別添

「薩長土肥連携青少年交流事業」の募集概要（高知県）
１

事業の概要
山口県、佐賀県、鹿児島県及び高知県は、明治維新 150 年となる平成 30 年度に「薩長

土肥同盟」を締結し、連携した取組を推進しています。
今年度は、佐賀県において先人たちの「志」や「行動力」を学ぶとともに、物事を多角
的に捉えることのできる広い視野と高い志を持つ人材の育成を図るため、下記のとおり
事業を実施します。
（１）日

程

令和３年９月 18 日（土）～20 日（月・祝）

（２）場

所

佐賀県佐賀市（佐賀城本丸歴史館、大隈重信記念館ほか）

（３）主催者

２

２泊３日の宿泊研修

薩長土肥同盟推進協議会 （開催事務局：佐賀県政策部政策チーム）

高知県内の生徒・学生の参加について

（１）対象及び人数
高知県内の高校生 10 人

※各県 10 人程度の参加者を予定

（２）参加要件
・先人たちの「志」や「行動力」を学び、多くの参加者と積極的な意見交換や交流を行
う意欲をもって参加すること。
・協調性に富み、主催者が計画したスケジュールに従って規律ある団体行動ができること。

３

スケジュール（予定）
日

時

内 容

等

９月 18 日（土）

○オリエンテーション

14:00～18:00

○チームビルディング、ゴール目標設定
○フィールドワーク（佐賀城本丸歴史館）
・SAGA 学のすすめ
幕末維新期、技術力や知識を高め、熱意と志を持って新しい
国づくりに尽力した思いを学ぶ。
・未来を切り拓く君たちへ

18:30～21:00

〇宿泊オリエンテーション
○交流会
・夕食・参加者同士の交流会

９月 19 日（日）
9:00～21:00

〇視察見学 (大隈重信記念館)
○フィールドワーク（佐賀県庁 SAGACHIKA）
・良いものは故郷にある-ちいさな島から広がる大きな希望○フィールドワーク(佐賀県庁 SAGACHIKA)
・地域の起業家-小さな挑戦が世界を大きく変える○グループワーク
・
「私たちが描く未来ビジョン」作成(グループ)
・
「私の未来宣言」作成(個人)
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９月 20 日

〇発表準備

（月・祝）

○発表会

8:00～12:00

・各グループでまとめた「未来への提言書」の発表
・
「私の未来宣言」発表
・講評
○修了式

４

参加費

無料
※交通費（住所地の最寄り駅⇔集合・解散場所（高知駅・高知龍馬空港）⇔福岡空港⇔
佐賀県内の移動費）
、宿泊費、食費等については、主催者または高知県総務部政策企
画課が負担します。
※交通費の支給額は、高知県の旅費規程に準じます。
※宿泊は、ホテルグランデはがくれ（佐賀県佐賀市天神２丁目１-36）を予定していま
す。（２、３人１部屋利用予定）
※各県の集合場所からの交通手段、宿泊先及び食事等は、主催者または高知県総務部政
策企画課で手配します。

行程（予定）
期日

時間

内容

9/18

9:00 頃

＜集合場所１＞高知駅

(土）

9:50 頃

＜集合場所２＞高知龍馬空港
＜移動＞高知駅 →高知龍馬空港(10:25 発 JAL3582）
→福岡空港（11:25 着）

～13:15

＜移動＞福岡空港（貸切バス） →佐賀県庁

13:30-14:00

○受付

14:00-14:50

○オリエンテーション

14:50-15:00

＜移動＞佐賀県庁（バス） →佐賀城本丸歴史館

15:00-17:30

○SAGA 学のすすめ（佐賀城本丸歴史館見学、講話）
○未来を切り拓く君たちへ（佐賀県知事講話）

17:30-18:00

＜移動＞佐賀城本丸歴史館（バス） →ホテルグランデはがくれ

18:00-19:00

○宿泊オリエンテーション
休憩

19:00-21:00

○夕食

○交流会（自己紹介等）

21:00～

宿泊

9/19

7:30-8:30

○朝食、準備

(日)

8:30-10:30

＜移動＞ホテルグランデはがくれ →大隈重信記念館
○２チームに分かれ見学視察
（大隈重信記念館、大隈重信旧宅（生家））
＜移動＞大隈重信記念館 →佐賀県庁
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9/19

10:30-12:00

(日)

○良いものは故郷にある-ちいさな島から広がる大きな希望（講話、意見交換）

12:00-13:30

○昼食（弁当配布）

会場：SAGACHIKA/こころざしの森

13:30-15:00

○地域の起業家-小さな挑戦が世界を大きく変える（講話、意見交換）

15:00-15:15

○休憩

15:15-17:00

○グループワーク①

17:00-18:00

＜移動＞佐賀県庁（バス） →ホテルグランデはがくれ

18:00-19:00

○夕食

19:00-21:00

○グループワーク②

21:00～

宿泊

9/20

7:30-8:00

○朝食

(月・

8:00-9:45

○グループワーク③

祝)

9:45-11:30

○私たちが描く未来ビジョン：グループ発表
○私の未来宣言（志） ○記念撮影

11:30-12:00

○修了式

12:00-12:40

○昼食（弁当配布）

13:15～

＜移動＞ホテルグランデはがくれ（貸切バス） →福岡空港
＜移動＞福岡空港（16:55 発 JAL3587）
→高知龍馬空港（17:50 着） →高知駅

17:50 頃

＜解散場所２＞高知龍馬空港

18:40 頃

＜解散場所１＞高知駅

※参加にあたっては、９月 18 日の集合場所（高知駅・高知龍馬空港）から同 20 日の解
散場所（高知駅・高知龍馬空港）まで、高知県総務部政策企画課及び教育委員会事務局
職員が引率を行います。

５

申込方法
別紙参加申込書に必要事項を記入の上、下記提出先に郵送、メール、FAX、持参のいず

れかの方法でお申し込みください。
なお、持参以外の方法で申し込みいただく場合は、お手数をおかけしますが下記送付先
へお電話にてご一報願います。申込書を確認次第、改めてご連絡いたします。
（電話受付時間：平日 8:30～17:15）
【送付先】
〒780-8570 高知県高知市丸ノ内１丁目２番 20 号
高知県総務部 政策企画課 企画第一担当 大野 あて
電話 088-823-9332
FAX088-823-9267
E-mail 111601@ken.pref.kochi.lg.jp
【締 切】令和３年 7 月 28 日（水）（必着）
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６

参加決定者の状況連絡について
・高知県総務部政策企画課において参加者を決定し、８月２日（月）に推薦いただきま
した各校へ参加決定者について連絡しますので、各校からは、被推薦者（生徒）へ参
加決定の状況についてご連絡願います。
・なお、定員を超えた場合は、高知県総務部政策企画課において書類選考のうえ参加者
を決定させていただきますので、ご了承願います。
・また、参加決定者の皆さまには、
「事業参加への保護者の同意書」と「参加者事前ア
ンケート」を８月 16 日（月）までにご提出いただきます。参加者決定後に改めて依
頼します。

７

新型コロナウイルス感染症対策について
本事業では、一般社団法人日本旅行業協会作成の「旅行関連業における新型コロナウイ

ルス対応ガイドラインに基づく国内修学旅行の手引き」を参考に、新型コロナウイルス感
染症対策を行います。
参加者には、以下の項目等についてご協力いただく予定にしていますので、予めご了承
ください。
・ 同居のご家族も含め参加者は出発前２週間の健康観察を徹底し、発熱・体調不良者の
参加は取りやめていただくこと。
・ 団体行動中は、換気や会話の抑制、人と人との距離を確保等、最大限の注意と配慮し
ていただくこと。
・ 朝・夕２回の検温、手洗い、うがい、消毒等の定期的な実施にご理解・ご協力いただ
くこと。
・ 食事、入浴、就寝の時以外は、マスクを着用していただくこと。
（熱中症等健康被害が発生する可能性があると判断した場合は、換気や人と人との距離
を確保した上で、マスクを外していただくことがあります。）
・ 移動中の食事は禁止すること。
・ 参加者ご本人や同居のご家族等も含めた健康状態の健康観察を、実施後２週間行って
いただくこと。

８

当該事業の開催中止の判断について

・新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、本事業の開催を中止する場合があり
ます。開催を中止する場合の考え方は下記のとおりです。
①４県（鹿児島県、山口県、高知県、佐賀県）の新型コロナウイルス感染拡大の警戒基
準が国の対応目安におけるステージⅢ以上の場合
（高知県独自の警戒ステージにおいて、上から２番目となる「特別警戒」以上）
②大都市部や中四国・九州地方などを対象に国の緊急事態宣言が発令されている場合
なお、開催が中止になる場合は、各校へ連絡します。
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９

その他

（１）本事業については、報道機関に発表を行う予定にしています。当日は、テレビや新聞
等、マスコミの取材が入る可能性があります。
また、本事業の活動風景等の写真を広報誌や県ホームページ、フェイスブック等に使
用することがありますので、あらかじめご了承ください。
（２）現地研修、宿泊研修等における事故等に係る補償については、本事業で加入する保険
の範囲内とし、その他の活動については自己責任となりますので、あらかじめご了承く
ださい。
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問合せ先
高知県総務部 政策企画課 企画第一担当 大野
電話 088-823-9332

FAX088-823-9267

E-mail masato_oono@ken3.pref.kochi.lg.jp
高知県教育委員会事務局 教育政策課 市町村・学校組織支援担当 田邊
電話 088-821-4568

FAX088-821-4558

E-mail yoshiko_tanabe@ken3.pref.kochi.lg.jp
高知県文化生活スポーツ部 私学・大学支援課 私学支援担当 上田
電話 088-823-9135

FAX088-823-9058

E-mail 140901@ken.pref.kochi.lg.jp
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※佐賀県作成資料

薩長土肥連携青少年交流事業
行程詳細（案）
１日目：９月１８日(土)
時

間

13：30‑14：00

内

容

備

〇受付

14：00‑14：50

考

〇会場：佐賀県庁

SAGACHIKA

イントロダクション：交流を深め、テーマを深く理解する
〇オリエンテーション

〇会場：佐賀県庁

SAGACHIKA

〇移動(バス)
15：00‑17：30

プログラム①：歴史や先人たちの志を学ぶ
【講師】
〇佐賀県文化・スポーツ交流局長
田中 裕之 氏

〇SAGA学のすすめ
・佐賀城本丸歴史館見学
・講話

明治維新150年事業「肥前さが幕末維新
博覧会」を推進。

【講師】

〇未来を切り拓く君たちへ
・講話

〇佐賀県知事

山口

祥義

（予定）

〇会場：佐賀城本丸歴史館
17：30‑18：00

〇移動(バス)

18：00‑19：00

〇宿泊オリエンテーション
休憩

〇会場：ホテルグランデはがくれ

19：00‑21：00

〇夕食
〇交流会(自己紹介等)

〇会場：ホテルグランデはがくれ

宿泊

◇活動は、原則として4人1組のチームごとで活動
(鹿児島県、山口県、高知県、佐賀県の各県から1人ずつ計4人グループ構成)
◇宿泊先は両日ともホテルグランデはがくれを予定
◇３日間通して、特定非営利活動法人鳳雛塾がファシリテーターを担当
山口県：佐賀駅到着予定時刻 12:32
鹿児島県：佐賀駅到着予定時刻 12:16
※到着後、会場で昼食（弁当配布）

高知県：佐賀県庁到着予定時刻
佐賀県参加者集合時刻
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13:15
12:00

２日目：９月１９日(日)
時 間
7：30‑8：30

内 容

備 考

〇朝食、準備

8：30‑10：30

〇ホテルグランデはがくれ
視察見学：大隈重信侯はわたしに何を語るのか

〇2チームに分かれ見学視察
・大隈重信記念館
・大隈重信旧宅(生家)
10：30‑12：00

〇大隈重信記念館
※移動(バス）含む

プログラム②：デザインの力で地域資源を宝に
〇良いものは故郷にある
‑ちいさな島から広がる大きな希望‑
・講話
・意見交換

コスメプロジェクト

【講師】
〇株式会社バーズ・プランニング
代表取締役 松尾 聡子 氏
加唐島特産の椿油を使った化粧品を開発。
地域資源の活用と地域の魅力を全国に発信。
女性目線での事業を展開。

〇会場：佐賀県庁
12：00‑13：30

〇昼食(弁当配布)

13：30‑15：00

〇会場：SAGACHIKA/こころざしの森

プログラム③：佐賀発アフリカ
〇地域の起業家
‑小さな挑戦が世界を大きく変える‑
・講話
・意見交換

挑戦の舞台はグローバル

【講師】
〇株式会社川口スチール工業
代表取締役 川口 信弘 氏
「これからの未来はアフリカにある」
太陽光パネルを利用したアフリカ支援。
アフリカの学校を電化し、子供たちの生活
水準の向上、識字率の向上を目指す。

〇会場：佐賀県庁
15：00‑15：15

SAGACHIKA

SAGACHIKA

〇休憩

15：15‑17：00

学びのフィードバック
〇グループワーク①

〇会場：佐賀県庁

SAGACHIKA

17：00‑18：00

〇移動(バス)・休憩

18：00‑19：00

〇夕食

〇会場：ホテルグランデはがくれ

19：00‑21：00

〇グループワーク②

〇会場：ホテルグランデはがくれ

宿泊
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３日目：９月２０日(月・祝)
時 間

内 容

備 考

7：30‑8：00

〇朝食

〇会場：ホテルグランデはがくれ

8：00‑9：45

〇グループワーク③

〇会場：ホテルグランデはがくれ

9：45‑11：30

成果発表会
〇私たちが描く未来ビジョン
：グループ発表
〇私の未来宣言(志)
〇記念撮影

【審査員】
〇寺野 幸子 氏
(NPO法人poco a bocco)
〇松尾 聡子氏
(株式会社バーズ・プランニング)
〇薩長土肥同盟推進協議会

〇会場：ホテルグランデはがくれ
11：30‑12：00

〇修了式

12：00‑12：40

〇昼食（弁当配布）

〇ホテルグランデはがくれ

13：00〜

〇解散・移動

山口県、鹿児島県参加者は、佐賀駅か
ら電車移動。
高知県は、貸切バスで福岡空港へ移動。
佐賀県参加者は現地解散。

山口県・鹿児島県：佐賀駅出発予定時刻
高知県：バス出発予定時刻 13:15
佐賀県：佐賀駅解散予定時刻 13:00

14:35
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参考：参加者決定後、参加決定者にご記入いただくい様式
（推薦・申込み時には送付の必要はありません。）

（参考例）

保護者同意書

私は（参加希望者氏名）

の保護者として、佐賀県で開催

される「薩長土肥連携青少年交流事業」に係る事業の内容（下記の新型コロナウイルス感染症対策を
含む）について承諾し、上記の者の事業への参加に同意します。また、本事業の取材における画像や
映像への映り込み、インタビュー、氏名掲載（字幕や活字、あるいはテレビ等での読み上げ）について
も併せて同意します。
年

保護者氏名

月

㊞

保護者住所 〒
保護者電話番号（日中、連絡の取れる番号）

※保護者同意書の提出前にご確認ください。
＜新型コロナウイルス感染症対策について＞
事業実施に際しまして、新型コロナウイルス感染症対策につきましては、各関係機関・旅行会社
等へも対策を依頼し、安全に実施出来るよう計画をしておりますが、各ご家庭でも以下の点にご留
意のうえ、同意書のご提出をお願いいたします。
・事業実施前後の、本人および同居家族への健康観察にご協力をお願いいたします。
・協議会側でも指導しますが、ご家庭においても感染予防へのご協力をお願いいたします。
（旅行中の手洗い、咳エチケット、マスク着用、持ち物のご準備等）
・出発前に発熱・感染疑いの症状がある場合は参加を取りやめて頂きます。
・万が一、旅行中に新型コロナウイルスに感染・濃厚接触となった場合は、保健所・医療機関の
指示に従い対応をしますので、ご理解ご協力をお願いいたします。

日

参考：参加者決定後、参加決定者にご記入いただくい様式
（推薦・申込み時には送付の必要はありません。）

「薩長土肥連携青少年交流事業」 参加者事前アンケート
ふりがな

性別

氏 名

男 ・女

生年月日

平成

年

月

日

年齢
（9/18時点）

学校名

学年

歳
年

〒
住

所

電話番号
携帯電話番号

（※所持している場合）

Ｅ－mail
※ 日中、連絡がとれる番号を記入してください。
事業参加時の
保護者等連絡先

電話番号(携帯電話） ：
Ｆ Ａ Ｘ

：

E-mail

：
参加動機など

① 今回、「薩長土肥連携青少年交流事業」に参加しようと思った理由を記入してください。

② あなたが夢中になっていること・ものについて熱く語ってください。文章、イラスト、画像、添付資料など表現手段
は自由です。

③ あなたの「志」は何ですか。その「志」を持った理由、高校生活で実現に向けて取組んでいること、取り組んでみ
たいことがあれば記入してください。

※ いただいた内容、個人情報は、本事業に関することに限り使用するとともに、適正に管理します。

