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２－２－７ 近江楽座

近江楽座の取組は、平成 16 年度に始まり令和元年度までの 16 年間で生まれたプロジェクトは延べ 359 件である。扱う

テーマはまちづくりを始め、健康医療福祉、環境保全、農業振興、伝統文化の継承、被災地支援と広範で、活動地域も県

内のみならず、県外や海外にまで及んでいる。 

〇 令和元年度の主要なスケジュール 

日程 行事 

4 月５日 新入生オリエンテーション 

4 月 15～19 日 活動成果展示会 

4 月 20 日 平成 30 年度活動成果報告会(公開) 

5 月 25 日 令和元年度プレゼンテーション・審査会 

６月 プロジェクト活動開始 

７月 スキルアップ講座 2 回（危機対策） 

11 月 16 日 キャンパス SDGs びわ湖大会 

〇 令和元年度の採択プロジェクト一覧 

プロジェクト名 活動エリア 関連団体 

県営開出今団地コミュニティ再生プロジェク

ト 
彦根市開出今町 県営開出今団地自治会、滋賀県 

あかりんちゅ 彦根市・県外 滋賀教区浄土宗青年会 

地域博物館プロジェクト 彦根市・米原市・高島市・近江八幡市 白谷荘歴史民俗博物館 

とよさと快蔵プロジェクト 豊郷町 NPO 法人とよさとまちづくり委員会 

子ども学習支援サポーターズ 彦根市・愛荘町 NPO 法人 Links 

廃棄物バスターズ 彦根市・県内・県外 社会福祉法人いしづみ会、積水多賀化工(株)他 

か み お か べ 古 民 家 活 用 計 画 － SLEEPING 

BEAUTY－ 
彦根市上岡部町 

上岡部町自治会、滋賀県愛瓢会、ベストハウス

ネクスト(株) 

田の浦ファンクラブ学生サポートチーム 宮城県南三陸町歌津地区田の浦、県内 NPO 法人田の浦ファンクラブ 

タクロバン復興支援プロジェクト フィリピンタクロバン San Carlos 大学 

障がい児・者、自立支援・共生社会プロジェク

ト 
彦根市、東近江市他 

NPO 法人障害者の就労と余暇を考える会メロ

ディー 

BAMBOO HOUSE PROJECT 湖南市菩提寺 菩提寺まちづくり協議会 

Taga-Town-Project  多賀町 
多賀町立文化財センター、(一社)地域再生プロ

ジェクトみなおし、YOBISHI 他 

おとくらプロジェクト 彦根市高宮町 高宮経友会 

政所茶レン茶“－ 東近江市政所町 茶縁の会、政所茶生産振興会 

木興プロジェクト 宮城県南三陸町歌津地区田の浦 NPO 法人田の浦ファンクラブ 

未来看護塾 彦根市・県内 
彦根市立病院、特定非営利活動法人 NPO ぽぽ

ハウス他 

たけともミライ 宮城県気仙沼市大谷日門地域 (株)髙橋工業 

フラワーエネルギー「なの・わり」 彦根市 菜の花プロジェクトネットワーク 

とよさらだプロジェクト 豊郷町 豊郷町役場 

座・沖島 近江八幡市沖島町 沖島町離島振興推進協議会、沖島自治会 

内湖の再生と水辺のコーディネート 彦根市神上沼他 愛西土地改良区 

Jesuit House Project フィリピンセブ市パリアン 
HO-TONG FOUNDATION、NPO 法人セブン

スピリット 

ハティヤール村カディプロジェクト インドハティヤール村 合同会社 nimai-nitai 
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３ 主なトピックス 

(1) しがのふるさと支え合いプロジェクト協定の締結 

 令和２年２月 19 日、近江楽座「政所茶レン茶”

－」、政所茶生産振興会および滋賀県立大学が、また、

近江楽座「座・沖島」、滋賀県立大学および沖島町離

島振興推進協議会が滋賀県知事の立ち合いの元で、

地域活性化のためにともに連携・協力する３年間の

協定を締結した。 

 

 

 

 

 

 

 

  しがのふるさと支え合いプロジェクト協定締結式 

(2) 大学 SDGsACTION! AWARDS 2019 スタディツアー

＜下川町✕JAL＞賞を受賞 

 平成 31 年２月 20 日、SDGs の達成に向けて次代

を担う若者の活動を後押しするため、朝日新聞社が

実施する「大学 SDGs ACTION! AWARDS 2019」にお

いて、とよさと快蔵プロジェクトが「SDGs 移動仮設

カフェ＜出張タルタルーガ＞の展開」で、スタディ

ツアー＜下川町✕JAL＞賞を受賞した。 

 とよさと快蔵プロジェクトでは、豊郷町に多く残

る空き家を地域資源として捉え、学生ならではの視

点で改修、再活用し、町を元気にする活動を 15 年続

けているが、活動の一つとして実施する BAR「タル

タルーガ」を他地域においても展開することで、活

動の PR や他者との交流ができるよう企画した「出

張タルタルーガ」の提案が評価されたものである。 

令和元年９月にはスタディツアーとして北海道下

川町を訪ね、自然と町と人とが一体となった取組、

モノづくりのもととなる自然素材やその生かし方、

デザイン等を学び、現地の関係者と交流を行った。 

(3) 第９回毎日地球未来賞 奨励賞受賞 陶器浩一研

究室＋たけともミライ 

 令和２年２月 15 日、21 世紀の地球が直面してい

る「食料」「水」「環境」の問題解決に取り組む団体等

を顕彰する「毎日地球未来賞」の第９回の奨励賞を

陶器浩一研究室＋たけともミライが受賞した。 

これは、放置竹林を活用した地域づくりに取り組

み、東日本大震災の被災地、宮城県気仙沼市で学生

が切り出した竹 1,000 本を使って「竹の会所」をつ

くり、地域の人たちと交流したことや湖南市におい

て伐採した竹で“空中回廊”をつくるなど遊び場を

整備したことが、高く評価されたものである。 

 

 

 

 

 

 

 

    宮城県気仙沼市に作られた竹の会所 

(4) キャンパス SDGs びわ湖大会（活動報告） 

 令和元年 11 月 16 日に本学で開催されたキャンパ

ス SDGs びわ湖大会において、近江楽座の 22 プロジ

ェクトが、①海外支援、②自然エネルギー、③古民

家再生、④復興・防災まちづくり、⑤地域文化を未

来につなぐ、⑥農業と地域ブランド、⑦琵琶湖の環

境、⑧やまの健康、⑨SDGs を広める、⑩健康と福祉

を考える、⑪教育と SDGs、⑫コミュニティ再生・持

続可能なまちづくりの各ワークショップにおいて、

活動内容を発表し、世代や地域を越えて参加者同士

の意見交換を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

     ワークショップの様子 
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(5) 活動成果報告会 「まちづくり farmers’festa－ま

ちをたがやす人たちの感謝祭－」 

 平成 31 年４月 20 日に平成 30 年度近江楽座活動

成果報告会を開催した。学生たちが取り組んだ１年

間の活動内容を発表し、「学生力」を生かした地域活

性化の取組について、学生と地域の方がともに考え

た。 

 発表は、「学生力」、「つながり」、「地域資源」の３

つのパートに分かれて行い、地域からは沖島町離島

振興推進協議会、おとくら家主、白谷荘歴史民俗博

物館、NPO 法人障害者の就労と余暇を考える会メロ

ディー、窯元散策路の WA、菩提寺まちづくり協議

会、株式会社雄夢の皆さんにも御参加いただき、質

疑応答や意見交換をした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果報告会の様子 

(6) 全国公立大学学生大会LINKtopos
リ ン ク ト ポ ス

2019 in Kochi 

 令和元年９月３日から５日の３日間に全国公立大

学学生大会LINKtopos
リ ン ク ト ポ ス

2019 in Kochi が開催され、とよ

さと快蔵プロジェクトと田の浦ファンクラブ学生サ

ポートチームが参加した。 

LINKtopos は、地域活動を行っている公立大学の学

生が全国から集まり、ワークショップ等を通して交

流を図るもので、令和元年度のテーマは「共創 ～そ

れぞれの一歩先に～」であった。 

参加学生は、ポスターセッションで自身の活動を

紹介したり、ワークショップで防災・減災について

意見を交わしたりと、他大学の学生とお互いの活動

や課題について熱心に話し合った。 

(7) イナズマロックフェス 2019 「おいで〜な滋賀」体

験フェア ブース出展 

令和元年９月 21 日、22 日にイナズマロックフェ

ス 2019 が草津市の烏丸半島芝生広場で開催され、

「あかりんちゅ」と「政所茶レン茶゛―」が「おいで

〜な滋賀 体感フェア」にブース出展した。 

「あかりんちゅ」はリサイクルキャンドルの販売

とキャンドル作り体験を行い、「政所茶レン茶゛―」

は自分たちで育てた政所茶の試飲と販売を行った。 

また無料エリアにある龍神ステージに出演し、そ

れぞれの活動を来場者に紹介した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

イナズマロックフェス 2019にブース出展した近

江楽座「あかりんちゅ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イナズマロックフェス 2019にブース出展した近

江楽座「政所茶レン茶”－」 

(8) びわ湖環境ビジネスメッセ 2019 出展 

令和元年 10 月 16 日から 18 日に開催されたびわ

湖環境ビジネスメッセに近江楽座４チームが出展し

た。 

〇 びわ湖環境ビジネスメッセ 2019 出展チーム 

出展ブース名 出展チーム 

SDGs コーナー とよさと快蔵プロジェク

ト、政所茶レン茶゛― 

彦根・長浜地域における

大学・短期大学・地域連

携プラットフォーム 

廃棄物バスターズ、フラ

ワーエネルギー「なの・

わり」 

とよさと快蔵プロジェクトは、会場で大学

「SDGsACTION! AWARDS 2019」での受賞内容である
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移動仮設店舗「出張タルタルーガ」の展示と政所茶

の提供を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出張タルタルーガ展示会場で三日月知事と 

(9) 2019 地域活性化フォーラム in しが 

 令和元年 10 月 19 日に野洲市で開催された連合滋

賀主催の「2019地域活性化フォーラム inしが〜SDGs

目標より私たちが滋賀で取り組むこと〜」にタクロ

バン復興支援プロジェクト代表がパネリストとして

参加した。フィリピンのタクロバンで取り組む建物

から暮らしをつくるプロジェクトの活動内容と、本

学の SDGs の取組、更に近江楽座の取組について報

告した。 

 

 

 

 

 

 

 

2019地域活性化フォーラム inしがでの発表 

 


