
きくがわ高校生まちづくりスクール 実施報告書 

 

目的：高校生の企画やアイデアをまちづくりに生かす。 

概要：高校生自身が、自分の好きなことややりたいことなど関心のあるテーマをみつ 

け、地域課題に取り組む NPO で体験しながら、実現可能なプロジェクトを提案 

し実践する。 

講師：土肥潤也氏 一般社団法人トリナス 代表理事、NPO 法人わかもののまち 

みんなの図書館さんかく館長、内閣府若者円卓会議 

参加者：14 人 常葉大学附属菊川高校 9 人、金谷高校 1 人、掛川工業高校 4 人 

サポーター：5 人 主に市民協働センター主催ファシリテーター講座参加者 

会場：プラザきくる３階会議室 第２回のみオンライン 

 

時  期 内  容 詳  細 

6 月 25 日

（金） 

18:00-20:30 

第１回講座 

自分を発見しよう！ 

チームをつくろう！ 

高校生間のチームビルディング、 

自分の興味・関心の言語化、 

グループ分け、 

インターンシップ先の選定 

NPO へのインターンシップ（チームごと） 

9 月 11 日 

（土） 

10:00-13:00 

第２回講座 

まちづくりって何？ 

まちづくりに関する基礎講義、 

インターンシップのふりかえり、 

必要に応じて追加インタビューに行く、 

企画書、事実と印象シート（課題の整理） 

10 月 31 日 

（日） 

13:30-16:30 

第３回講座 

中間報告会 

ここまでの活動報告、 

12 月までのアクションプラン作り 

11 月 27 日 

（土） 

13:30-16:30 

第４回講座 

マイプロジェクト会議 
活動の進捗報告、ブラッシュアップ 

最終報告会の準備 

12 月 16 日 

（木） 

18:00-20:30 

第５回講座 

最終報告会 

公開プレゼンテーション 

賑わいづくり研究会・一般市民 

 

＊詳細は各回の報告書 



令和 3 年度 きくがわ高校生まちづくりスクール 

第１回 実施報告書 

 

令和 3 年 7 月 9 日 

菊川市市民協働センター 
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日 時：令和３年６月２６日（金）18：00～21：00 

会 場：プラザきくる３階会議室 

 

目 標：➀講師・サポーター・高校生がお互いに知り合って、安心して活動できるよう

にする。 

    ② 一緒に活動するグループ、夏休みのインターン先が決まる。 

参加者：高校生 14 人、サポーター4 人 

 

役 割：【高校生】まちづくりのプロジェクトを実践 

    【サポーター】高校生の活動を全力応援！ 

    【講師】ファシリテーター 

 

内 容：自分を発見しよう！チームを作ろう！ 

    

（1） オリエンテーション「お互いを知り合おう」 

・まちづくりスクールスケジュールと内容の紹介 

・高校生・サポーターが、名前、愛称、学校、部活動、参加のきっかけを話し、

自己紹介を行った。（別添）自己紹介シート 

 

（2） 高校生間のチームビルディング 

・興味関心のあること、今取り組んでいること、自分が勉強してみたいテーマを

書き出す。 

・親しい人が困っていることからなどまちの現状（課題）やまちの理想（未来）

を洗い出すまちの点検表を作成した。（別添）自分のまちの点検表 

 

（3） グループを決めよう 

・興味・関心の近い人同士でグループを作った。 

 

（4） 夏休みのインターシップ先の選定 

・興味関心のあるテーマをセンタースタッフに伝え、インターン先の候補を選

定。後日、中高生 NPO 体験セミナーを活用した全員の行き先が決定した。 

 

（5） ふりかえり 



令和 3 年度 きくがわ高校生まちづくりスクール 

第 2 回 実施報告書 

 

令和 3 年 9 月 23 日 

菊川市市民協働センター 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：令和３年 9 月２３日（土）13：00～16：00 

会 場：菊川市市民協働センター、オンライン 

   ＊１日開催の予定の講座を３時間に短縮し、オンラインで開催。 

 

目 標：➀ 活動するグループメンバーが決まる 

    ② 活動テーマに関する分析を行う 

参加者：高校生 12 人、サポーター6 人 

 

役 割：【高校生】まちづくりのプロジェクトを実践 

    【サポーター】高校生の活動を全力応援！ 

    【講師】ファシリテーター 
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 全体での話し合いのほか、グループに分かれた場合はサポーターが進行 

 

内 容：まちづくりって何？ 

    

（1） オリエンテーション 

・前回の振り返り 

 

 

（2） グループを決めよう 

テーマを決め、５つのグループに分かれた。一人のグループ 2 つ、最高が６人

にするなど高校生自身が取り組みたいテーマを選んだ。 

➀動物 

②観光、 

③コミュニケーション 

④友達といじめ 

⑤地域医療 

 

 

（3） インターシップ（NPO 体験セミナー）振り返りの発表 

→活動テーマに関する分析を行う。 

・インターンシップ（NPO 体験セミナー）の報告、どんなことに取り組んだか、

どんな学びや気づきがあったかなどをグループごとに発表。 

 

 

（4） グループごとの話しあい 

・講師講義「現状と未来のギャップを埋めていくロジカルシンキング(論理的思考)」 

・活動するテーマに対して、現状の課題と理想とする未来像をロジカルシンキング

の手法を用いて話しあい 

 

（5） 次回に向けてのふりかえり 

・次回 10 月 31 日は中間報告会 

 

（6） その他 

講師より、中間報告会でコメントをもらえる人を選んでお願いしてほしい。 

    



令和 3 年度 きくがわ高校生まちづくりスクール 

第３回 実施報告書 

 

令和 3 年 10 月 31 日 

菊川市市民協働センター 

 

   

  

 

日 時：令和３年１０月３１日（日）13：30～16：30 

会 場：菊川市役所東館 3 階会議室 

 

目 標：企画書が完成し、最終報告までのアクションプランができる。 

     

参加者：高校生 11 人、サポーター5 人 

 

役 割：【高校生】中間発表、企画ブラッシュアップ、企画書を作成 

    【サポーター】高校生の活動を全力応援！ 

    【講師】ファシリテーター 

 全体での話し合いのほか、グループに分かれた場合はサポーターが進行 
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内 容：まちづくりって何？ 

    

（1） オリエンテーション 

・前回の振り返り 

 

 

（2） 中間報告 

➀犬の殺処分 

②地域医療 

③外国籍の子へのいじめ差別 

④コミュニケーション 

・自分たちの取り組むテーマとその理由、いつ誰に向けて活動するかなどの 6W3H

シートを発表 

 

（3） ゲストからのコメント 

 

 

（4） 企画書の作成 

・ゲストからのコメントを受けての企画ブラッシュアップ –  

・12 月までの活動計画を定める 

・思考方法として「たて・よこ・そろばん」(歴史、世界や全国との比較、データを

出す)の重要性と、視点を変える(相手の気持ちに立って活動を見る)大切さを学んだ 

 

 

（5） 次回に向けてのふりかえり 

・次回 11 月 27 日はマイプロジェクト会議 

 



令和 3 年度 きくがわ高校生まちづくりスクール 

第４回 実施報告書 

 

令和 3 年 12 月 8 日 

菊川市市民協働センター 

  

  

 

日 時：令和３年１１月２７日（日）13：30～16：30 

会 場：菊川市役所東館 3 階会議室 

 

目 標：最終回の公開プレゼンテーションに向けた準備をする。 

     

参加者：高校生 10 人、サポーター5 人 

 

役 割：【高校生】企画をまとめていくための意見交換、プレゼンテーション資料作成 

    【サポーター】高校生の活動を全力応援！ 

    【講師】ファシリテーター 

 全体での話し合いのほか、グループに分かれた場合はサポーターが進行 
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内 容：マイプロジェクト会議 

    

（1） オリエンテーション 

・進行状況をグループごとに確認 

・企画をまとめていくための意見交換 

 

 

（2） プレゼンテーションのコツ 

➀伝える（一方向）と伝わる（双方向）の違い 

②共感を生む 3 つのポイント「now-問題の現実」「self-なぜ自分が取り組むのか」

「us-わたしたちが共有すべき価値観」を提示する大切さ 

 

 

（3） プレゼンテーション資料作成（５チームに分かれて） 

 

 

（4） 次回に向けてのふりかえり 

・次回 12 月 16 日は最終報告会 

 

 

【補足】プレゼンテーション向けてのフォローアップ 

（1） 11/8、11/10 トライアングル（テーマ:地域交流（コミュニケーション））、相

談 

（2） 11/9 ワンダフルワールド （テーマ:動物の殺傷処分をなくす）、菊川市役

所環境推進課とのマッチング 

（3） 11/15 地域医療、介護予防と予防医療 

（4） 11/20 トライアングル の 4 人が地域、企業の大人たちに質問を通じて交流 

 



令和 3 年度 きくがわ高校生まちづくりスクール 

第 5 回 実施報告書 

 

令和 4 年 1 月 7 日 

菊川市市民協働センター 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：令和３年１月 16 日（金）18：00～20：00 

会 場：菊川市役所東館 3 階会議室 

 

1． 開会挨拶 菊川市市民協働センター長  

 

2．講師挨拶 土肥潤也氏 NPO 法人わかもののまち 

 

3．高校生からの発表・・・【別添】発表資料 

➀トライアングル 地域交流（コミュニケーション） 

②廣瀬 夏野 地域医療、介護予防と予防医療 

③堀 眞大 棚田の認知度を上げて訪れやすくする 

④犬猫救い隊 動物の殺処分をなくす 

⑤チルドレン with フォーリンルーツ 外国にルーツを持つ子どもとの関わり方 
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4. 全体ディスカッション・・・【別添】ディスカッション内容一部抜粋 

 

5．総評 飯倉清太氏 NPO 法人 NPO サプライズ代表理事 

           静岡大学地域創造学館客員教授・内閣府官房地域活性化伝道師 

 

6．修了証授与 

 

7． 閉会挨拶  菊川市地域支援課長 



「きくがわ高校生まちづくりスクール」高校生アンケート

1.まちづくりスクールの満足度はいかがでしたか。

満足 12

ほぼ満足 2

少し期待と違った 0

期待はずれ 0

計 14

その理由を教えてください。

「満足」の理由

・自分のなかで成長した部分がいくつかあって、参加して良かったと思った。

・このボランティアを通して様々なことを知ることができ、とても視野が広がった。また、

自分の将来について考えようと改めて思った。

・学校では学べないことをたくさん学ぶことができた。他校の生徒や企業の人と話せた。

・半年経っていたのに気がつかなかった。

・自分で取り組みたいことを決め、計画し、様々な方々の万全の協力のもと楽しく活動で

きた。

・知らない人よ会話することがとてもおもしろかった。

・様々な価値観の人と会い、話すことで視野が広がった。自分のやりたいことが明確にな

った。

・自分以外の高校生の考えていることがわかって、すごくおもしろかった。

・自分が思っていたよりも自分のテーマについて深く考えることができ、とても良い経験

になった。

・たくさんの人と交流することができ、自分の視野が広がった。

・自分が調べたい分野の様々な人と交流をもつことができた。一人ではできない経験がで

きた。

・地域への関わり方の視野が広がったと思う。また、一つのことを大人数で行うことのメ

リットもデメリットも学べたので良かった。何よりこの活動を通して自分に対して少し自

信が持てた。

「やや満足」の理由

・活動内容が充実して良かった反面、自分の行動力の低さに反省している。

・普段考えることのない地域について考えることができた。

令和3年12月16日

満足, 86%

ほぼ満足, 14%



2.まちづくりスクールに参加してよかったこと・印象に残ったことを教えてください。

・先輩方の話がさすが過ぎて(話し方、知識、語彙力など)すごい印象に残った。

・先輩方のプレゼンを見て、私も来年はこうなりたいと思い、とても良い刺激になった。

・「自分事として考える」ということが心に響き、何かし始めたり、相手に頼んだりする

ときにこのことを考えるようになった。

・「類は友を呼ぶ」ではないけど、同じ気持ちの人が多くて楽しかった。やっぱり友人で

あり、他人であり、仲間だから。肯定的に活動が出来て良かった!! 印象に残っているのは、

土肥さんの髪型だ。

・印象と現実のギャップ、調査することへの重要さをよく知れた。自分と同じ年代の高校

生、それも他校の人たちと新鮮な雰囲気の中で楽しく活動ができ、様々な知見がついたこ

とがとても良い体験であった。

・みなさんの発表がすごくて驚いた。

・自分のやりたいことが明確になった。インターン、教育委員会、望月さんのお話。

・犬、猫の現状についてネットで調べるだけでなく、ボランティアをしたり、市役所の方

にお話を伺ったりして、いつもできないような体験ができた。

・大人と話す機会が多く、自分の知らないところで活動している人がいるということを知

ることができた。

・自分たちで一から企画、運営し、目的に合わせて進めることができた。普段の生活では

関わることがない人、行事に参加できた。色々な人と話ができた！ことが楽しかった。

・”ようこそ”さんにボランティアに行くことができた。コミュニティナースの方と話をす

ることができた。大勢の人の前でプレゼンするという貴重な体験ができた。

・実際に地域で活躍されている人の声を聞けたことと私たちの想いを受け止めてくれる大

人がたくさんいることを知れた。高校生が地域について考えていることを疑問に感じてい

る人が多かった。

・他校の子や違うクラスの子と関わりを持てた。自分の調べている分野以外のことに興味、

関心を持てた。

・企業の方がシニアの方とゆっくり話をすることができた。

3.反省や今後改善したいこと・してほしいことがあれば教えてください。

・受験生だったり、部活などでなかなか４人全員で集まることができず、話が進まないこ

とがあった。

・今回はあまり参加することができなかったので、次の機会があればより具体的に探究し、

しっかり参加したいと思う。

・全て平日にしてほしい。

・人が増えすぎるとやりにくいかも。

・活動に対する自分の見通しの甘さが目立ってしまったのでもう少し計画的に、また具体

性を持った活動を行いたい。



・スライドが上手くいかなかった。

・他の市に広める方法を安易に考えすぎていた。

・どのように広めるかを深く考えていなかった。

・違う学年、学校の人ともっと連携を上手くとれるようにしたい。

・自分が自発的にあまり動くことができなかった。（その分傾聴に力は入れた。）

・企画の手配の連携を改善したい。

4.全５回の開催について、意見をお聞かせください。

ちょうどよい 11

少ない 3

多い 0

計 14

その理由を教えてください。

「ちょうどよい」の理由

・５回で完成させることができたから。

・完成させることができたのでちょうどいいと思った。

・その日に何をやるのか、見通しがとれたので目標を定めやすかった。

・急がしくならなくて良い。

・活動を通して段階的に考えや目標が深まっていきちょうど良い期間の取り組みであった。

・特になし。

・受験生でも参加し続けることができた。

・ボランティアがない期間に自分で調べる時間があったから。

・資料をつくる期間などがちょうどよかった。

・忘れたころに開催されるので新鮮な気持ちで会えたし、次の時に忘れてしまうからと前

向きに取り組めた。

・高３というのもあって少し忙しかったけど、丁度良いペースだったと思った。

「少ない」の理由

・思っていたよりもあっという間の５回で、もっと深く色々なことを調べ、掘り下げてい

きたいと思った。月一ぐらいで集まっても、状況確認になりいいのかもと思う。

・本番前のリハーサルの日が欲しかった。（今回は午後に少しできたので良かった。）

・話し合える日をもう少し増やすほうがいいと思う。

ちょうどよい

79%

少ない

21%



5.その他感想・要望など、自由に記入してください。

・楽しかった。大変だった。でも、それも楽しかった。そして何より勉強になった。

また参加したい！

・まちスク、サイコー!!

・明るい雰囲気、時には真面目な雰囲気で、みんなと一丸となりまちづくりに対して取り

組めた！

・ありがとうございました。

・幅広い人と交流ができ、とても良い期間だった！ありがとうございました。

・菊川市内外の人に「やさしい日本語」が伝わっていたらいいなと思う。

・自分の地域への意識がさらに向上した。今まで出会ったことのなかった同世代の地域に

ついて考えている人に出会えたので嬉しかった。毎回、会話が始まる時に流れていた”チー

ン”というやつが洗脳されそうで怖かった(笑)

・よしよろしければ、来年も参加させてください!!

・色々な人と話すことができたことが一番大きな財産だ。今まで少し難しいかもと思って

いた自分たちが中心になって行う企画運営やプレゼンまで進めることができ、自分にとっ

て大きな経験だった。これからも地域づくりに関わっていきたい。よろしくお願いします！

・とても楽しかった‼☻



「高校生まちづくりスクール 2021 最終報告会」見学者コメント 

                         令和３年 12 月 16日 

 

① テーマ「地域交流」（トライアングル） 

 

（一般） 

・地区センターを第 2 のきくるに、とても素晴らしい目標だ。高校生が地域交流に関心

を持ってくれていること、とても嬉しい。是非、地域の戦力になってください。 

・トライアングルという名前の由来がよかった。プレゼンで劇を入れられたのもグルー

プというメリットを生かせていると思った。プレゼンの最中、他のメンバーさんがうな

ずきながら聞いていたのがまさに“コミュニケーション”だと思った。 

・地域交流の課題は市全体の問題だと思う。是非みなさんのお住まいの地域で活動を続

けてください。 

・若者が自分の居場所を「自分の部屋」を答える人が多いことに驚いた。自分の部屋か

ら地域に交わっていたらあたたかい町づくりにつながると思うので、交流の場を増やす

ことは大切だと思う。 

・6 名のチーム戦は意見をまとめたり、調和を取ることが難しいと思う。発表の内容が

まとまっていて、ターゲットを地区センターとしている所も良いと思う。学校の授業

で防災スキルを身につけて、地区センターで地域の方々にレクチャーするとかも良い

と思う。 

・コロナ禍で地域コミュニティの人々の繋がりが薄くなっていることが問題だと感じ

ているが、それを皆さんも同じように課題として認識していたことに大変驚いた。大

変良い発表だった。 

・違う世代の方と話ができて、“他世代ともゆるくつながれる”というのが分かって良か

ったなと思った。地区センターのイメージは私も同じだ。（一度イベントで利用した

が…）他世代交流もできるイベントになると思うのでいいなと思った。私も行ってみ

たい。災害の時のことを考えられている！！素晴らしい。 

・コミュニティという大きなテーマから、実際にやってみた地域に方との交流を通して、

なぜ地域交流が必要なのかが良く分析できていて、上手くまとまっていたと思う！！

大人にとっても高校生は年齢が離れていて遠い存在だと思っていたけど、普通に楽し

く会話できる存在なんだと知れて嬉しかった！！ 

・いろいろな人と知り合いになりたいという気持ちが良いと感じた。「地域に関わる人

を増やしたい」と思う人を増やして欲しい。コミュニケーションは全ての潤滑油であ

り、地域活性化につながる。 

・図を印刷するとより良かったかなと思った。地域資源を活かしていてとても良い！大



人と話すことで自分の知識になかった世界を知れて良かったということがとてもよ

く表れていたと思う！5分のスライドのあとに、”補足資料“があると良い。トークイ

ベントの時も参加してくれた方が来てくれたのはとても嬉しい！！つながりができ

つつあって◎だ。 

・高校生が地域交流が大事だと思う気持ちを知ることができた。 

・すでに明るいイメージのある「きくる」での開催ではなくて、暗いイメージのある「地

区センター」を活用して“第 2 のきくるにする”という視点が素晴らしいと思った。 

・地域の人とのつながり大切だと感じる。地震などの災害時には重要な若い力となる。

ぜひ活動を広げていってください。 

・地区センターが暗い…はなるほどだった。お掃除イベントはいいアイデアだ。会場か

らの質問の答えもしっかりしていて感激した。 

・はじめのデモンストレーションは興味を引くのに良いアイデア。データを見せたのも

◎。地域に居場所がないのだろう。…高校生の生の意見を初めてきけた。異世代との

交流はわずらわしいのではなく新鮮だ。地区センターの活性化策、すぐに出来そうな

良い案だ。キャッチフレーズいいね。 

・「ひろまちコラボ」に参加してみてはどうか？是非やってみて欲しい。「お掃除イベン

ト」 

・間に合いませんでしたが、すごく聞きたかった。一番楽しみにしていた。しっかりし

た考えで活動していらっしゃることが伝わったので今後も応援したい。 

 

 

（高校生） 

・図を用いていてわかりやすかった。共感できることが多かった。実際に実現できそう

だと感じた。 

・同じ地域、地区どうしでも、顔や名前が一致せずに他人というような認識となってし

まうという意見にはとても共感できた。地区センターの新たな活用方法には魅力を感

じた。 

・プレゼン前に劇をすることで引き込まれた。他人の意見を聞けて良かった。図やグラ

フを使っていて見やすかった。 

・地域交流を増やすために掃除イベントを開催するという案が面白かった。普段の生活

からこのような課題を見つけたことがすごいと思った。 

・寸劇もあっておもしろかったし、自分たちが実際に行なったことや細かいそれぞれの

感想も言っていて聞きやすかった。 

 

 



② テーマ「地域医療、介護医療と予防医療」（廣瀬夏野） 

 

（一般） 

・介護や医療について、真剣に考えて行動する姿勢はとても立派だ。頑張ってください。 

・「地域」「医療」「介護」「予防」ひとつひとつの言葉が深いので、テーマを決め取材を

して、それらを 5 分間のプレゼンにしていくのは本当に大変だったと思うが、”コミュ

ニティナース”という名称が認知されたと思う。 

・コミュニティナースというものを初めて知った。これからの時代、とても大事なもの 

だと思う。是非、認知度を上げるため頑張ってください。 

・現状、課題、政策が示されていてとても聞きやすかった。コミュニティナースの存在

を知らなかったのだが、知る人が増えて元気なお年寄りが増えるといいなと思った。

ドラッグストアも同じ目的を持っていると思うので、連携できるのではないかと思っ

た。 

・受け入れ先の施設やキャパを確認して事業を潤滑に行うように準備も合わせて進め

てほしい。 

・コミュニティナースのことをはじめて知りました。将来のことをしっかり考えていて

素晴らしいと感じた。 

・コミュニティナースという言葉を知らなかったので、面白い発想であり、実用性の高

い働き方だと思った。ご本人も看護婦の資格を取られるとのことだったので、どんな

職業との両輪の働き方に魅力を感じているのかなあと思った。（ex 看護師＆フロー

リストとか＆カメラマンとか） 

・コミュニティナースのコンセプトもふまえ、プレゼンができていてとても嬉しく思っ

た。なかなか地域医療を考えるというのは難しいと思うが、ぜひナースの知識を学び

技術を身につけなくとも活動をしていってほしいなと思った。もし勝ちどうする機会

があれば、ぜひ一緒に地域の方の声をきこう！！ポスター作成・掲示楽しみにしてい

る！！ 

・テーマ、チームを決める時から意思がしっかりしていて、やりたいこと興味のあるこ

とに真っすぐ取組み」、色々な人に知り合い、良い活動になったと思う。「看護師にな

りたい」だけじゃなく、どんな看護師になりたいかこれからも思い描きながら、地域

に根付いたすてきな看護師さんになってください。 

・1人で施策を調査する勇気と行動力がすごく良い。課題が明確で解決策も明確で良い。

自分の夢が明確であり、夢に向かって進んでいる姿勢が素晴らしい。頑張ってくださ

い。 

・“ジブンゴト”である身近な人の介護の経験から、他の家庭でも困っていることに上手

につなげられていて良いね！コミュニティナースの存在についても言及されていて、



よく調べているなと思った。地域に相談できる人がいるのを知っていると安心できる。

最後に自分にできることについてまで考えられていて、テーマについて普段から意識

していることがよく伝わった。 

・かのさんのやさしい気持ち、地域や家族を思う気持ちに涙がこぼれた。 

・NPO 訪問から課題を見つけ、2 つの解決策を提案し、さらにそこから自分にできる

ことを考えているのが素晴らしいと思った。 

・コミュニティナースはじめて知った。全市民が安心して暮らせる予防介護が充実する

と良いね。 

・コミュニティナースという存在をはじめて知った。1 人でしっかり探求し、発表して

素晴らしいと思う。これからも頑張ってください。 

・身近な問題からの課題。確かに多くの人が関心あることだと思う。「コミュニティナ

ース」ははじめて聞いた。勉強になった。彼女の思いに感動した。医療的な面でのい

のちを救うことが大切だが、彼女の思い描く活動で精神的に救われる人がいっぱいい

ると思う。がんばれ。 

・素晴らしい！コミュニティナースの認知度も大切だが、教育機関でそのような働き方

を伝える場も必要かな。働き方を変えていく必要がありそうだ。 

 

 

（高校生） 

・コミュニティナースの説明がとても分かりやすかった。医療のことを知らなくても理

解することができた。 

・身近なところから深く調査して解決に持っていくのが良いと思う。丁寧な解説がある

から分かりやすい。 

・1 人で実際に活動に参加したり、話を聞いて動いたりして、意思を持っていてとても

魅力を感じた。コミュニティナースは私も初めて知った制度で、とても良い活動だと

思う。こういった制度がさらに広がり、地域内での医療がさらに良くなるといいなと

思う。プレゼンも分かりやすくて思いが伝わった。 

・コミュニケーションを活用し距離の近い医療というものがとても良いと感じた。プレ

ゼンがとても整然とし、聞きやすい話し方であった。テーマに関することを詳しく細

かく調査していて、こちら側も様々な知識がつき楽しかった。 

・新しい視点から医療を知ることができた。“コミュニティナース”をはじめて聞き、夏

野を通して広めて欲しい。 

・少しのことでも病院には行きにくいという人も多いと思うので、コミュニティナース

が様々な場所にいれば、自分の変化にも気づきやすいから良いなと思った。 

・一人でまとめるのはすごいなと思った。また、自分の進路に結びつけて調べているの



できっと進路に役立つんだろうなと思った。人の命は大きくて大変なものだけど正面

から向き合っていてすごいなと思った。 

 

 

 

 

 

③ テーマ「棚田の知名度を上げて訪れやすくする」（堀真大） 

 

（一般） 

・とても素晴らしいリーフレットだ。市役所も良いが、ＳＮＳの利用や民間施設においても

らう党も考えたらいかがだろうか。 

・ご自身の進路がはっきりされているので、取り組んだテーマが明瞭で、とても力強かった。 

・チラシの完成度が高いので、ぜひ配布を頑張ってください。配架だけでなく SＮＳ等」を

活用した情報発信など、その技術を生かした活動の場を期待している。 

・私は幼稚園の頃棚田で親子イベントに行ったことはある。だが、せんがまちの棚田が珍し

いものであることは知らなかったので、菊川の名物にできたらと思った。地域の方ももち

ろんだが、農業や自然にゆかりのない首都圏の方にもニーズがあると思うので、東京の移

住支援センターにも良いのではないかと思った。 

・ターゲットは田舎ではなく都会だと思う。NPO や観光協会として東京で行われるアウト

ドアイベントへ参加して棚田オーナー制度のPRや茶草場農法のPRをしてみてはいかが

だろう？2022 年 3 月 26日・27日に新宿中央公園で開催の TOKYO outside Festival への

参加お手伝いできる。 

・チラシのクオリティの高さに驚いた。 

・地元愛を形にして、さらに既存のものをより一層魅力的にしていて凄いなと思う。市外在

住なので、菊川の素晴らしさを実感している。自分だけでなく、外国人の方や棚田を知ら

ない人が周りの人に伝え訪れ、イベント等に参加してみたいと思ってる。アンケートの取

り方もパンフレットもクオリティが高いと思う。 

・ご自身の住む近所にある棚田の認知度を上げようと素晴らしい活動だと思った。パンフレ

ットも素敵で、ご自身も自ら体験をし、パンフレットに記載する内容も既存のもの＋αで

情報が入ると見る方も分かりやすいなと思った！！ 

・せんがまち棚田への愛着をとても良く感じられる発表とパンフレットだった。アンケート

をとったり、すでに活動されている方とつながり、充実した活動だったと思う！大学に行

って、更に色んな活動に参加して楽しんでくださいね！！ 

・自分の地域を好きな気持ちが伝わってきて良い。パンフレットの完成度とセンスがすごく

良い。自分の夢の実現に向かって頑張ってほしい。 



・棚田のイベントがあることをはじめて知った。「そもそも棚田って？」という人ももしか

したらいるかもしれない。「せんがまちの棚田」はある種のブランドのようだ。きれいに

保とうとしているのが素晴らしい。今後放置されている土地が少なくなるといい。豊かな

自然がそこにあるということが一目でわかるデザインでとても良い！！棚田の世界を知

ることができた。棚田のイベントで出会った人たちがつながりをもって自主的に活動で

きる未来を楽しみにしている。 

・「棚田のNPOの一員になる」頼もしい言葉が聞けた！！せんがまち棚田の未来は明るい。 

・1 人で最後までやりきったことやせんがまちの棚田での体験から NPO へのヒアリング、

アンケート、パンフレット作成と、限られた時間の中で完成度の高い発表に感動した。 

・地元の観光資源を大切に思う気持ちが素晴らしい。一つお願いがある。せんがまちの棚田

はホームページがあるようなので、URL だけでなくQR コードを付けると良いと思う。 

・アンケートの内容がとても分かりやすい。問題点を明らかにするものだった。パンフレッ

トも棚田の様子が分かりやすいデザインだ。 

・センスの良いパンフだ。フォントも合っている。行政が作るパンフレットはおもしろみが

ないですが、高校生がつくるのはいい。ぜひ、地元民の堀くんに棚田を保全していってほ

しい。 

・棚田の保持（広報）は何のため（なんの課題解決）に行なうか？ 

 

 

（高校生） 

・自分でパンフレットを作っていてすぐに行動に移せることがすごいと思った。棚田のこと

を知ることができた。 

・市外に住んでいるのもあって棚田のことは知らなかったが、パンフレットを見て興味を持

つことができた。 

・せんがまちの棚田は、私も三年間菊川に通って今年初めて知った。かなり長い歴史や特徴

があるのに、あまり（菊川市外には）知られていないのはとてももったいないことだと思

う。保全・知名度の向上のため、私にもできることがあれば参加していきたい。 

・自分の考えが正しいのかアンケートをとり、考察を行っていてよかった。パンフレットの

デザインが綺麗で目を引かれた。 

・パンフレット作成をしていて、自分が課題と感じた部分を分かりやすく説明していてよか

った。棚田というものははじめて聞いたが、パンフレットを読んでとても興味を持った。 

・せんがまちの棚田のことは、今まで知らなかったけど、日本の文化である棚田はこれから

も無くなってほしくないなと思った。 

・近所に住んでいることをきっかけにしているので現場に近い声だったと思う。また、クオ

リティの高いパンフレットですごいなと思った。知名度だけでなく参加者も増えそうだ

なと思った。 



④ テーマ「動物の殺処分をなくす」（犬猫救い隊） 

 

（一般） 

・猫の殺処分の多さに驚いた。とても大切な取組みだと思う。今後の活躍を期待している。 

・「ペットロス」でもう動物は飼えないなと思っている。一方で”殺処分“してしまう人間も

いることを考えさせられた。 

・殺処分をなくすには飼い主さんの意識を変えるコトがとても大切だと思う。広報活動頑張

ってください。また、保護活動にも目を向けて活動してみると良い。先日ニュースで保護

猫を猫カフェにして飼い主を探す活動をしている話を見た。 

・保護犬、ねこに観点をもっていったことがすごいなと思った。YouTube で沖縄の保護猫

の動画を見ていた時期があったので、身近にも同じことが起きていると改めて感じた。タ

ーゲットに合わせて紙媒体にしている点も良いと思った。広報に載るといい。 

・2022 年 6 月のマイクロチップ義務化のタイミングがこの事業を強く PR できるチャンス

だと思う。高校生主導でマイクロチップをはじめとする〈知っておいてほしい３つのこ

と〉を発信してほしい。 

・広報に載せてくれると思うので、楽しみだ。市の担当者も言っていたが、職員が言うのと

高校生が言うのとでは違うので、発信していってほしい。 

・殺処分がそもそもなぜ実施されているか？が課題かと思うので、マイクロチップ管理・不

妊去勢手術・終生飼育の周知はとても大切だと理解できる。多くの方が活動されていると

思うので、ますます高校生ならではの発信方法もあると良いなと思う。しっかりリサーチ

されていてい持続してほしい活動だ。 

・全国的にとても大きな環境問題（課題）だと思う。私も動物が大好きなので、殺処分など

の悲惨なことを減らして欲しいと思っている。災害救助犬もなれる犬ばかりではなく、ト

レーナーさん等も必要なこともあり、難しいこともあるのかなと思う。災害救助犬の訓練

を体験され、災害時の救助者の気持ちも感じられて良い体験をされたなあと思った。 

・実際のデータ聞き取りが丁寧にできていて、殺処分を減らすために何が必要なのかよく分

かった！！高齢世帯向けに広報きくがわに載せるという提案は面白いなと思った。 

・プレゼン資料に動きがあって工夫されていた。殺処分減少策について良く調べていて良か

った。菊川市への提案を作ったことが素晴らしい行動だった。動物が好き→殺処分をゼロ

にするとなった発想理由を知りたかった。 

・災害救助犬の活動を実際に体験できるのはとても良い経験になったんじゃないかなと思

う。マイクロチップについて、義務化されるのははじめて知った。驚きましたが、場合に

よっては外れてします首輪より安全面においては優れているのかなと思った。苦情・モラ

ルについても考えなくてはならない…。「自分の足で調べる」という姿勢がいいなと思っ

た。これからも大切にしてほしいマインドだ。 

・4人のチームワークが良く、聞いていいて心地よかった。高齢者をターゲットに終生飼育



を周知するため、広報きくがわに掲載されるのが楽しみだ。 

・犬の殺処分が思いのほか少ないと分かってから、市役所へのヒアリングを経てそこから学

んだことの中で課題を見つけ、方向性を軌道修正しての発表は立派だなと感じた。 

・犬・猫殺処分はかわいそうだ。一匹でも助かるようチラシを活用してほしい。 

・調査を何ヵ所かでしっかりされているのが良い。何をしたらいいのか？も明確（３つのこ

と）で、ターゲットもしぼってどのように情報発信するかもしっかりしていて驚いた。 

・画像のセンスが良い。菊川市の殺処分数を知りたかった。知ってほしい３つがとてもわか

りやすくまとめられていた。実際の資料が手元にあるのは素晴らしい。広報きくがわへの

掲載、実現するといい。 

・獣害よけに犬は使えそう。媒体等が細かく考えておりよい発表だった。 

 

 

（高校生） 

・動物についての問題が分かった。自分がペットを飼う時は責任を持って飼いたいと思っ

た。 

・動物を飼うことに責任を持つ大切さをよく理解できた。マイクロチップの機能に驚いた。 

・私自身も動物を飼っていたこともあり、興味のあるテーマだった。殺処分だけでなく、苦

情や多頭飼いなどの問題も解決方法が見つかることを願う。 

・殺処分を減らすために、ただ殺処分の回数を少なくするということではなく、捨てられる

犬猫の数を減らすために終生飼育や不妊去勢手術といったものを PR して予防していく

という着眼点が良いと思った。 

・最後の提案がしっかりと具体的になっていて良かった。殺処分を減らしたいという明確な

目標があってすごいと思った。 

・高齢者をターゲットとするために紙媒体で伝えていくという案はとても良いと思った。”

終生飼育“という言葉もとても印象的だった。 

・私もペットとして猫と飼っている。近所では多くの野良猫を目にする。今は３つもペット

との向き合い方があって、それぞれがすべてそろえば確かに殺処分はゼロになるだろう

なと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑤ テーマ「外国にルーツを持つ子どもとの関わり方」 

（チルドレン withフォーリンルーツ） 

 

（一般） 

・やさしい日本語を広める取組みから多文化共生、交流へと広がっていくと良い。 

・課題やネガティブな情報が多いテーマの中、「やさ日」に取組めてこられて良かったと思

う。 

・今の時代は外国人が当たり前に周りにいる時代だ。どうしても日本人は外国人というと一

線をひいてしまうところがあるので、「やさしい日本語」を広めてください。 

・私も小中学校は菊川だったので、身近に外国人がいることは普通だったと思う。文化の違

いから壁ができてたり、外国人だからと敬遠してしまう人は多いと思うので、身近に外国

人がいた菊川市の学生が活動してくことは大切だと思った。 

・イベントやフェスティバルなど楽しい時間を共有することで、やりたいことがスムーズに

出来ると思う。 

・菊川らしいテーマで大変良かった。やさしい日本語が広まってほしいです。 

・菊川市の外国人増加率に驚くと共に、日本人人口の減少にも興味が湧きました。「やさし

い日本語」は外国語をスキルアップするより、よりコミュニケーションとしては近道かも

しれないと思う。外国人の方にやさしい日本語で教えるボランティアをしているが、上手

く伝わって双方向で分かりあえて、その言葉を使ってもらえるとお互いに関わりやすく

なり、関係が深まることを実感している。ポスターチラシ、ＳＮＳ発信頑張ってください。 

・菊川市」の無線でもやさしい日本語で言っている。ちゃこちゃんメールでも外国語で記載

のものが送られてきて、外国籍の人は本当に助かると思う。私の義母(夫の母)もフィリピ

ン人なので、嫁いできた 30数年前は少なくて文化も慣れず、わからず、大変だったとい

つも言っている。私たちも先入観を持たず、多文化共生ができるといいなと思う。 

・菊川が外国人ルーツの方が多いということを初めて知った。まだまだ日本はよその文化の

方と距離感があると思うので、「やさしい日本語」「やさしい気持ち」が広がるといいなと

おもう！外国人に限らず、相手にわかりやすく伝えることはどんな人にも大切だと思う

♡ 

・菊川市は外国人の比率が高いので、普通に分け隔てなく接してほしい。テーマの選定が菊

川市の課題と直結していて良かった。「やさしい日本語」を是非広げていってください。 

・スライドがチョコバナナみたいでかわいい◎困っている人を助けたいという想いがある

のがとてもよく伝わってきた◎ “いじめ”というのは何層にも構造が分かれているのだ

が、調べてみるといいかもしれない。 “やさしい日本語”の存在を初めて知った。言語の

壁が少しでも低くなるといい。私も意識したい。外国にルーツを持つ人の問題については、

静岡では、浜松市も似た課題があるかと思う。 

・自分の経験から課題を見つけ、その課題が実際にヒアリングしたら課題ではなかった。そ



れにくじけず、新たな課題を見つけ、展開していったのはすばらしい。リーフレット、楽

しみにしている。 

・自分たちにできることを考え、課題解決のために具体的な取り組みを考えていてすごいな

と思う。 

・やさしい日本語、大切だと思う。市の回覧なども取り入れていったら良いと思う。 

・やさしい日本語使用は、私も大賛成で、必要性をずっと感じている。パンフレット、楽し

みにしている。 

・データで示して、とてもわかりやすかった。「やさしい日本語」の説明は適切だった。パ

ンフレットができるのを楽しみにしている。 

・大変難しい問題だ。やさしい日本語をはじめ、問題を解決していく取り組みが大切だ。 

・外国の方の住んでいる割合によって受け入れる環境ができているかどうかばらつきがる

ことがわかった。改めて日本人の使う言葉の難しさに気づいた。 

 

 

（高校生） 

・住民に対する外国人の割合やそれにかかわる問題は普段私があまり意識できていないこ

とであり、そこに着眼し、さらには、わかりやすい(＝やさしい)日本語を広めるという具

体的な目標があって良いと思った。 

・パンフレットをどのように広めていくのか具体例があって良かった。データが多くあり、

信憑性が高くなり良いと思った。 

・国籍が違うというだけでいじめるのではなく、逆に「やさしい日本語」を使って、過ごし

やすい生活ができるようにするのが大切だとわかった。 

・菊川市には多くの外国人がいらっしゃるのは知っていた。小中学生の時もクラスに２,３

人の外国の方がいたので、普通だと思っていたけど、他の市ではそうではないのだなと知

った。また、「やさしい日本語」というものが多く使われるようになるのはとても良いこ

とだと思う。 

・菊川市は外国人への対応が充実していると感じている。やさしい日本語や学校の設備な

ど、他の市、地域にも広がっていくといいと思う。 

 

 

 

 

 

 

 



☆全体を通しての感想等をお聞かせください。 

 

（一般） 

・学校からまちに出て活躍する高校生、とても頼もしく感じた。これからも地域との関わり

を続けてください。 

・自分の現在の状況を考えながら、なんかドキドキした～!! 

・どのグループも現状、課題、解決が明確に示されていてすごいなと感じた。企画から実行

まで行動に移していて大学生より立派だと思う。刺激を受けた時間だった。ありがとうご

ざいました。 

・実現性の高い事業が出揃ったイメージだ。本当にやって続けてもらいたい。 

・どのチームも大変素晴らしい発表で感心した。今後がとても楽しみだ。ありがとうござい

ました。 

・印象と事実を分けて考えるとのアドバイスが生きた発表内容だったと思う。 

・自ら体験し、課題を見つけて、よく調べて取り組まれているなぁと思った。クォリティの

高いパンフレット等が多く、市民にも見てもらって課題解決につながるといいなと思っ

た。頑張ってください!! 

・高校生が地域の関心に対して一生懸命向き合っている姿に感心した。色々調べていくと、

色んな意見があり、くねくねしながらも、信念を持って楽しい人生を送ってほしいなと思

う。20も離れた高校生と近づけて、本当に楽しい時間だった！ありがとうございました!! 

・全員やりたいことの理由がきちんと明確になっていて、聴きやすい発表ばかりだった。た

くさんの大人の前で発表するのは普段経験することではないので、緊張した人もいるか

もしれないが、とても良い発表だった。すでにイベントなどを通じてつながりができつつ

ある人とは大切にしたいご縁だ。今後も活動が続いていくと、どんどん新しい知見が得ら

れるかと思う。頑張ってください。 

・まちづくり、テーマ、分析、印象と事実(インタビュー調査)、実践までやり遂げる高校生

はすばらしい。大人、センターのフォローもあったことだろう。高校生によるまちづくり

のまさに実現!!だった。 

・目の付け所が良いと思う。今の課題を的確に捉えていると思った。 

・私たちが知らないだけで、様々なことに興味や課題意識を持った高校生がたくさんいるの

だ。大きな発見だった。ぜひ、外に向かって発信してくれたら賛同する人は多いのではな

いかと思う。 

・高校生とその学びを支援する方々、大変すばらしい。 

・一人一人意志があって、自分の進みたい道に進んでいるところがいいと思った。 

 

 



（高校生） 

・パンフレット作成以外にも、外に広めていく方法があることが分かった。他の課題も知る

ことができ、面白かった。 

・自分や友達以外の高校生が普段感じていることや思っていることがわかっておもしろか

った。・どのグループもパワポの完成度が高くてすごいなと思った。どのグループも協力し

て、一つのものを作っていていいなと思った。何か一つのものをみんなで協力してつくると

いうのは簡単そうな言葉だけど、難しいことなんだと改めて実感した。 

・色々なお話が聞けて、自分の知らなかったこと、気づかなかったことを知ることができた。

たくさんの人と話せてとても貴重な経験だった。 



2021
高校生の企画やアイデアをまちづくりに生かす

「きくがわ高校生まちづくりスクール」がスタートします。

「まちづくりって何？」「地域でやってみたいことがある！」

「同年代の高校生と一緒に学びたい！」と思っている人はいませんか。

自分の好きなこと、やりたいことなど関心のあるテーマをみつけ、

地域課題に取り組む NPO でインターンシップを体験しながら、

実現可能なプロジェクトを提案・実施していきます。

保護者同意のもと、①参加者氏名 ②保護者名 ③学校、学年 ④住所 ⑤電話番号 ⑥メールアドレスを

記載して、直接持参、またはメール・右の申込フォームから 5月 20日（木）までに申込みください

菊川市市民協働センター 〒439-8650 菊川市堀之内 61 菊川市役所東館 プラザきくる 2F

　　　 kikucen1@sage.ocn.ne. jp  　　　　 0537-35-2220
申込み・問合せ

申込み方法

TEL/FAXMAIL H P    k ikucen.net

25
6 12

16▶

参 加 無 料

菊川市役所東館 プラザきくる ２F 多目的エリア（第１回）

３F 会議室（第２回～５回）

高校生 15人対　象

会　場

無 料参加費

25
6

18：00 ～

　　 20：30

自分を発見しよう！
チームをつくろう！

自分の興味関心を言葉にしよう

チームづくり

インターンシップ先を決めよう

第 

１ 

回

金

11
9

10：00 ～

　　 16：00

まちづくりって何？

インターンシップのふりかえり

まちづくりとは？

企画書をつくろう

第 

２ 

回

土

16
12

18：00 ～
　　 　  20：00

最終報告会

公開プレゼンテーション

賑わいづくり研究会への報告

第 

５ 

回

木

NPO へのインターンシップ（チームごと）

31
10

13：30 ～
　　 　  16：30

中間報告会

ここまでの活動報告、

最終報告会までの活動計画づくり

第 

３ 

回

日

27
11

13：30 ～
　　 　  16：30

マイプロジェクト会議

活動のさらなるブラッシュアップ

プレゼンテーションのスキル

第 

４ 

回

土

最終報告会への準備

1995 年、静岡県焼津市生まれ。早稲田大学大学院、修士（社会学）
2015 年に NPO 法人わかもののまちを設立。全国各地で子ども・若者のまちづくり参加に関わる研修
や実践支援に取り組む。

一般社団法人トリナス  代表理事、NPO 法人わかもののまち
みんなの図書館さんかく館長、内閣府若者円卓会議

講 師 土肥 潤也氏


