様な分野から１テーマを設定し、分野を

超えた地域課題に取り組む新たな連携・協働を推進する学びの機会とするもので、今年度はテーマを

『地域のつながり』 とし、地域でのつながりの大切さを学びます。 

 

記 

 

１．日  時   令和３年６月９日（水）13:30～16:00 （受付13:00～） 

２．会  場   滋賀県庁東館７階大会議室 

           ※会場参加のほか、事前申込者限定で、後日、オンデマンド配信を行います。 

３．参加対象  ・市町生涯学習・社会教育関係職員 

           （行政職員、公民館・コミュニティセンター職員、社会教育委員等） 

          ・地域づくりに関わる多様な分野の行政職員、機関、団体の関係者等 

           （一般希望者も参加可） 

４．内  容   ＜事例発表①＞   「奥永源寺地域から見る地方創生の可能性」 

              発表者：株式会社 みんなの奥永源寺 代表取締役 前川 真司 氏 

東近江市の地域おこし協力隊を経て立ち上げられた（株）みんなの奥永源寺

で、奥永源寺地域の資源を活用し、地元産業の活性化に取り組まれています。 

＜事例発表②＞   「つながる力をはぐくむ生活を」  

               発表者：一般社団法人 暮らし育て組  理事 吉田 尚子 氏 

竜王町にある古民家ひだまり学舎を拠点に、暮らしと子育ての学びの場、交

流の場をつくり、地域のつながりを大切にした活動をされています。 

＜質疑応答、意見交換＞ 

提 供 年 月 日：令和３年（2021 年）５月21 日 

部 局 名：教育委員会事務局 

担 当 課：生涯学習課 

担 当 者 名：木村 

電 話：077-528-4651 

E - m a i l：ma06@pref.shiga.lg.jp 

記者発表資料 
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社会教育および福祉・まちづくりなど多様な分野の先進事例や互いの取組を学び合うことで、 

分野を超えて地域課題に取り組む新たな連携・協働が生まれることを推進します。 

 
・市町生涯学習、社会教育関係職員、公民館・コミュニティセンター職員 

・社会教育委員など地域に関わる方や機関、団体等 どなたでも 

 

会場参加 または オンデマンド視聴 のいずれかにより参加可能です。 

どちらの場合も、裏面申込書により5月27日（木）までにお申し込みください。 

 

 会場参加（定員 50人）  

＜日時＞ 令和３年６月９日（水）13:30～16:00［受付 13:00～］ 

＜場所＞ 滋賀県庁 東館 ７階大会議室（大津市京町 4-1-1）＊来場の際は公共交通機関をご利用ください。 

  オンデマンド配信   

＜配信期間＞ 令和３年６月２３日（水）～７月６日（火）＊配信期間を過ぎると視聴できません。 

『地域のつながり』をテーマとした事例発表 
＊事例発表後、会場参加者から質疑・応答、意見交換の時間を設けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ・ご来場の際は、マスクの着用や手指消毒等に御協力ください。 

・発熱等体調不良の場合は来場をお控えいただき、オンデマンド配信を御利用ください。 

 ・新型コロナウイルス感染拡大の状況により、オンデマンド配信のみとなる場合があります。  

 

令和３年度 

人生 100年時代の地域における学びと活躍推進事業 

問合せ 
申込み 

他分野連携型研修会 

 対象 

 内容 

「奥永源寺地域から見る地方創生の可能性」

株式会社 みんなの奥永源寺 代表取締役 前川真司 氏 

中学時代の山村留学で農山村の豊かさに感動し、高校、大学で農業を学び、大学卒業後は、アメリカ 

に渡って農業や環境を学ばれました。東近江市の地域おこし協力隊を経て、（株）みんなの奥永源寺を 

立ち上げ、地域の方々とともに、奥永源寺地域の資源を活用し、まちづくりや地元産業の活性化に取り 

組まれています。 

事例発表① 

 参加
方法 

「つながる力をはぐくむ生活を」

一般社団法人 暮らし育て組 理事 吉田尚子 氏 

（一社）暮らし育て組の理事として、ひだまり学舎を運営。子育て中のママさんたちの暮らしと子育て 

の学びの場、地域の支えあいの場として、地域の絆、つながりを大切に日々活動されています。 

また、地域での放課後居場所づくり、家事と家族にまつわる講座を開き、多方面で活躍されており、 

滋賀県社会教育委員としても県の生涯学習・社会教育の推進に御尽力いただいています。 

 

事例発表② 

[担当]教育委員会事務局生涯学習課  木村 

T E L  ： 077-528-4651  FAX ：077-528-4962 

E-mail ： ma06@pref.shiga.lg.jp 

※申込方法は、裏面をご覧ください。 
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