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大しごとーくin信州 Advance

若者会議2021

高等教育コンソ―シアム信州 大学間連携事業

大しごとーくin信州 Advance

2022年2月本会議開催予定
（対面/オンライン）



若者会議とは？

“若者会議”は、2012年に長野県小布施町から始まった交流のまちづくりの
ムーヴメントです。今回は、地域団体や企業と具体的な課題について話す
「場」を体験することで、より地域に関わることを意識して対話する機会を
設定します。地域課題を考えることから「暮らす」ことに注目し、「信州の
地域に若者が関わる『流れ』をつくる」ことが目標です。

新たな仕組みの構築のため、地域課題を扱う対象地域（会場）を、素晴らし
い地域資源がある信州全体をフィールドに設定しました。若者会議をきっか
けとして地域理解が深まり、対話を通じて課題に自ら取り組むことで関りが
なかった地域とより強い「繋がり」が生まれ、地方創生を推進する人財基盤
やネットワークが構築されることを期待しています。
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2021年度のテーマ

長野県において若者・学生が、『食』『居場所』『環境・教育』をテーマに、地
域が抱えている課題をローカル（現場）で共有し、地域の資源価値の再定義、持
続可能な資源活用の在り方を主体的に考える信州若者会議2021を開催します。
信州全体をキャンパスにみたて、企業や自治体の方々と協働して各地のフィール
ドを活用した学びの環境を構築するとともに、課題解決のプロジェクトを創出し
マネジメントしていける核となる人材を育成します。県内大学が連携し、地域・
社会での活動を通じて「求められる若者の力」に自ら気づく機会とし、さらに、
地域の魅力を知り定着につながることを目的とする。



２．目標
大学間連携をより促すマネジメント人材を育成する

『学生（若者）』『企業』『行政』の視
点から見える地域・社会課題を『ヒアリ
ング（インプット）-分析（課題設定）-
プロジェクト構築（アクションプラン）-
実践-改善』が出来る知識とマインドを習
得すると同時に、実践経験を通じて、変
化への対応力、問題解決力をもったリー
ダー人材、資源と資源、地域と若者を繋
ぐマネジメント能力を備えた中核人材の
育成を目指します。

信州の地域課題を共有し、企画を学生が
主体的に運営することで、地域の担い手
である意識を醸成してほしいと願ってい
ます。

当事者意識をもった若者グループを立ち
上げ、企業と連携する体制の構築してい
きます。
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●●若者会議
YOUTH

DISTRICTS
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大しごとーく in 信州 2021 Advance 各地で「若者会議」を開催
若者の地域定着を目指し、企業と「暮らしに関わる課題」に取組む対話の場

人材を確保したい
主体的な若者と話したい
斬新な意見で企業課題に取り組みたい

魅力的な企業と出会う

事業参画

県内大学生と企業が
地域・企業課題について各地で対話

アクションプランを作成し
ネクストアクションへ接続

・インターンシップ
・PBL/フィールドワーク

・共同研究
・就職・採用活動

若者会議

長野県企業
10社程度を予定

魅力的な企業と出会い、長野県に残り
たい気持ちが高まる。
地域課題を考え、継続して関わりたい
気持ちが醸成される。

アウトカム

地
域
・
企
業
へ
定
着

アウトプット

ジョブ採用型インターンシップ
として検討。

ファースト
マッチング

考えたい地域課題、
企業課題を提供

興味がある企業課題について対話をし、さらに
関わりたい場合には、インターンシップに参加

80社の企業が参加
514名の参加者数

より深いレベルで
マッチング

長野県に残りたい
地域に関わりたい

例：「環境」テーマで製造業の会社と
プラスチック廃棄物の活用を議論

社内プロジェクト

会社や社会の疑問を
学生と企業が対話

テーマ案（各大学の特色に対応するテーマ）：教育、観光、環
境、産業、インフラ（文化）、ヘルスケア、医療、福祉、IT

若者
の声

企業
の声

大学で学んだことを活かして、
地域課題の解決に取り組みたい
実践型のプログラムにチャレン
ジしてみたい。

2021年 高等教育コンソーシアム信州 事業

ネクストステップが具
体的に無いのが課題

テーマトークで関係を深め、議論を通じて課題
を設定。具体t系に何に取り組めるか、企業・社
会人の方々と一緒になって考える。

Advance
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汎濫停蓄の場づくり
汎濫停蓄
深く広い学識を持っていること。「汎濫」は水が漲みなぎり
溢あふれること。転じて、広く物事に通じること。「停蓄」
は水が長く溜まること。転じて、学識が深いことの喩え。

第1回（11月） 顔合わせと地域・企業を知る、課題の提示

第2回（12月） インタビューによる要因分析と課題の構造化・絞込み

第3回（1月） 体験を通して実感（ワークショップ）

第4回（２月） 解決策とネクストアクションの議論

第5回（３月） まとめと発表

白馬若者会議
「環境・教育」をテーマに対話

松本若者会議
「居場所」をテーマに対話

伊那・長野若者会議
「食」をテーマに対話

各地のコワーキングスペースと連携し、企業と学生のH
ＵＢになってもらう。

3地域（長野・松本・上田・諏訪・伊那のうち3カ所）に
おいて、下記の構成のよる5回の会議を企画する。この中
で、議論を継続的に深めることで、交流する機会やアク
ションを深める機会をもつ。

各地開催することで、各大学が参加しやすい距離感を
目指す。一方で、オンラインを併用し、打ち合わせや
遠方でも参加できるようにする。



若者会議

仲間や地域企業
とつながる
対話の場

まちを大学に〜若者の社会的活動の場（ Youth District：若者街区）を構想
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若者会議の基本的な流れ

自分がやって
みたいこと

（青少年ホームや
大学の活動）

プロジェクト
化して実施

（行政）
政策に反映

（企業インターン・
共同研究・ビジネス）

プロジェクト
化して実施

行政課題
地域の課題

企業課題
若手交流

▶青少年ホームの活動につながる

▶住民・若者の声の政策反映

▶自らがアクション

▶仲間づくり

▶拠点の活用（MYD）

▶現場フィールドでの体験

▶担い手の確保

▶一点強化、重点的活動にしやすい

▶多様なステークホルダーの巻き込み

▶課題を明確化と社会ニーズとの」
マッチング

▶人材確保、年代を問わない交流

若者街区：若者が集まる街を仮想する

対話を入り口とした、プロジェクトが生まれる仕組み（若者街区）をつくり、町をキャンパスにする



内容と日程
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松本若者会議「居場所」 伊那若者会議「食」 白馬若者会議「環境・教育」

松本若者会議2021

県内大学、民間事業者及び協力企業、行政
（松本市、松本市青少年ホーム）とともに、
に実践的な課題探求プログラムを通じて地域
の魅力発見、人材育成を行う。
プログラムは、大学生が中心となり企画・運
営し、大学生テーマ、企業テーマ、行政テー
マを設定。地域の中高生も含めた地域課題解
決のための会議をベースに、知る-分析する-
行動案を作成するの3段階のディスカッション
方式で進めていく。

信州の食を考える若者会議～食で
創る未来プロジェクト2021

『生産者』『企業』『消費者』の視点から見
える課題を『ヒヤリング―分析―実践可能な
プロジェクト構築―実践―改善』が出来る知
識を習得すると同時に、実践経験を通じて、
変化への対応力、問題解決力をもったリー
ダー人材、資源と資源、地域と若者（大学
生）を繋ぐマネジメント能力を備えた中核人
材を育成する。

白馬若者会議
＠しくみつくるcollege2021

地球と世界の未来のための学びと実践の機会
を目指します。インプットに始まり、これま
での在り方の変化について教えてもらい思考
します。これから取り組んでいこうと思って
いることの共有とジブンゴトとして今ココだ
からできることは？を考えて、簡単ではない
解は一つではないことを考え続けます。世の
中の複雑で難しい問題にチャレンジし解決策
を考えみんなで取り組みます。

メンター

サザンガク 山崎 孝一郎さん
メンター

AmberLab 久保田飛鳥さん
メンター

しくみ株式会社 石田幸央さん

11月27日 多事争論：若者アフタートーク
12月18日 企業見学会 ㈱アスピア

インプットと見学（午後）
12月19日 女鳥羽朝活プロジェクト
1月 居場所会議＠浅間温泉
2月 居場所について3テーマ（学生・企業・行

政の課題）のディスカッション（本会議）

3月●日 発表会

12月2日 森についてのレクチャー（オンライン）
12月9日 ジビエ活性事業についてのレクチャー（オ
ンライン）
12月11日 長谷村クリスマスプロジェクト
流木でクリスマスツリーの飾りを作ろう＠長谷村
1月~2月 解決策とアクションプランの検討
伊那合宿×善光寺プロジェクト（薬膳カフェ）
3月●日 発表会

11月19日 夕方 Meetup BBQ
11月20日 環境と難民のことを考える、シス

テム思考講義＆ワークショップ
11月21日 16時まで Snowpeak Hakuba

Landstationにてマルシェ出店
12月 ワークショップ
1月~2月 解決策とアクションプランの検討

白馬合宿
3月 発表会

㈱アスピア、松本市役所、松本市青少年ホーム、
㈱XYZ

㈱やまとわ、伊那食品工業㈱、八幡屋磯五郎、丸山珈
琲、藤屋御本陣、サンクゼール、長野県ジビエ振興室、
シソーラス、

調整中

申込フォーム 申込フォーム 申込フォーム

問い合わせ
信州大学キャリア教育サポートセンター

問い合わせ
食で創る未来プロジェクト2021事務局

問い合わせ
ishida@siqumi.co.jp

https://forms.gle/VCbr9MXw92sHER8D6
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz51lJuRpSs_VVBqIKHkYiGg6880MkIawWtk8ylw69ce_ulw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfm-pSWtZWils5q2qBaUo0v-Vo_aobvcCu2cn4DCS88Vpze_Q/viewform
to:career@shinshu-u.ac.jp


若者会議 実行委員募集説明会

11月4日（木）19:00～20:00

若者会議実行委員メンバー募集説明会

会場：サザンガク/オンライン

内容

若者会議とは？

各地の若者会議とテーマについて

松本若者会議…メンター 山崎 孝一郎さん

伊那若者会議…メンター 久保田飛鳥さん

白馬若者会議…メンター 石田幸央さん

実行委員の募集について

録画はこちらからご覧いただけます。
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https://drive.google.com/file/d/1t5mUYMq5MGlxgUnhTNzi7Ft2Vb-gi7sR/view?usp=sharing
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松本若者会議2021

県内大学、民間事業者及び協力企業、行政（松本市、松本市青少年ホー
ム）とともに、に実践的な課題探求プログラムを通じて地域の魅力発見、
人材育成を行う。
プログラムは、大学生が中心となり企画・運営し、大学生テーマ、企業
テーマ、行政テーマを設定。地域の中高生も含めた地域課題解決のための
会議をベースに、知る-分析する-行動案を作成するの3段階のディスカッ
ション方式で進めていく。

メンター

サザンガク（㈱XYZ） 山崎 孝一郎さん

11月13日 顔合わせ わかしら企画
12月18日 会社deしごとーく
12月19日 女鳥羽川活性化プロジェクト
1月 居場所会議＠浅間温泉
1月~2月 居場所について3テーマ（学生・企業・行政の課題）の対話
3月 発表会

㈱アスピア、松本市役所、松本市青少年ホーム、㈱XYZ

申込フォーム

問い合わせ
サザンガク、松本市役所ユースサポート課、青少年ホーム

松本若者会議2021 若者の「居場所」考える～企業テーマ



多事争論会後のアフタートーク
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松本市 多事争論会
「次代につなぐアルプス公園」】
市長と市民が直接語り合う、多事争論
会。これからのアルプス公園のこと、
市長と一緒に考えませんか？
11/27 午後3時開催、当日参加、Zoom
参加も可能です！
詳しくは→
https://www.city.matsumoto.nagano.jp/
shisei/oshirase/tajisouron.html

↑こちらに参加をする学生(有志) で多事争
論会後のアフタートークを予定しております。
昨年の若者会議で発足したわかしらも関わっ
ておりますので、興味のある方はぜひご視聴
ください！

松本若者会議2021 若者の「居場所」考える～行政テーマ

https://www.city.matsumoto.nagano.jp/shisei/oshirase/tajisouron.html
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松本若者会議2021 若者の「居場所」考える～企業テーマ

【日時】2021年12月18日(土) 13:00-15:00

【会場】株式会社アスピア様
【スケジュール】

13:00 アスピア様集合
13:10-13:30 アスピア様ご紹介
13:35-14:00 広場見学
14:00-14:40 ディスカッション
15:00 終了

申込フォーム
問い合わせ サザンガク

会社deしごとーく 株式会社アスピアさん
松松本若者会議2021の企業テーマのキックオフセッション
として、株式会社アスピアさまの取組、会社のビジョンや考
え方、そしてテーマとなる地域の居場所（現場）を見学・体
験したいと企画しました。
今回の12月の現場見学を経て、どのような地域の「居場所」
を実現できるか、多くの視点を巻き込みながら考えてみたい
と思います。

メンター サザンガク（㈱XYZ） 山崎 孝一郎さん

https://forms.gle/9EfMk1o5kmLH4j1n7


松本朝活！～チーズパンと珈琲と女鳥羽川～
女鳥羽川を愛でながら美味しいチーズパンと珈琲を楽しむ朝会！
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松本若者会議2021

https://form.run/@metoba-morning--1638169327

若者の「居場所」考える～企業テーマ

https://form.run/@metoba-morning--1638169327


伊那/長野若者会議
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信州の食を考える若者会議
〜食でツクル未来プロジェクト2021

信州の食を考える若者会議
～食でツクル未来プロジェクト2021
『生産者』『企業』『消費者』の視点から見える課題を『ヒヤリング―分
析―実践可能なプロジェクト構築―実践―改善』が出来る知識を習得する
と同時に、実践経験を通じて、変化への対応力、問題解決力をもったリー
ダー人材、資源と資源、地域と若者（大学生）を繋ぐマネジメント能力を
備えた中核人材を育成する。

メンター

Natural Recipies Kitchen（AmberLab）

久保田飛鳥さん

11月18日 レクチャー「信州の食の課題」
12月2日 森についてのレクチャー（オンライン）
12月9日 ジビエ活性事業についてのレクチャー（オンライン）
12月11日 長谷村クリスマスプロジェクト
1月~2月 解決策とアクションプランの検討

合宿 善光寺プロジェクト（薬膳カフェ）
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信州の食でツクル未来プロジェクト(伊那/長野若者会議)

長谷村クリスマスイベントのご案内

今回のイベントが行われる のは 南信にあります林業が盛ん
だった小さな村 「長谷」 。 長谷では現在 、雨などによっ
て森から川に流れ出た「流木」が問題となっています 。こ
の課題を解決すべく、長谷村では「森×○○」という視点で、
森に関わる 100 の仕事を作り、地域資源を生かそうと活動
すしている方がいます。
今回のイベントは、その活動に参加し、『流木×アート』を
テーマとし、クリスマスツリーの点灯を彩る木材アートをイ
ベントに訪れる子どもたちと共にツクルお手伝いをしたいと
思っております。

2021年12月11日（土）

7：30 信州大学松本キャンパス生協前ロータリー集合

9：30 長谷村クリスマスツリー点灯式会場到着

地域の方との交流（30分）昼食（すずなさん）（1時間）

11：00 イベント開始

地域の方や子どもたちと交流、流木アートづくり

16：00 クリスマスツリー点灯式

16：30 後片付け及びご挨拶

18：00 長谷村クリスマスツリー点灯式会場出発

21：00 信州大学松本キャンパス生協前ロータリー到着解散

帰宅時間は21：00よりも早まる予定です。

申込はメールでお願いします。
お名前、電話番号 、住所 、メールアドレスを下記メールアドレスに
お願いいたしま す 。 その後はイベント用の LINE グループで連絡
予定です。 〆切 12/5 先着順

連絡先： inanagano.wakamono@gmail.com 申込フォーム https://forms.gle/ZGBhDdBw3kdfPah39

https://forms.gle/ZGBhDdBw3kdfPah39
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白馬若者会議

白馬若者会議
＠しくみつくるcollege2021

地球と世界の未来のための学びと実践の機会を目指しま
す。インプットに始まり、これまでの在り方の変化につ
いて教えてもらい思考します。これから取り組んでいこ
うと思っていることの共有とジブンゴトとして今ココだ
からできることは？を考えて、簡単ではない解は一つで
はないことを考え続けます。世の中の複雑で難しい問題
にチャレンジし解決策を考えみんなで取り組みます。

メンター

しくみ株式会社 石田幸央さん

11月19日 夕方 Meetup BBQ
11月20日 環境と難民のことを考える、システム思考

講義＆ワークショップ
11月21日 16時まで Snowpeak Hakuba

Landstationにてマルシェ出店
12月 ワークショップ
1月~2月 解決策とアクションプランの検討

白馬合宿
3月 発表会

申込フォーム

問合せ
ishida@siqumi.co.jp

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfm-pSWtZWils5q2qBaUo0v-Vo_aobvcCu2cn4DCS88Vpze_Q/viewform
mailto:ishida@siqumi.co.jp


若者会議2021 オープンチャット

各地の若者会議の情報、今後の予定を受け取りたい。

①フォームから実行委員に申し込み

情報交換しながら参加を検討したい方は、

②若者会議2021のLINEオープンチャットにご参加くだ
さい（入退室は自由です）。

30
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https://forms.gle/qBWFcD8L8b8Qu4Te7
https://line.me/ti/g2/sA--ydJ_exQ89qeUTvc_1r0eTbiexpxO3bAE5w?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

