事業報告書

はなまき政策アイデアコンテスト

が
生
校
高
！
花巻の
！
る
創
を
来
未
の
地元

開会式

13 ： 00

プレゼンテーション

13 ： 30

岩手県より

15 ： 40

遠恋複業課説明
シゴトバクラシバいわて説明

2020 年 10 月 31 日 （土） 13 ： 00 ～ 16 ： 30

表彰式 ・ 閉会式

花巻農協総合営農指導拠点センター

16 ： 20

この報告書は公益財団法人いきいき岩手支援財団の助成を受けて作成しております。

未来デザイン

地方創生はなまき政策アイデアコンテストの開催にあたり
公益社団法人 花巻青年会議所 第 64 代理事長 藤田甲之助

多くの皆様のご協力を賜りまして 「未来デザイン
地方創生はなまき政策アイデアコンテスト」 が開
催できましたことに、 会を代表致しまして心から
感謝申し上げます。 先ずは、 一生懸命に向き合
って頂きました高校生の皆様、 また高校生の皆様
の思いを形にするべくご尽力頂きました各高等学
校の先生方にも心からの感謝と敬意を表する次第
です。 新型コロナウイルスが世に蔓延し、 事業を
開催すべきか、 見直すべきか、 中止すべきか、 議
論を重ねて参りました。 その際に我々の背中を力強く後押して頂いたのは各学校の先生方の心温かいお
言葉でありました。 選挙権年齢や民法上の成年年齢の引下げもあり、 高等教育段階では将来の人生の
選択を考える重要な時期になっていることから、 将来の地域を支える人財として、 文章や情報を正確に
読み解き分析し、 対話する力等の基盤的な力を確実に身に付けるとともに、 高等教育段階で地域を知り、
愛着を持つ機会を創出することが重要であります。 どのチームも未来の主役になるべく自覚を持って、 地
域の強み、 地域の魅力、 地域の課題を捉え、ＳＤＧｓと向き合い、 大好きな花巻を創生する。 そんな思いが
伝わる政策発表でありました。 環境や社会や経済をまちづくりに活用し、 今後も若い人たちが住み暮らす
魅力溢れる花巻となるべく多様性を理解し、 敬意を育む機会となりました。 多くの皆様に見守られ、 支え
られながら本事業が開催できましたことに感謝申し上げます。

御来賓
花巻市長 上田 東一様
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未来デザイン

地方創生

はなまき政策アイデアコンテストとは

・ 地元 「はなまき」 をよりよくするための 「アイデア」 を考え、 地域や企業の皆さんへプレゼンテーション
する企画です。
・ 高校生のプレゼンテーションに対し、 審査を行い、 最優秀賞、 優秀賞等を決定します。
⇒政策アイデアづくりまでの一連の過程の中で、 社会進出前の高校生が地域愛を育み、 スキルアップするた
めの青少年育成事業です。
【事業目的】
・ 次代を担う高校生が、 地域を愛し、 住み続けられる花巻を創造していくため、 自分や地域の未来を創造 （デ
ザイン） する機会とします。
・ 地域や企業の皆さんに花巻の高校生の魅力を認識してもらうとともに、 花巻の地域課題を考える機会を提供
します。
【基本コンセプト】
・ 地元花巻地域の未来を高校生自らが創造すること （高校生が地域の未来をデザイン）
・ 自分の未来を高校生自らが創造する力を養うこと （高校生が自分の未来をデザイン）
・ 地域が高校生の未来の道筋を創造すること （地域が高校生の未来をデザイン）
・ 企業が高校生の未来の道筋を創造すること （企業が高校生の未来をデザイン）

【コンテストのメリット】
・ 花巻の現状や魅力 ・ 課題を見つめ直す機会になります！
・ 高校生にとっては将来就職した企業で活躍するための重要な基盤になります！
・ 地域の方や企業の方にとっても、現状から課題を見つけ、 解決するための手法・表現の学習の機会になります。

コンテストまでの事業年表 （時系列による事業の流れ）
２０１９年

１２月
３月

いきいき岩手支援財団助成金事前協議
花巻市内高校へチラシ配付および事業説明
いきいき岩手支援財団助成金決定

４月

参加チーム申し込み受付開始
事前学習会動画撮影 （４月２９日）

２０２０年

５月

花巻市内高校へ 「事前学習会動画ＤＶＤ」 および 「政策アイデア作成の手引き」 配付

６月

花北青雲高校参加者学習会

７月

８月

１０月
１０月３１日

花巻南高校主催 ＳＤＧｓ学習会へ参加 （事例の講義）
花巻東高校参加候補チーム打合せ
花巻東高校主催ポスターセッションへ参加
各高校参加チームの取材支援や打合せ等 （８月～１０月）
花巻南高校主催 2 年生４４チームのポスターセッションへ参加
コンテスト参加６チームでの合同打ち合わせ会議 （Ｚｏｏｍによるオンライン会議）
コンテスト開催！！

コンテスト結果
最優秀賞 兼 会場特別賞
花北青雲高校 【ＹＡＭＡ】
「食いしん坊の食いしん坊による食いしん坊ためのガチャガチャ」

優秀賞
花巻東高校
空き家問題解決プロジェクトチーム
「空き家問題解決プロジェクト」

理事長特別賞
花巻南高校
ＡＫＩＹＡ
「起業に Challenge ！！」

【アイデア一覧】
花北青雲高校
花北青雲高校
花巻東高校
花巻南高校
花巻南高校
花巻南高校

「食いしん坊の食いしん坊による食いしん坊のためのガチャガチャ」
「ストップ食品ロス！」
「空き家問題解決プロジェクト」
「起業に Challenge ！」
「ジェンダー平等を実現しよう」
「不平等のない美容室に向けて」

ＡＫＩＹＡ/ 花巻南高校
花巻市に多く存在する空き家について調査をし、 その空き家
を起業を目指す人に提供してお試しでお店を開いてもらう提
案を考えました。 この提案を通して花巻にたくさんの人に来
てもらい、 市の活気を取り戻します！
調査や研究を通して SDGs についての理解を深め、花巻市
の抱える問題を知り、その解決のために私たちができること
を考えられました。この課題研究をきっかけに、 花巻市の空
き家を生まれ変わらせます。
後藤 杏優莉 / 菊池 菜々子 / 田鎖 彩水香 / 土谷 愛瑠萌

写真２枚分くらいのスペースでアイデアの紹介はどうでしょうか？
写真２枚分くらいのスペースでアイデアの紹介はどうでしょうか？

「起業に
「起業に

！！」概要
！！」概要

空き家とは・・・
空き家とは・・・
「一年以上住んでいない、使われていない家」
「一年以上住んでいない、使われていない家」
・・・・空き家を有効活用できないか？？
・・・・空き家を有効活用できないか？？

「起業に Challenge ！！」 概要
（花巻市の空き家を使って新たに起業する人を増やせないだろうか？？）
（花巻市の空き家を使って新たに起業する人を増やせないだろうか？？）
空き家とは
・ ・ ・ 「一年以上住んでいない、 使われていない家」 ・ ・ ・ ・ 空き家を有効活用できないか？？
（花巻市の空き家を使って新たに起業する人を増やせないだろうか？？）
⇒「空き家」を活用し「起業を目指している人たちに提供」し、
⇒「空き家」を活用し「起業を目指している人たちに提供」し、
「起業の練習」をしてもらい、
「起業の練習」をしてもらい、
「花巻で起
「花巻で起
⇒「空き家」 を活用し 「起業を目指している人たちに提供」 し、 「起業の練習」 をしてもらい、 「花巻で起業」 することで、
業」することで、
業」することで、
「市の活気を取り戻そう！！
「市の活気を取り戻そう！！
市の活気を取り戻そう！！

※プレゼンテーションの動画、
資料等は花巻青年会議所のＨＰで公開予定です。
※プレゼンテーションの動画、資料等は花巻青年会議所のＨＰで公開予定です。
※プレゼンテーションの動画、資料等は花巻青年会議所のＨＰで公開予定です。

TEAM COMMENT
「ストップ食品ロス」概要
「ストップ食品ロス」概要

飲食店で食べ残しをしている子どもや大人を見かけ、
飲食店で食べ残しをしている子どもや大人を見かけ、
「もったいない」と感じることが多かった・・・
「もったいない」と感じることが多かった・・・

⇒そこで私たちは、ＳＤＧｓ
⇒そこで私たちは、ＳＤＧｓ
Ｎｏ１２「つくる責任
Ｎｏ１２「つくる責任
つかう責任」の食品ロスについて考えました。
つかう責任」の食品ロスについて考えました。
今まで以上に
SDGｓを深く考えられ、
これから実際にプロジェクトをできるように取り

組んでいきたいと思います。 高校生だからこそ地域創生のために 「出来ること」 を
伝えられる貴重な機会でした。

食品ロス解決プロジェクトチーム / 花北青雲高校
写真２枚分くらいのスペースでアイデアの紹介はどうでしょうか？
写真２枚分くらいのスペースでアイデアの紹介はどうでしょうか？

「起業に
！！」概要
「起業に
！！」概要
空き家とは・・・
「一年以上住んでいない、使われていない家」
・・・・空き家を有効活用できないか？？
した政策アイデアを考えました。
食べ残しを廃棄せず、
リサイ
空き家とは・・・
「一年以上住んでいない、使われていない家」
・・・・空き家を有効活用できないか？？
（花巻市の空き家を使って新たに起業する人を増やせないだろうか？？）
クルするなどゴミを減らすためのアイデアです。
（花巻市の空き家を使って新たに起業する人を増やせないだろうか？？）
⇒「空き家」を活用し「起業を目指している人たちに提供」し、
「起業の練習」をしてもらい、
「花巻で起
約２週間で制作したアイデアですが、高校生なりに深く考えま
⇒「空き家」を活用し「起業を目指している人たちに提供」し、
「起業の練習」をしてもらい、
「花巻で起
業」することで、
「市の活気を取り戻そう！！
した。大人の皆さんに少しでも刺激を与えられたらうれしいで
業」することで、
「市の活気を取り戻そう！！
私達は食品ロスという課題に着目し、 花巻温泉をターゲットに

す。 よろしくお願いします。

石田 愛美 / 八重樫 柚月 / 柳谷 小十美 / 佐藤 綾香 / 菊池 由芽叶 / 熊谷 成美

※プレゼンテーションの動画、資料等は花巻青年会議所のＨＰで公開予定です。
※プレゼンテーションの動画、資料等は花巻青年会議所のＨＰで公開予定です。

「ストップ食品ロス」概要
「ストップ食品ロス」概要
「ストップ食品ロス」
概要
飲食店で食べ残しをしている子どもや大人を見かけ、
「もったいない」と感じることが多かった・・・
飲食店で食べ残しをしている子どもや大人を見かけ、
「もったいない」と感じることが多かった・・・
飲食店で食べ残しをしている子どもや大人を見かけ、
「もったいない」 つかう責任」の食品ロスについて考えました。
と感じることが多かった ・ ・ ・
⇒そこで私たちは、ＳＤＧｓ Ｎｏ１２「つくる責任
⇒そこで私たちは、ＳＤＧｓ
Ｎｏ１２「つくる責任
つかう責任」の食品ロスについて考えました。
⇒そこで私たちは、ＳＤＧｓ Ｎｏ１２ 「つくる責任 つかう責任」 の食品ロスについて考えました。

・作ってくれる人の気持ちや、料理にかかる手間を動画で知ることで、感謝の気持ちを持ち、
「食べ残しが減
・ 作ってくれる人の気持ちや、
料理にかかる手間を動画で知ることで、 感謝の気持ちを持ち、 「食べ残しが減る」、
食べ残しが
・作ってくれる人の気持ちや、料理にかかる手間を動画で知ることで、感謝の気持ちを持ち、
「食べ残しが減

る」、食べ残しが「もったいない」という意識が高まります。
「もったいない」
という意識が高まります。
る」、食べ残しが「もったいない」という意識が高まります。

・宴会での食べ残しが減る⇒大人の食べ残しが減り、
「子どもの食育」にも良い影響を与えます。
・ 宴会での食べ残しが減る⇒大人の食べ残しが減り、
「子どもの食育」
にも良い影響を与えます。
・宴会での食べ残しが減る⇒大人の食べ残しが減り、「子どもの食育」にも良い影響を与えます。

※プレゼンテーションの動画、
資料等は花巻青年会議所のＨＰで公開予定です。
※プレゼンテーションの動画、資料等は花巻青年会議所のＨＰで公開予定です。

※プレゼンテーションの動画、資料等は花巻青年会議所のＨＰで公開予定です。

TEAM COMMENT
どのチームのアイデアも何気ない日常にある事例に着目していて、 自分ももっと疑問
をもって何気ないことでもしっかり見つめることが出来るようになりたいです。
このコンテストで出されたアイデアが実行出来たら、 花巻がもっとよい街になるんだ
ろうなと思いました！！

美容室プロジェクトチーム / 花巻南高校
私たちは SDGｓ10 「人や国の不平等をなくそう」 をテーマに
課題研究を行いました。 私たちの進路と関連して調査できる
花巻市の美容室が抱える課題をテーマに設定し、 美容室の不
平等について考えました。
この課題研究を行うまで、 美容室という身近な存在でも見え
ていなかったことがあると実感しました。この研究を通して、花
巻がより良い街に、 誰にとっても優しい街に発展することを願
っています。
浅野 希来 / 川上 愛乃 / 近藤 結茉 / 佐藤 結愛

写真２枚分くらいのスペースでアイデアの紹介はどうでしょうか？
写真２枚分くらいのスペースでアイデアの紹介はどうでしょうか？

「不平等のない美容室に向けて」概要
「不平等のない美容室に向けて」概要
花巻市の在住外国人は年々増加している。⇒アジア圏から来た外国人が多い、日本語を話せる人しか来店

花巻市の在住外国人は年々増加している。⇒アジア圏から来た外国人が多い、日本語を話せる人しか来店
「不平等のない美容室に向けて」
概要
されない店が多い。外国語で接客できる人が少ない。外国語表記があるお店が少ない。
花巻市の在住外国人は年々増加している。⇒アジア圏から来た外国人が多い、
日本語を話せる人しか来店されない店が多い。
されない店が多い。外国語で接客できる人が少ない。外国語表記があるお店が少ない。
外国語で接客できる人が少ない。
外国語表記があるお店が少ない。
（外国人の髪質について店が知っていても、外国人には伝わっておらず不安に思っている。
（外国人の髪質について店が知っていても、外国人には伝わっておらず不安に思っている。
） ）
（外国人の髪質について店が知っていても、 外国人には伝わっておらず不安に思っている。）
⇒「美容室の要望」と「高校生の授業」を「連携」させ、美容室の店内の外国語表記を授業で作成します！！
⇒「美容室の要望」と「高校生の授業」を「連携」させ、美容室の店内の外国語表記を授業で作成します！！
⇒「美容室の要望」
と 「高校生の授業」 を 「連携」 させ、 美容室の店内の外国語表記を授業で作成します！！

※プレゼンテーションの動画、
資料等は花巻青年会議所のＨＰで公開予定です。
※プレゼンテーションの動画、資料等は花巻青年会議所のＨＰで公開予定です。

※プレゼンテーションの動画、資料等は花巻青年会議所のＨＰで公開予定です。

TEAM COMMENT
「空き家問題解決プロジェクト」概要
「空き家問題解決プロジェクト」概要

学生には勉強スペース、社会人には気軽に本を読みながら飲食できる場所を提供
学生には勉強スペース、社会人には気軽に本を読みながら飲食できる場所を提供
自分たちが取り組んだ課題以外にも花巻には様々な課題があって、
それに課題を解
（※勉強したい学生が自分たちの希望を叶える空間を自治的に作る。
（※勉強したい学生が自分たちの希望を叶える空間を自治的に作る。
） ）

決するための
「SDGｓ」 や 「政策アイデア」 を知ることができるとてもよいコンテス
⇒自治的な活動の練習ができる。図書館と異なり相談しながら勉強できる。
⇒自治的な活動の練習ができる。図書館と異なり相談しながら勉強できる。

トでした。
今回のコンテストを通じて、 前より花巻がもっと好きになりました。 もっと
⇒使っていない空き家が収入源になる（空き家オーナーメリット）
⇒使っていない空き家が収入源になる（空き家オーナーメリット）
※空き家を通して新しいコミュニティが広がるように企画を成功させたい！
※空き家を通して新しいコミュニティが広がるように企画を成功させたい！
花巻を魅力のある街にしたいと思いました！！

空き家問題解決プロジェクトチーム / 花巻東高校
空き家問題は、 全国的に問題になっていることです。 花巻市
には空き家問題はあるのか、 あるとしたら現在どのような対
策がされているのか気になったことがきっかけで探究しまし
た。 空き家問題に対して私たち高校生ができることはなんだ
ろうと考えました。
自分たちが知らなかっただけで、 花巻市にはほかの県や市
にはない熱意があるんだと感じました。 他のみなさんにもぜ
ひ知ってほしいと思います。
千葉

倫子 / 門脇

京香 / 中嶋

楓

「空き家問題解決プロジェクト」 概要
学生には勉強スペース、 社会人には気軽に本を読みながら飲食できる場所を提供
（※勉強したい学生が自分たちの希望を叶える空間を自治的に作る。）
⇒自治的な活動の練習ができる。 図書館と異なり相談しながら勉強できる。
⇒使っていない空き家が収入源になる （空き家オーナーメリット）
※空き家を通して新しいコミュニティが広がるように企画を成功させたい！

企画

まとめ

【案①】本とカフェを融合した

խխխխブックカフェ

【案②】カフェを併設した
խխխխ学習合宿所

所有者が
խխ助かる

空き家を
խխխ活用
空き家の活用խխ
խխխが増える

空き家が減る

花巻市の活性化につながる

※プレゼンテーションの動画、 資料等は花巻青年会議所のＨＰで公開予定です。

TEAM COMMENT
ほかのチームのアイデアを聞き、 自分たちでは思いつかないことや、 花巻の新たな
魅力を知ることができてよかったと思いました。
高校生でも花巻を良くする 「きっかけ」 になれることがすごいと思いました！

YAMA/ 花北青雲高校
私達は、 若者の転出超過、 インバウンド依存という２つの課
題に着目し、 地元の若者をターゲットとした政策アイデアを
考えました。 その名も 「食いしん坊の食いしん坊による食い
しん坊のためのガチャガチャです。」
地方創生に興味深々の可愛い女の子４人組アイドルグルー
プ 「YAMA」 です♥アイデアを上手く伝えられるよう、 おち
ゃらけ担当１人と真面目担当３人で全力で頑張ります ！ よろ
しくお願いします ！
多田

葵 / 佐々木

優希 / 八重樫

美空 / 千葉

愛佳

「食いしん坊による食いしん坊のための食いしん坊のためのガチャガチャ」概要
「食いしん坊による食いしん坊のための食いしん坊のためのガチャガチャ」概要
「食いしん坊の食いしん坊による食いしん坊のためのガチャガチャ」
概要
花巻の課題「高齢者を支える若者が減る」
「インバウンド（外国人観光客）依存」⇒国内、県内、市内で
花巻の課題「高齢者を支える若者が減る」
「インバウンド（外国人観光客）依存」⇒国内、県内、市内で
花巻の課題 「高齢者を支える若者が減る」 「インバウンド （外国人観光客） 依存」
回せる新しいまちづくり ⇒ １５歳～１７歳をターゲットにして「市内循環バス」と「市内飲食店を活用」
⇒ １５歳～１７歳をターゲットにして「市内循環バス」と「市内飲食店を活用」
⇒国内、 県内、回せる新しいまちづくり
市内で回す新しい街づくりが必要
した「花巻を知る」
「経済を回す」ための、ガチャガチャの仕組みを提案！
した「花巻を知る」
「経済を回す」ための、ガチャガチャの仕組みを提案！
⇒１５歳～１７歳をターゲットにして
「市内循環バス」 と 「市内飲食店を活用」 した 「花巻を知る」 「経済を回す」 ための、
ガチャガチャの仕組みを提案！

※アンケートによると、
多くの人が、 『若者向けの施設がない』
『何もない』
『飲食店がない』
など多く挙げている。
※アンケートによると、多くの人が、
『若者向けの施設がない』
『何もない』
『飲食店がない』など多く挙げて
※アンケートによると、多くの人が、
『若者向けの施設がない』
『何もない』
『飲食店がない』など多く挙げて
⇒このプロジェクトを通して、 花巻にある飲食店を知り、 新たな人の流れを作ることができる
いる。しかし、このプロジェクトを通して、花巻にある飲食店を知り、新たな人の流れを作ることができる
いる。しかし、このプロジェクトを通して、花巻にある飲食店を知り、新たな人の流れを作ることができる
※プレゼンテーションの動画、 資料等は花巻青年会議所のＨＰで公開予定です。

TEAM COMMENT

「ジェンダー平等を実現しよう」概要
「ジェンダー平等を実現しよう」概要
男女の差があることに問題意識を持った。
「女性は子育て」
「男性は仕事」といった偏見を減らしたい。男
男女の差があることに問題意識を持った。
「女性は子育て」
「男性は仕事」といった偏見を減らしたい。男
花巻の未来について考えることのできる良い機会になりました。
コンテストを通じ、
女の差別や偏見のない、働きやすい職場を増やしたい。
女の差別や偏見のない、働きやすい職場を増やしたい。
⇒中高生等の未来を担う若い世代に「ジェンダー平等」を「意識づける」ため、持続的に行う画期的なア
地元はなまきの魅力を見つめなおすことが出来た。
自分たちと同じように 「花巻を
⇒中高生等の未来を担う若い世代に「ジェンダー平等」を「意識づける」ため、持続的に行う画期的なア
ンケートを提案。併せてクォータ制について課題提起を行いました。
ンケートを提案。併せてクォータ制について課題提起を行いました。
良くしたい！」
と考える高校生がたくさんいるとわかってうれしかったです。 ぜひそれ

ぞれのアイデアを実現させ、 若者の力で花巻をつくっていけたらいいなと思います！！

ジェンダー解決プロジェクトチーム
/ 花巻南高校
「食いしん坊による食いしん坊のための食いしん坊のためのガチャガチャ」概要

「食いしん坊による食いしん坊のための食いしん坊のためのガチャガチャ」概要
花巻の課題「高齢者を支える若者が減る」
「インバウンド（外国人観光客）依存」⇒国内、県内、市内で
花巻の課題「高齢者を支える若者が減る」
「インバウンド（外国人観光客）依存」⇒国内、県内、市内で
回せる新しいまちづくり ⇒ １５歳～１７歳をターゲットにして「市内循環バス」と「市内飲食店を活用」
回せる新しいまちづくり ⇒ １５歳～１７歳をターゲットにして「市内循環バス」と「市内飲食店を活用」
した「花巻を知る」
「経済を回す」ための、ガチャガチャの仕組みを提案！
した「花巻を知る」
「経済を回す」ための、ガチャガチャの仕組みを提案！
ジェンダー平等について、
花巻南高校の生徒
・ 先生方にア
ンケートをとって調査しました。 学校だけでなく、 社会全体
がジェンダーをどうとらえているかに目を向け、 ジェンダー
平等を達成していくために私たちなりの考えをまとめました。
学校の総合的な探究の時間の学習から、 今回のコンテスト
まで、 ジェンダーについて調査し、 沢山の問題について考
えることができました。 私たちの発表を聞いて、 ジェンダー
の問題について考えていただけたら幸いです。
遊田

叶望 / 髙橋

梨々菜 / 千葉

真奈香 / 伊藤

里奈

※アンケートによると、多くの人が、
『若者向けの施設がない』
『何もない』
『飲食店がない』など多く挙げて
※アンケートによると、多くの人が、
『若者向けの施設がない』
『何もない』
『飲食店がない』など多く挙げて
いる。しかし、このプロジェクトを通して、花巻にある飲食店を知り、新たな人の流れを作ることができる
いる。しかし、このプロジェクトを通して、花巻にある飲食店を知り、新たな人の流れを作ることができる
「ジェンダー平等を実現しよう」概要
「ジェンダー平等を実現しよう」概要
男女の差があることに問題意識を持った。
「女性は子育て」
「男性は仕事」といった偏見を減らしたい。男
男女の差があることに問題意識を持った。
「女性は子育て」
「男性は仕事」といった偏見を減らしたい。男
女の差別や偏見のない、働きやすい職場を増やしたい。
「ジェンダー平等を実現しよう」 概要
女の差別や偏見のない、働きやすい職場を増やしたい。
⇒中高生等の未来を担う若い世代に「ジェンダー平等」を「意識づける」ため、持続的に行う画期的なア
男女の差があることに問題意識を持った。
「女性は子育て」 「男性は仕事」 といった偏見を減らしたい。
⇒中高生等の未来を担う若い世代に「ジェンダー平等」を「意識づける」ため、持続的に行う画期的なア
男女の差別や偏見のない、
働きやすい職場を増やしたい。
ンケートを提案。併せてクォータ制について課題提起を行いました。
⇒中高生等の未来を担う若い世代に
「ジェンダー平等」 を 「意識づける」 ため、 持続的に行う画期的なアンケートを提案。
ンケートを提案。併せてクォータ制について課題提起を行いました。
併せてクォータ制について課題提起を行いました。

【クォーター制について ・ ・ ・ 女性を要職の一定割合に振り分ける制度】
【クォーター制について・・・女性を要職の一定割合に振り分ける制度】
・ 制度の導入→制度に関する法律を新設、
改正→綱領や社内規定などに明記してはどうか。
【クォーター制について・・・女性を要職の一定割合に振り分ける制度】
（ ・ OECD ・制度の導入→制度に関する法律を新設、改正→綱領や社内規定などに明記してはどうか。
加盟国 32 ヵ国 ・ 南米の国々、 途上国 などの国が民主化の一環として 「クォータ制」 を取り入れています。）
・制度の導入→制度に関する法律を新設、改正→綱領や社内規定などに明記してはどうか。
※プレゼンテーションの動画、
資料等は花巻青年会議所のＨＰで公開予定です。

（・
加盟国
（・
加盟国
れています。）
れています。）

ヵ国・南米の国々、途上国 などの国が民主化の一環として「クォータ制」を取り入
ヵ国・南米の国々、途上国 などの国が民主化の一環として「クォータ制」を取り入

TEAM COMMENT
花巻をもっと良くするために私たち高校生が就職してから出来ることを考え、 少しで
も花巻の活性化につなげられるように働きたいと思いました。 このようなコンテスト
が他の場でも増えていけば、 皆 SDGｓについて考えることができると思います。 参加
出来て本当によかったです！

！
！
介
紹
者
会
司
司会担当 ： 花巻南高校生徒会の皆さんです！！
（はなまきＵＣ・ ・ ・ はなまきの高校生ボランティアチーム）
小 原 愛結夏 さん （生徒会長）
照 井 正 樹 さん
小田島 凜 果 さん
小 原 歩 果 さん
畑 山 拓 斗 さん

TEAM COMMENT
高校生の意見が大人に伝わることでよりよい花巻につながると思いました！どのチー
ムも自分一人では思いつかないようなアイデアが沢山あって自分自身勉強になった。
今後もコンテストを続けていくべきだと思います！

障害者就労支援事業所 （花巻市地域自立支援協議会後援） による
「お持ち帰りマルシェ」 も開催

コンテスト当日、 同会場入り口にて、 共生社会の推進や多様性のある社会を理解することを目的に、 市内障害者就労支援施設で
作られた作品の物販コーナーを開設しました。

Combilly Bakery ちゃい
社会福祉法人

光林会

ふぁーすとりんく
株式会社ケアート

ワークまほろば
マルルまほろば
社会福祉法人東和仁寿会

ダ

ト
ス
ェ
イジ

岩手県地域振興室より 「遠恋複業課」
事業のご説明をいただきました！

遠恋という表現がかわいい！
将来の仕事の幅が増え、 働きやすく
暮らしやすい未来につながると思いました。

遠距離恋愛、お見合い→面白いアイデア♡。
企業と複業人材が win win なのはとても良い。

岩手県定住推進 ・ 雇用労働室より
「シゴトバクラシバいわて」
事業のご説明をいただきました！

Line アプリで岩手の就職イベント情報→身近で
簡単な LINE は登録したくなった
どちらも岩手や花巻の地元への愛や

思い入れがあってこそできることなんだろう
と思った。とても熱意が伝わってきて、
元々、県外就職を希望していたが県内についても
調べてみようと思いました！
２つの行政説明の詳細は岩手県のＨＰをご参照ください。

2020 年 11 月 2 日

岩手日日新聞掲載

岩手日報掲載

花巻ケーブルテレビ放映

週刊ほっとＴＶ

11 月 7 日 （土） 8 ： 00 12 ： 00 15 ： 00 18 ： 00
11 月 8 日 （日）

～各学習会の取り組み紹介～
日時
場所
内容
講義１
講義２

高校配布用学習ＤＶＤの動画撮影

４月２９日 （祝）
花巻青年会議所事務所
「ＳＤＧｓについて」 「society5.0 について」 の講義について
各高校へ学習用 DVD として配付するための動画撮影を行いました。
「SDGｓについて」
「society5.0 について」

岩手県立大学
総合政策学部
環境制作講座
教授 渋谷晃太郎

氏

盛岡地方振興局
ＩＴ推進コーディネーター
佐藤 清忠 氏 （工学博士）

花北青雲高校学習会
日時
場所
対象
内容

６月１６日 （火） １４ ： ００～１６ ： ３０
花北青雲高校
参加２チーム （２年生４名１チーム、 ３年生４名１チーム）
アイデア作成のレクチャー、 学習ＤＶＤや資料説明
（SWOT 分析、 RESAS の説明、 課題の抽出と解説策の考え方）
参加者意見交換等

花巻南高校ＳＤＧｓ学習会 （花巻南高校主催）
（講師 ： 環境パートナーシップいわて 花巻青年会議所）
日時
場所
対象
内容

7 月 1 日 （水） １３ ： ３０～１６ ： ３０
花巻南高校
２年生全クラス ２０１名
●SDGs カードゲーム 2 時間
県立大渋谷教授による 「2030ＳＤＧｓカードゲーム」 ５つの世界
●振り返り １時間
前半 35 分 ： 岩手県立大学 渋谷晃太郎教授 後半 25 分 ： 藤田甲之助理事長
「花巻青年会議所の SDGs につながっている事業の活動事例」 の講義。
（今年の取り組み、 例年の取り組みと SDGs の関係性について講義）

花巻東高校ポスターセッション
日時
場所
対象
内容

８月２８日 （金） １１ ： ００～
花巻東高校
３年生進学コース
花巻を活性化させるアイデアにつ
いて夏休み中に研究。 夏休み後に
クラスで予選会を行い、６チームを
選出し、 パワーポイントで発表。

市役所取材
花巻東高校 空き家対策研究チーム
日時 ９月１１日 （金） 16 ： 15 ～
市役所にてインタビュー実施
内容 空き家対策について、 現状や課題、
対応策や効果などを取材
協力 花巻市 （定住推進課、 都市政策課、
都市デザイン室）

高校生の参加者の皆さんより
１. コンテストを通じて「地元はなまき」
を見つめなおすことができましたか

２. コンテスト全体を通して、将来も住
み続けられる「地元はなまき」の創造に
つながったと思いますか

できた
100％

できた
どちらでもない
できなかった

思う
100％

少しできた
あまりできなかった

３. コンテストの期間を通じて、地域課題
を発見し、課題解決するための手法を学ぶ
ことはできましたか

思う

高校生の意見が大人に伝わることで
よりよい花巻につながると思いました！

できた
100％

できた
どちらでもない
できなかった

少しできた
あまりできなかった

高校生だからこそ、 地域創生のために
出来ることを伝えられる貴重な機会だった！

一般参加者の皆さんより
１. コンテストは高校生の魅力を感じる機会に
高校生が自分ごととしてまちの未来への
提案を行う、 とても良い企画で、 高校生の
大きな成長につながると思います。

なりましたか
その他（未回答）

とても魅力に感じた

36％

53％

まあまあ魅力に感じた

11％
これまで大人たちがどちらかと言えば先

とても魅力に感じた

あまり魅力を感じなかった

まあまあ魅力に感じた

魅力を感じなかった

よくわからない

その他（未回答）

送りしていた課題に着眼した発想に感心し
ました。 今後もこのような機会を積極的に
取り組んでください。

２. コンテストを通じて地域課題を考える
きっかけになりましたか

花巻市の現状と課題解決をセットにして、

その他（未回答）

よいきっかけになった

36％

64％

広い世代が共有できる場として、 有意義な
時間だったと思います。 今回のプロジェク
トがどうなっていくかとても楽しみです。

よいきっかけになった

わからない

きっかけにならなかった

その他（未回答）

「遠恋複業課」岩手とお付き合いして下さる方を募集します

NEWS

「いわてで働こう推進協議会」が運営する いわて

シゴトバクラシバ

企業と求職者をつ

NEWS

求人マッチングサ

遠恋複業課とは？

首都圏等に移住している方で、岩手で自らのスキルを生かして「複業 」を行いたいと考えている方と、人材を必要としている
「いわてで働こう推進協議会」が運営する いわての仕事・就職情報サイ

さらに利用しやすく生まれ
県内の企業、団体をマッチングすることにより関係人口の拡大を図るもので、その関係を遠距離恋愛に見立て「遠恋複業」と

シゴトバクラシバいわて

名づけました。
「遠恋複業課」は、この事業を推進するため県地域振興室内に設置するバーチャル組織です。

https://www.shigotoba-i

企業と求職者をつなぐ
サイトにアクセスの上、ＩＤ取得後に各社の企業情報・

NEWS
求人マッチングサイト
1

2

「いわてで働こう推進協議会」が運営する いわての仕事・就職情報サイト

シゴトバクラシバいわて
NEWS

とし
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若者や女性の県内就業をオール岩手で促進することを目的に平成28年2月に発足。現在、岩手県内の経済団体、産業団体、教育機関、金融機関、労働組合、行政機
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毎年全国規模でコンテストも開催されています！

RESAS 地方創生☆アイデアコンテスト
2015 ～ 2020※RESAS（リーサス）とは？
地方経済分析システム（リーサス）は、人口動態や産業構造、人の流れなど
官民ビックデータを集約し、可視化するシステム。どなたでも無料で利用で
きます。
今回のコンテストを機に、RESAS を使って、自分の地域や故郷の現状、そし
て未来がどうな ろうとしているのか、知って、考えてみませんか？

ＲＥＳＡＳ

検索

「まずは RESAS で検索してみよう！」

花巻青年会議所とは
20 歳～ 40 歳の市内企業に勤務する青年で構成する団体です。
花巻市・地域団体・企業等と連携し、イベントや事業を通じて地域をよりよ
くする団体です。
例えば、2019 年度は…
2月
第 61 回わんこそば全日本大会（花巻市文化会館）
7月
やるぞ！ 50 ㎞！燦々と輝く新しい未来へとみんなで歩み続けよう
（小学生対象、市内 50 ㎞ウォーク）
8月
2019 イーハトーヴフォーラム（花巻花火大会 北上川河川敷）
10 月 イーハトーヴハロウィンフェスタ 2019（イトーヨーカドー駐車場）
※なんと！「フラワーロールちゃん」も花巻青年会議所の事業（高
校生徒のワークショップ）から誕生しています！

後援 花巻市、岩手県・岩手県教育委員会
花巻商工会議所、花巻市地域自立支援協議会
ＪＡいわて花巻、環境パートナーシップいわて
助成 公益財団法人いきいき岩手支援財団
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