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●日  時：令和４年７月3０日（土） 午後１時30分から午後４時まで 

●場  所：緒川コミュニティセンター ホール 

●参加人数：1５人 

●内  容：１ 開会 

      ２ 若者会議の概要について 

      ３ 自己紹介 

      ４ 東浦町の紹介（概要説明と「どんぴしゃ！東浦」鑑賞）・東浦クイズ 

      ５ 若者による若者のための講演会について 

６ ワーク「東浦町でやってみたいこと！」 

      （１）個人ワーク（模造紙を使った作業） 

      （２）グループワーク 

      （３）情報共有 

      （４）個人ワーク（ワークシート記入） 

      ７ 閉会 

 

●参加人数【内訳】 

   大学生：８人 

   高校生：７人 

 

●開催日程・内容 

【第１回】７月30日（土） 東浦町でやってみたいことを考える。 

【第２回】８月  6日（土） グループにわかれて取り組む内容を決める。 

【第３回】8月21日（日） 事業の具体的な内容について話し合う。 

【第４回】８月28日（日） さらに内容を詰めて、報告会の準備をする。 

【第５回】９月10日（土） 報告会を開催する。 

 

 

  

第１回 開催概要 
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 夢に向かって頑張る若者代表として、東浦町出身の平林様にこれまでの実体験や

アイデアを実行に移すための方法などをご講演いただきました。 

 

＜プロフィール＞ 

平林 啓太 （ひらばやし けいた）さん 

1998年10月19日生まれ 23歳 

 

◎略歴 

東浦町立緒川小学校 

東浦町立北部中学校 

愛知県立刈谷北高等学校 

岐阜大学工学部 

プチフィルム株式会社 

 

大学 3 年生の頃から「映像制作を仕事に出来たら楽しそうだな」という想いから

独学で勉強を開始。映像制作のインターンで実務経験を積んだことが大きなきっか

けとなり、映像制作を仕事にするという想いがさらに強くなる。 

現在は、プチフィルム株式会社に所属しながら独立に向けて奮闘中！ 

 

若者へのメッセージ 

東浦町でやってみたいことを考えていくうえで、以下

の３つを意識して進めてほしいです。この３つを意識す

ると、中身の濃い発表につながるとともに、結果として

自身の成長にもつながると思います。目的を具体的に考

えてまずは行動をしてみましょう！ 

第５回の報告会には私も出席しますので、皆さんのア

イデア・成長ぶりを楽しみにしています！ 

  

講演会 

❶ とりあえず行動！人と会う！ 

❷ 好きや情熱を伝える！ 

❸ とにかく分析！ 
なんでそんなにやりたいの？ 

Point 
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１ ワークテーマ 

東浦町でやってみたいこと！ 

 

２ グループワークのルール・ガイド 

『LOVE のルール』を設け、グループワークが円滑に進められるよう全体でル

ールを確認しました。 

 

 

 

 

 

 

 『LOVEのルール』に加え、以下の４つのことについても確認しました。 

 

 

  

 

３ ワークの進め方 

  東浦町でやってみたいことを、付箋を使ってアイデアを出し、ジャンルごとに

アイデアを分類して意見交換を行いました。各グループの発表を聞いて、改めて

東浦町でやってみたいことについて考えてもらいました。 

 

 

（１） 個人ワーク（模造紙を使った作業） 

  ↓ 

（２） グループワーク 

  ↓ 

（３）情報共有 

  ↓ 

（４）個人ワーク（ワークシート記入） 

 

 

 

 

グループでの話し合いではどのようなアイデアが出たのか、次ページをご覧ください。 

L 
よく聞こう！ 

Listen 
O

 

心を開いて！ 

Open 

発言しよう！ 

V 
Voice 

楽しんで！ 

E 
Enjoy 

否定しない 突飛さ大歓迎 

ワーク 

質より量 他の人に便乗 
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■若者会議 第１回まとめ 【模造紙を使った個人ワークとグループワーク】 

グループ キーワード やってみたいこと 写真 

A 

●イベント 
・上空から東浦町を撮影してみたい！ 

・スタンプラリーの開催 

・他にはない祭りを開催したい！（例：水かけ祭り） 

・産業まつりをパワーアップさせたい！ 

・イルミネーションの企画 

・ワークショップの実施 

・募金で資金を集めて東浦町で何か買いたいな～ 

 

●特産品 
・ぶどうのPR 

・ぶどうのジュースを作りたい！ 

・種なしぶどうの増産 

・ぶどう使ったスイーツ作り 

●シティプロモーション 
・東浦町公式チャンネル（町長出演のあきチャンネル）の続編を企画したい 

・子育て世帯向けの公園マップを作成したい 

・パン屋に特化したマップを作成したい 

・若者向けのハザードマップ 

●景観 

 

・歩道拡張・地下街の整備 

・観光名所をつくる 

・ひがしうら版「なばなの里」 

・東浦駅周辺の開発 

●自然 
・自然を生かしたいな～（花見、川下りなど） 

・サイクリング 

・植樹したい！ 

・林間学校の宿泊施設ができないかな～ 

●ＳＮＳ 
・東浦町のSNSを充実させたい！ 

・東浦町公式チャンネルをＳＮＳで周知！ 

●その他 
・公園の改装、天井のある施設（屋外）を作る 

・公園にサッカー・バスケットボールのゴールを設置 

・スケートボードパークが欲しい！ 

・空き家を活用して子育て支援施設を作りたい 

・アミューズメントパークができたらな～ 

・Wi-Fiの飛び交うまちになったらいいな～ 

・小中学校の設備充実 

・大須みたいな活気・アーケードのある商店街ができないかな～ 
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■若者会議 第１回まとめ 【模造紙を使った個人ワークとグループワーク】 

グループ キーワード やってみたいこと 写真 

Ｂ 

●イベント 
・東浦町の飲食店めぐり 

・東浦町全体でレクリエーション 

・東浦町全体の夏祭りがやりたい！ 

・花火大会の規模UP 

・イルミネーションをやりたい！ 

・於大公園でイベントを開催したい！ 

・ぶどうを使ったイベント 

・子ども向けのイベント 

・障がい者の方も楽しめるイベント 

・１日観光ツアー 

・季節外れの祭りを企画 

・１年を通して楽しめる企画 

・他市町と協働してイベントの開催 

 

●PR 
・おだいちゃんの知名度をUP！ 

・東浦町の看板を作成したい 

・子育て支援をＰＲ！ 

・東浦町の食べ物めぐり 

・特産品をもっとPR！ 

・東浦町出身の方をピックアップ 

・SNSを活用して、若者が集まることをしたい！ 

・ぶどうのＰＲ 

 

●観光名所 
・映えスポットをつくる 

・大きなクリスマスツリーを作りたい！ 

・ストリートピアノの設置 

●その他 
・企業を誘致したい！ 

・人口５万人プロジェクト 

・駅周辺の開発 

・町全体の魅力度UP！ 

・街並みの整備 
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■若者会議 第１回まとめ 【模造紙を使った個人ワークとグループワーク】 

グループ キーワード やってみたいこと 写真 

C 

●ぶどう 
・規格外品でジュース           ・特産品などのマルシェの開催 

・東浦のぶどうを使ったスイーツ      ・スーパーに地元の特産品をおく 

・特産品で名物スイーツを作る       ・親子でスイーツ作り体験 

・東浦イオンの中に直売所を設置      ・ぶどう販売方法を考える授業 

・祭りでぶどうの直売所を設置       ・学校で農業の授業 

・ぶどうの販売所を増やす 

・東浦イオンの一角に東浦のぶどうを使った店をオープンする 

 

●医療 
・健康促進の教室 

・高齢者が気軽に参加できる散歩や遠足を企画したい 

・病院にピアノを設置 

●公園 

 

 

 

・動物とのふれあい体験 

・公園で映画（野外上映会） 

・公園にイルミネーションを！ 

・公園の遊具について考えたい！ 

・映えスポットをつくりたい！ 

●駅・交通 

 

・駅にピアノを設置したい 

・東浦町内の珍しい地名を広めるクイズやスタンプラリーの開催 

・ウノハナを駅で宣伝！ 

・駅の景観を変えたいな～ 

・駅周辺の施設増加 

●図書館 
・図書館を多目的に使用できるようにしたい 

・学生の勉強スペースの充実 

・東浦町のことがよく分かる絵本をつくる 

●宣伝 
・ホームページをもっと活用 

・SNSの活用を強化 

●環境 
・SDGｓに取組みたいな～ 

・東浦町で出た廃材で家具を作りたいな～ 

●その他 

 

・他の市町村と協働のイベント（駅伝） 

・東浦イオンのスペース活用（子ども教育） 
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 ■若者会議 第１回まとめ 【ワークシートを使った個人ワーク】 

キーワード 東浦町でやってみたいこと やってみたい理由 やってみたいことを具体的に書いてみよう 

ＰＲ 

●東浦町公式チャンネル（町長出演のあきチャ

ンネル）の企画 

●東浦町公式チャンネルの活用 

●東浦町の看板の作成 

●東浦町の歴史をPR 

●子育て支援をＰＲ 

●東浦町の住みやすさをPR 

●SNSで東浦町をPR 

・単発の企画になっているため、もったいないから 

・登録者数を増やしたいから 

・東浦町をもっと知ってほしいから 

・歴史のあるまちだと知ってほしいから 

・子育て世帯の人口を増やしたいから 

・定住促進につなげたいから 

・SNSを活用して、東浦町の地名度をUPさせたいから 

・町長出演のモニタリング企画、東浦グルメ、職員紹介 

・飲食店や自然の紹介 

・観光ツアー 

・若者が作成するパンフレットの作成 

・東浦町の映えスポット・若者目線の投稿 

特産品 

●ぶどうを使った料理の考案、ぶどうの販売店

を増やす 

●ぶどうをもっとPR 

●ぶとうを使ったスイーツ作り 

●ぶどうの販売方法を考える授業 

●ぶどう農家による授業 

●子ども向けの食育 

●地産地消の取組み 

・東浦町外の人にもに東浦町の特産品についてを知ってもらいから 

・ぶどうを買いに来たついでに、多くの東浦町の施設にも足を運んでもらい

たいから 

・第１次産業の方の収入を安定させたい 

・経済を回したい 

・観光に来てもらいたいから 

・東浦町内の子どもたちに地元の特産品について考えてもらいたいから 

 

・ぶどうを用いたオリジナルスイーツをつくる 

・ぶどうの直売所をイオンモール東浦につくる 

・地元のケーキ屋さんとコラボしてスイーツ作りの開発 

・親子でぶどうを使ったスイーツ作り 

・学校で東浦町の特産品について考えてもらう授業の実施 

・新たな名物をつくる 

 

交流 

●町民だけでなく、近隣市町、他県からも参加

可能な祭りの開催 

●祭りで町の活性化 

●東浦町全体で実施する祭りの企画・運営 

●季節外れの祭りの企画 

●親子で楽しむ教室の企画 

●季節のイベントを開催 

・東浦町に伝統的な祭りがあっても、町内で完結してしまっているので、全

国から人が集まるような祭りを開催したいから 

・祭りで町を活性化させ、人口を増やしたいから 

・東浦町を活性化させたいから 

・東浦町外の人にも来てもらいたいから 

 

・花火大会、参加型の祭り 

・他にはない祭りで集客（例：冬の花火大会） 

・他の市町と差別化できる祭りの企画 

その他 

●公園の改装、天井のある施設（屋外）の増築 

●景観整備 

●子育て支援施設のための空き家の活用 

●イルミネーション 

●企業の誘致 

●ストリートピアノの設置 

●廃材を活用した家具づくり 

・「家より外の方が良い」と思ってもらえる施設・環境を整備したいから 

・街並みがきれいだと人も集まると思うから 

・将来の夢に役立てるため 

・東浦町を魅力的に思ってほしいから 

・企業を誘致して、東浦町を活性化させたいから 

・東浦町に訪れる人を増やしたいから 

・SDGsに貢献したいから 

・サッカー・バスケットゴールの設置、天井のある商店街の整備 

・東浦駅周辺の再整備、歩道の整備、公園などのイルミネーション 

・空き家を使い、子育て支援施設をつくる 

・ツリーの設置、クリスマスの飾りつけ 

・鉄道とコラボしてスタンプラリーの開催 

・地元の家具メーカーとコラボして廃材を使った家具をつくる 
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●日  時：令和４年８月６日（土） 午後１時30分から午後４時まで 

●場  所：緒川コミュニティセンター ホール 

●参加人数：1１人 

●内  容：１ 開会 

２ 前回の振り返り 

３ グループ分け、グループ名決め（自己紹介、アイスブレイク） 

４ ワーク「グループで取り組む内容を決める！」 

（１）グループワーク 

（２）情報共有 

５ 閉会 

 

●参加人数【内訳】 

   大学生：8人 

   高校生：3人 

 

●開催日程・内容 

【第１回】７月30日（土） 東浦町でやってみたいことを考える。 

【第２回】８月  6日（土） グループにわかれて取り組む内容を決める。 

【第３回】8月21日（日） 事業の具体的な内容について話し合う。 

【第４回】８月28日（日） さらに内容を詰めて、報告会の準備をする。 

【第５回】９月10日（土） 報告会を開催する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第２回 開催概要 
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第１回で出たアイデアを事務局で整理したところ、「特産品」「交流」「その他」の

３ジャンルに分けることができました。「PR」については、全てのジャンルに当て

はまることから、事業を検討する際は「PR」についても考えていただきました。興

味のあるジャンルに自由に分かれてもらい、グループのリーダー・副リーダーを決

め、メンバーの共通点からグループ名を決めてもらいました。また、第２回から、

グループに分かれて「やってみたいこと」についての話し合いが始まりました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ グループ名（ジャンル）：グループ名の由来 

・苺より巨峰（特産品）： 苺も好きだけど、若者会議で巨峰について考えたいから。 

・YOHUKASHIガチ勢（交流）： グループ全員が「夜派」だったから。 

・加藤さんファンクラブ2022（その他）：昨年の若者会議で結成したグループの続投のため。 

 

２ グループワークの進め方 

（１）グループで「やってみたいこと」について考え、アイデアを共有する 

  ↓ 

（２）グループで大まかな「やってみたいこと」を決める 

  ↓ 

（３）実施する理由、実施するとどんな良いことがあるかを考える 

  ↓ 

（４）具体的な「やってみたいこと」をグループで話し合う 

 

グループでの話し合いではどのようなアイデアが出たのか、次ページをご覧ください。 

 

交流ができる 
「やってみたいこと」を考えよう！ 

特産品 

交流 

その他 

特産品を使った 
「やってみたいこと」を考えよう！ 

ＰＲに特化した・その他ジャンルで 

「やってみたいこと」を考えよう！ 

PR 

第２回では 
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■若者会議 第２回まとめ 【模造紙を使ったグループワーク】 

グループ キーワード やってみたいこと 写真 

【
特
産
品
】 

苺
よ
り
巨
峰 

●販売 
・イオンモール東浦に直売所を設置して巨峰・巨峰を使ったスイーツを販売する 

・イオンモール東浦の果物コーナーにポップを作って巨峰コーナーを目立たせる 

【アイデア】 

★いつ⇒昼頃（10時頃～）、土・日、品種の旬の時期 

★どこで⇒イオンモール東浦、巨峰コーナー、高校の購買、地元のスーパー、特設コーナー 

★何を⇒巨峰、スイーツ、果汁、化粧品 

★どうする⇒巨峰スイーツのレシピを配る、販売、試食 

★どうやって⇒ポップを作って目立たせる、巨峰コーナーを他の果物よりも派手に、地元の小・中・

高とコラボ、ローカルテレビ、子ども記者に巨峰の農家を取材してもらう 

 

●スイーツ 
・祭り屋台で巨峰の飲み物、アイスなどを販売する 

・巨峰狩りでとった巨峰をその場でスイーツに加工する 

【アイデア】 

★いつ⇒いつでも、期間限定（毎年恒例）、夏季限定（７月～９月末）、祭り屋台 

★どこで⇒イオンモール東浦、直売所の近くに店舗を構える、他店とコラボ、巨峰狩りの場所 

★何を⇒ケーキ、タルト、ゼリー、プリン、飲料（ジュース、スムージーなど）、アイス 

★どうする⇒販売、作る、レシピを配る、スイーツにアレンジしてみる、学校給食で出す 

●SNS 
・旬の時期に集中してTwitterや Instagramなどで巨峰を宣伝する 

・東浦特産の巨峰を使用したスイーツのレシピを公開する 

【アイデア】 

★いつ⇒常に、７月末～９月末に集中 

★どこで⇒ホームページ、Twitter、Instagram、東浦町公式チャンネル（あきチャンネル） 

★何を⇒巨峰スイーツ作ってみた、巨峰スイーツのレシピ、品種別のおいしい食べ方、クーポン 

★どうする⇒宣伝、拡散、共有、他県の特産ぶどうとコラボ、レシピ公開、購買意欲の促進 

他グループからの質問・アドバイス 

・ボランティアだと人が集まらなさそうだから学校の授業として活用するのは？ 

・巨峰スイーツを作るときに、地元のお店とコラボするのもあり！ 

・巨峰スイーツだけでなく飲食店でも活かせるといいと思う！ 

・ボランティアもSNSなどで募集？ 

・学校を通して生徒・学生に募集をかけてみては？ 

・イオンモール東浦での販売はどこでやるの？ 

・果物コーナーの近くに特設コーナーを設置 

・イオンモール東浦に直売所を設置すると客がイオンに流れ、個別の直売所の売り上げが下がってしまうのでは？工夫が必要！ 

・かき氷などの冷たいスイーツもいいと思う！ 

・直売所で時間を消費する仕組みを検討してみは？今は、買うだけ。（例：ぶどう棚の下でカフェ） 
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■若者会議 第２回まとめ 【模造紙を使ったグループワーク】 

グループ やってみたいこと 写真 

【
交
流
】 

Y
O

H
U

K
A

S
H

I

ガ
チ
勢 

●於大公園での夏祭り 
 

【アイデア】 

★いつ⇒８月、お盆、夏休み 

★どこで⇒於大公園 

★誰が⇒若者中心が、ボランティア、企業の方、東浦町の飲食店の方、町職員、 

アーティスト 

★目的⇒町を活性化させたい、町外からの誘客、楽しめる場所を多くする、人

口増加、若者の参画 

 

【具体的な取組】 

・フェス 

・虫取り 

・流しそうめん 

・BBQ 

・マッチングイベント 

・スタンプラリー 

・花火大会 

・ゲーム大会 

・BINGO 

・プロジェクションマッピング 

・竹灯篭を飾る 

・東浦町のPRブースを設ける 

【PR方法】 

・SNS 

・チラシを学校や駅に貼る 

・テレビ 

・武豊線車両ラッピング 

・町の広報、ホームページ 

・イオンモール東浦で宣伝 

・Youtubeの広告・宣伝 

 

他グループからの質問・アドバイス 

・YOHUKASHIガチ勢グループとしては、何時までやりたいの？ 

・どこまでの地域の人に来てもらいたいか 

・祭りを複数日で開催すると良いと思う！ 

・祭りを具体的にどうやって人口増加につなげるのか 

・流しそうめん⇒竹の伐採から若者がやってみては？ 

        竹は、東浦自然環境学習の森の竹を使ってみるのは？ 

・電車のラッピングは難しいと思うので、武豊線の動画を撮ってラッピングのデザインを貼付けるのは？ 

（着せ替え電車のイメージ） 

・夏祭りの日は徹底して夜更かしOK！の方が反響ありそう！ 
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■若者会議 第２回まとめ 【模造紙を使ったグループワーク】 

グループ キーワード やってみたいこと 写真 

【
そ
の
他
】 

加
藤
さ
ん
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
２
０
２
２ 

●東浦町公式チャンネル 

（あきチャンネル） 

・東浦町公式チャンネル（あきチャンネル）の企画をしたい 

【アイデア】 

★投稿内容⇒東浦グルメ、町職員紹介、地雷メイク、若者と町職員で考える 

★頻度⇒月１投稿 

★目的⇒投稿頻度・再生数増でチャンネルの認知度UP、若者がまちづくりに参加 

 

 

 

●イルミネーション 
・駅周辺と於大公園などにイルミネーションの飾り付け 

【アイデア】 

★いつ⇒オールシーズン 

★どこで⇒駅周辺、於大公園 

★対象者⇒町外の人向け 

★目的⇒景観が寂しいから、イルミネーションでまちを活性化させたい！ 

●カリモク家具とのコラボ 
・東浦町内で出た廃材を使った家具作り・体験 

【アイデア】 

★対象者⇒親子 

★いつ⇒半年に１回 

★目的⇒SDGｓ貢献 

他グループからの質問・アドバイス 

・飾り付けは誰がやるの？費用はどこが負担？ 

・イルミネーションのPRの仕方は？ 

・イルミネーションの主催は誰？ 協力を募るの？ 

・イルミネーションは駅・於大公園限定？ 

・イルミネーションの電気代は誰が負担？ 

・町長が忙しいと思うが、投稿頻度は月１でOK？ 

・廃材で作った家具はどうやってＰＲして販売するのか 

・達成するＳＤＧｓ（17の目標）を具体的に考えてみては？ 

・カリモク家具とのコラボ⇒町内の学校に寄附をする流れができたらいいな！ 

・東浦町公式チャンネルの投稿内容・活用については、東浦町のPR以外にも取り入れられることがあると思う！ 

・あきチャンネルの続編完成までのスケジュールは？ 
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●日  時：令和４年８月21日（日） 午後１時30分から午後４時まで 

●場  所：緒川コミュニティセンター ホール 

●参加人数：1６人 

●内  容：１ 開会 

２ 前回の振り返り 

３ グループワーク「事業の具体的な内容について話し合い！」 

（１）情報集め 

（２）内容の整理 

４ 情報共有 

５ 閉会 

 

●参加人数【内訳】 

   大学生：１０人 

   高校生：  ６人 

 

●開催日程・内容 

【第１回】７月30日（土） 東浦町でやってみたいことを考える。 

【第２回】８月  6日（土） グループにわかれて取り組む内容を決める。 

【第３回】8月21日（日） 事業の具体的な内容について話し合う。 

【第４回】８月28日（日） さらに内容を詰めて、報告会の準備をする。 

【第５回】９月10日（土） 報告会を開催する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第３回 開催概要 
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巨峰を使ったスイーツの製造・販売して、東浦町の巨峰を知ってもらう！ 

 

 

 第３回では、取り組む内容を各グループ１つに絞り、実施に向けて企画提案書を作成

しました。 

 

各グループの取り組む内容はこちら 

 

 

●事業名：東浦の巨峰を食べてもらおう大作戦！  

グループ名（ジャンル） ： 苺より巨峰（特産品） 

 

●概要 

巨峰を使ったスイーツを製造して、イオンモール東浦で販売！ 

 

●実施の理由 

・東浦の巨峰を知ってもらいたいから。 

・東浦の巨峰を買ってもらいたいから。 

・東浦の認知度を上げたいから。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３回では 
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●事業名：YOHUGASHIURA 

グループ名（ジャンル） ： YOHUKASHIガチ勢（交流） 
 

●概要 

 夏に於大公園でのイベントを若者で運営し開催する。 
 

●実施の理由 

・夏に於大公園での大きなイベントがないから。 

・まちを活性化させたい！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

●事業名：あきチャンネル project 

グループ名（ジャンル） ： 加藤さんファンクラブ2022（その他） 
 

●概要 

 新規チャンネルを開設し、東浦に関する動画を若者が企画・撮影をして、東浦町の魅

力を発信する。 
 

●実施の理由 

・東浦町公式チャンネル（あきちゃんネル）の投稿が１回のみで知られていないから。 

・PR動画を通して若い世代に東浦を知ってもらいたい・好きになってほしいから。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グループでの話し合いではどのようなアイデアが出たのか、次ページをご覧ください。 
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■若者会議 第３回まとめ 【模造紙を使ったグループワーク】                                       

事業名 東浦の巨峰を食べてもらおう大作戦！                 グループ名：苺より巨峰 
今の状況はどうか（現状認識） どこに問題があるのか 目指すかたち（目標設定） 

・東浦町の特産品が巨峰ということを知らない人が多い 

・巨峰をそのまま食べている（加工品がないイメージ） 

・食べられる時期が限られている 

・直売所のみで完結している 

・宣伝方法がないもしくは積極的に宣伝していない 

・販売箇所が少ない 

・直売所での販売のため、多くの人の目に触れない 

東浦の特産 巨峰を使ったスイーツを食べてもらう 

      ↓ 

東浦町の巨峰の認知度UP 

◆事業内容 

いつ どこで 誰が 誰のために 

旬の時期（７月～９月末） ・イオンモール東浦 

・イオンスタイルの果物エリアに特設コーナー

を設置 

若者会議の参加者 まずは東浦町民 

⇒いずれは町外の方にも 

どんなやり方で 何をするのか 

・インターンシップを活用して巨峰スイーツ・レシピ作り 

          ↓ 

特設コーナーで試食・販売・レシピ配布 

・販促POPの作成 

・直売所で使えるクーポン 

・ぶどうを使ったレシピの考案 

⇒ゼリー、ジュース、パフェ、フルーツサンド など 

・試食 

⇒ゼリー、ジュース（素材の味をいかすため） 

・販促POP 

⇒イオンモール東浦の従業員と共同制作 

・クーポンの配布 

⇒イオンモール東浦でぶどうを買ったお客様へレジ係が直売所で使えるクーポンの配布をして

もらう 

実施のために必要なモノ・ヒト・コト 写真 

・特設コーナーの設置 

・巨峰スイーツ作り・レシピ考案のための協力企業 

・ＰＯＰの作成 

・ぶどう農家へ協力依頼 

・イオンモール東浦へ協力依頼 

・作ってみたいスイーツの具体化 
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■若者会議 第３回まとめ 【模造紙を使ったグループワーク】                                       

事業名 YOHUGASHIURA                         グループ名：YOHUKASHI ガチ勢 
今の状況はどうか（現状認識） どこに問題があるのか 目指すかたち（目標設定） 

・夏に於大公園での大きなイベントがない 

・既存のイベントは、町外からの参加者・若者が少ない？ 

・若い世代の人口減少 

・町外に向けての周知が足りない 

・若い世代が行ってみたいと思える内容が少ない 

 

 

・まちを活性化させたい   ・楽しめる場所を多くしたい 

・町外からの誘客 

・若い世代の人口増加 

・若者によるイベントの運営 

◆事業内容 

いつ どこで 誰が 誰のために 

８月下旬 於大公園 

 

若者中心のボランティア、企業の方、東浦町の

飲食店の方、町職員、アーティスト 

若者、家族、東浦町民、東浦に興味のある方 

どんなやり方で 何をするのか 

・若者中心で協力依頼のメール・電話・訪問・募集 

・クラウドファンディングで資金を募る 

 

・音楽フェス           ・花火大会 

・虫取り             ・ＢＩＮＧＯ 

・流しそうめん          ・ＢＢＱ 

・ゲーム大会           ・プロジェクションマッピング 

・マッチングイベント       ・竹灯篭 

・スタンプラリー         ・知多半島各市町のＰＲブース（特産品、グルメなど） 

実施のために必要なモノ・ヒト・コト 写真 

・伐採した竹の調達 

・テント（出店用） 

・音楽設備 

・於大公園利用許可 

・若者の有志者・ボランティアの募集 

・企業へ協力依頼 

・東浦町へ協力依頼 

・出演アーティスト依頼・募集 

・東浦町の飲食店へ出店依頼 
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■若者会議 第３回まとめ 【模造紙を使ったグループワーク】                                       

事業名 あきチャンネル project                   グループ名：加藤さんファンクラブ 2022 
今の状況はどうか（現状認識） どこに問題があるのか 目指すかたち（目標設定） 

・東浦町公式チャンネル（あきちゃんネル）は、現在１本のみ

の投稿状況（東うらうら体操ＰＲ動画） 

・投稿頻度の低さ 

・狙いの層が分からない 

・知られていない 

・見たいと思ってもらえる動画 

・東浦のことを好きになってほしい・興味を持ってもらいたい 

・若い世代に見てもらいたい 

・東浦の独自性を出したい 

◆事業内容 

いつ どこで 誰が 誰のために 

早急に 東浦町内 町長と愉快な仲間たち 東浦町全体のため 

どんなやり方で 何をするのか 

・住民や若者の意見を聞いて動画の企画を考える 

・動画投稿 

 

・別途チャンネルの作成（若い世代を対象とするため、視聴者層の差別化を図る） 

・動画の企画・撮影・編集 

⇒動画内容：町長によるマジックショー、若者から町長へ地雷メイク、ショート動画によるエ

クササイズの紹介、東浦町飲食店での大食い企画、東浦町内の映えスポットを巡り 

実施のために必要なモノ・ヒト・コト 写真 

・固定概念に縛られない自由な発想 

・カメラ等機材 

・町長のカリスマ性 

・チャンネル管理者・編集担当者 

・おだいちゃんへ協力依頼 

・東浦町の飲食店へ協力依頼 

・投稿内容の具体化 

・撮影の許可取り 

・企画・撮影のための協力者（若者） 

・東浦町へ協力依頼 
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●日  時：令和４年８月28日（日） 午後１時30分から午後４時まで 

●場  所：緒川コミュニティセンター ホール 

●参加人数：1８人 

●内  容：１ 開会 

２ 前回の振り返り 

３ イオンモール東浦 若手社員による概要説明 

４ イオンのこと、なんでも聞いてみよう！ 

５ グループワーク「さらに内容を詰めて、報告会の準備！」 

６ 情報共有 

７ 閉会 

 

●参加人数【内訳】 

   大学生：７人 

   高校生：７人 

   イオンモール東浦若手社員：４人 

 

●開催日程・内容 

【第１回】７月30日（土） 東浦町でやってみたいことを考える。 

【第２回】８月  6日（土） グループにわかれて取り組む内容を決める。 

【第３回】8月21日（日） 事業の具体的な内容について話し合う。 

【第４回】８月28日（日） さらに内容を詰めて、報告会の準備をする。 

【第５回】９月10日（土） 報告会を開催する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第４回 開催概要 
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第３回で質問された内容や、出された意見を踏まえて、内容を修正し、実施に向

けて話し合いました。また、第４回からイオンモール東浦若手社員で構成されたグ

ループにも若者会議に参加いただき、東浦町と連携して実施したい取組み等を考え、

第５回の報告会に向けて発表の準備を行いました。 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イオンモール東浦若手社員との交流後は、各グループで実施のために必要なモ

ノ・ヒト・コトを更に深堀りして、模造紙１枚にまとめました。情報共有タイムで

は、本番さながら発表するグループもあれば、発表する内容を秘密にして第５回の

報告会でのお楽しみとするグループもありました。 

 

 

  

第４回から若者会議に初めての参加とな

るため、自己紹介を含めてイオンモール株

式会社の会社説明や、イオンモール東浦に

て実施する取組等について話していただき

ました。 

 

紹介後は、若手社員に各グループへ入っ

ていただき、検討している事業を共有し、

イオンモール東浦との連携ができないか、

参考となる事例はないか等事業内容を深め

ることができました。 

各グループで決定した内容は次ページをご覧ください。 

第４回では 

イオンモール東浦若手社員との交流 
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●事業名：東浦の巨峰食べてもらおう大作戦！  

  

グループ名（ジャンル） ： 苺より巨峰（特産品） 

●概要 

東浦町の特産品「巨峰」 
     × 

   若者 
    × 

    スイーツ 
     ↓ 

 巨峰を使ったスイーツを考案・販売して 

東浦町の巨峰を幅広い世代へ知ってもらう！ 

 

●どのように行っていくか 

 ①巨峰を使ったスイーツの考案 

 ②特設コーナーに設置する POP等作成 

 ③来客の多いイオンモール東浦で販売 

 

 

●事業名：YOHUGASHIURA IN 2023  

 

グループ名（ジャンル） ： YOHUKASHIガチ勢（交流） 

●概要 

於大公園を使った夏のイベントを開催し、 

若者の力で東浦町を盛り上げる！ 

 

●どのように行っていくか 

 ①運営に携わる若者を募集 

 ②資金は、クラウドファンディングで集める 

 ③町・商工会・コミュニティ・ 

イオンモール東浦等と連携する 

 ④若者が中心となりイベントを開催 
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●テーマ：じぇじぇじぇ！あきちゃんがアイドルに！？  

 

グループ名（ジャンル） ： 加藤さんファンクラブ2022（その他） 

●概要 

若者が東浦町の魅力を発信する新規のチャンネルを 

開設し、動画を投稿して東浦町のファンを増やす！ 

 

●どのように行っていくか 

 ①運営に携わる若者を募集 

 ②企画 

 ③動画の協力依頼 

 ④動画の撮影・編集 

 ⑤投稿 

 

 

 

 

 

●テーマ：日本最大のプロギング大会 in 東浦  

 

グループ名 ： いぐちゃんねる（イオンモール東浦グループ） 

●概要 

日本最大のプロギング大会と同時に、 

若者を対象とした企画コンテストを実施して 

 東浦町を盛り上げる！ 

 

●どのように行っていくか 

 ①プロギング大会の企画 

 ②東浦町・プロギング協会と連携 

 ③企画コンテストの募集・選考 

 ④コース選定・打合せ 

 ⑤プロギング大会の開催 
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●日  時：令和４年９月１０日（土） 午後１時30分から午後４時まで 

●場  所：イオンモール東浦 ２階 イオンホール 

●参加人数：１８人 

●内  容：１ 開会 

      ２ 本日の予定について 

     ３ 報告会準備 

４ 報告会 

５ アンケート記入等 

６ 閉会 

 

●参加人数【内訳】 

   大学生：9人 

   高校生：７人 

   イオンモール東浦若手社員：２人 

 

●開催日程・内容 

【第１回】７月30日（土） 東浦町でやってみたいことを考える。 

【第２回】８月  6日（土） グループにわかれて取り組む内容を決める。 

【第３回】8月21日（日） 事業の具体的な内容について話し合う。 

【第４回】８月28日（日） さらに内容を詰めて、報告会の準備をする。 

【第５回】９月10日（土） 報告会を開催する。 

 

  

第５回 開催概要 
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１ 町長あいさつ 

２ 若者会議について 

３ 発表、質疑応答 

（１）タイトル ：東浦の巨峰食べてもらおう大作戦！ 

   グループ名：苺より巨峰 

   内   容：特産品の知名度向上に関する事業 

（２）タイトル ：YOHUGASHIURA IN 2023 

   グループ名：YOHUKASHIガチ勢 

   内   容：於大公園でのイベント開催に関する事業 

（３）タイトル ：じぇじぇじぇ！あきちゃんがアイドルに！？  

   グループ名：加藤さんファンクラブ2022  

   内   容：若者向けの動画制作に関する事業 

（４）タイトル ：日本最大のプロギング大会 in 東浦 

   グループ名：いぐちゃんねる 

   内   容：イベント開催による地域活性化に関する事業 

４ 町長・イオンモール東浦 営業マネージャー講評 

 

 

 

 

 

 

 

町長あいさつについての概要です。 

 

若者会議にご参加いただきありがとうございます。私は、第２回若者会議の様子

を拝見しましたので、前回よりレベルアップした内容になっていることを期待して

います。 

また、若者会議で考えた企画は、ぜひ実行するところまでやってみてほしいです。

行政と協力しながら、事業実現まで目指していただければと思います。 

報告会では、遠慮はせず率直な想いを伝えてください。若者会議ですので、若者

らしい意見や発想を楽しみにしています。 

 

  

町長あいさつ 

報告会の流れ 
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各グループより、若者自身が作成した資料をスクリーンに投影しながら、町長、

イオンモール東浦関係者、傍聴者に向けて発表を行いました。 
 

グループ名：苺より巨峰 

 

＜タイトル＞ 

東浦の巨峰食べてもらおう大作戦！ 
 

＜目的＞ 

東浦の特産品である巨峰を多くの方に知ってもらい、 

東浦町の認知度を高めたい！ 
 

＜事業内容＞ 

・巨峰の試食・試飲、スイーツのレシピ配布 

・イオンモール東浦に特設コーナーを設置 

・巨峰を使った簡単なスイーツ作り体験の開催 

・巨峰を使った新しいスイーツの考案 
 

＜質疑応答＞ 

・事業実施者が若者でしたが、ぶどう農家さんも含めたほうがいいのでは。 

⇒若者主体で実施することを前提としていたため、記載していなかった。生産者で

あるぶどう農家さんの協力も必要なので一緒になって取組みを進めていきたいです。 

・巨峰は季節が限られていることが課題と挙げられていたが、旬の時期以外に PR

できることはありますか。 

⇒旬の巨峰のしぼり汁を採取し保存することで、夏以外もスイーツなどの加工品を

販売できると考えています。また、旬の時期以外もSNSでぶどうの生育状況や、商

品開発までの過程などを発信して１年を通してPRしていきたいです。 

・スイーツの中でも、具体的に作りたいスイーツはありますか。 

⇒素材の味が感じやすいスムージーや巨峰を使ったプリンを考えています。 

・事業内容の中にスイーツ作り体験がありますが、フードロスのことも考えて市場

に出回らない巨峰を使ってみてもいいのでは。 

⇒SDGs についても考えることができますので、スイーツ作り体験のコンセプトを

明確にして検討したいと思います。 

・東浦町の巨峰を他市町の巨峰と差別化したいとのことですが、東浦の巨峰の特徴

は何だと思いますか。 

⇒東浦町の巨峰を食べたことがありますが、とても甘く美味しかったです。この甘

さと若者が企画をしている点を他市町と差別化していきたいです。  

各グループより発表 
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グループ名：YOHUKASHIガチ勢 

 

＜タイトル＞ 

YOHUGASHIURA IN 2023 

 

＜目的＞ 

東浦町で若者が楽しめるイベントを開催して、 

まちを活性化させたい！ 

 

＜事業内容＞ 

若者が中心となって企画・運営する 

於大公園でのイベントを８月下旬に開催 

 

＜イベント内容＞ 

・竹灯篭作り、ライトアップ ・花火大会（手持ち） 

・音楽フェス        ・ＢＢＱ 

・マッチングイベント    ・ＢＩＮＧＯ 

・流しそうめん       ・スタンプラリー 

・知多半島各市町ＰＲブース ・お泊り会 

・出店           ・防災朝ごはん 

・キャンプファイヤー     

 

＜質疑応答＞ 

・実施日程を８月下旬にしている理由はありますか。 

⇒若い世代が参加しやすい夏休みにしました。また、お盆の期間は帰省や企業が休

みで参加出来ない方もいると考え、お盆後の下旬にしました。 

・イベント内容にお泊り会がありますが、お風呂は入れないのですか。 

⇒近くの温泉施設を利用してほしいと考えています。 

・目的を達成することで町の成長につながるとのことですが、１度の開催で達成す

るのは難しいと思います。具体的にどの内容が成長につながると思いますか。 

⇒知多半島各市町のブースが集まるイベントを東浦町が主催することで、知多半島

を引っ張る自治体として、東浦町の存在感が大きくなり、結果として町の成長にも

つながると思います。 

・竹灯篭作りや流しそうめん作りの過程を、ＳＮＳなどで発信するのはどうですか。 

⇒生配信やアーカイブを残すことで、会場の様子や「来年は行ってみよう！」と思

ってもらえるかもしれないので、ぜひ検討していきたいです。  
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グループ名：加藤さんファンクラブ2022 

＜タイトル＞ 

じぇじぇじぇ！あきちゃんがアイドルに！？ 

※あきちゃん…神谷 明彦町長 

 

＜目的＞ 

東浦町のファンを増やしたい！ 

 

＜事業内容＞ 

若者が東浦町の魅力を発信する 

新規のアカウントを作成し、動画を投稿 

 

＜企画案＞ 

・○○に潜入してみた！ 

・イケオジグランプリ 

・東浦名物で大食い勝負 

・孤独のグルメ ～東浦編～ など 

 

＜質疑応答＞ 

・町長の地名度を上げようとする内容は、公職選挙法に引っかかってしまうので、

内容には気を付けながら投稿してほしい。 

・編集の際にこだわりたいポイントはありますか。 

⇒見やすいショート動画を基本に、若者目線で東浦の魅力を発信できるよう努力し

たいです。 

・投稿頻度はどれくらいを予定していますか。 

⇒視聴者獲得のため、最初は１週間に２、３回の投稿を目指したい。チャンネルが

認知されたら、「〇曜日の○時に投稿する」など新たな投稿頻度を定着させたい。 

・産官学の連携が必要であるとのことでしたが、どのような連携を考えていますか。 

⇒企画の考案や撮影の協力者の募集については、行政から直接学生に向けて募集す

るよりも、学校を通して募集するほうがより参加しやすいと思い、大学等とのまち

づくりの連携が必要であると考えました。 
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グループ名：いぐちゃんねる 

＜タイトル＞ 

日本最大のプロギング大会 in 東浦 

※プロギング…ゴミ拾い（PlockaUpp）とジョギング（Jogging）を合わせたスウェーデ

ン発の新しいフィットネスです。 

 

＜目的＞ 

・「健活」の促進 

・地域の環境保全 

・若者による地域活性化 

 

 

＜事業内容＞ 

・東浦町内を巡る 

日本最大のプロギング大会を開催 

・プロギング大会を各所で盛り上げる 

企画コンテストの実施 

 

 

＜質疑応答＞ 

・親子コースでは、安全面を考慮する必要があると思いますが考えていますか。 

⇒コース選定の際は、交通量が少なく、ベビーカーも押しやすいコースをプロギン

グ協会や東浦町との協議で決定したいと考えています。 

・プロギング大会のターゲット層は決まっていますか？ 

⇒全世代が参加できるよう、参加区分を上級者・初級者・親子コースを設定してい

ます。 

・日程や開始時間はどれくらいを想定していますか。 

⇒気持ちよくプロギングができるよう涼しい季節の土日開催を考えています。コー

スや開始時間を参加区分によって分けることを検討しています。 

・コース内にごみが落ちていない場合はどうしますか。 

⇒ごみが落ちていなかった場合は、コース選定が悪かったと考えます。このプロギ

ング大会を東浦町の恒例行事にしたいので、次年度では、コースの改定やコースで

はなく範囲を設定するなど工夫していきたいです。 
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町長講評についての概要です。 

 

 

 質疑応答の時間では、傍聴者だけでなく各グループの中から活発的に質問があっ

たのがよかったです。全体的に実現の可能性が高い内容であると感じましたが、他

にはないオンリーワンな内容が加わればもっと面白くなるのではと思いました。 

苺より巨峰グループの特産品については、継続的に巨峰を買ってもらえるサイク

ルの中でも、注力したい内容を決めることで、より実行したい内容が明確に見えて

くると思います。 

YOHUKASHIガチ勢グループのイベント開催については、於大公園の設備にとら

われず、自分たちで作ってみたり、事業者と協力したりするなどアイデアを膨らま

せてみるといいと思います。 

加藤さんファンクラブ2022のPR動画については、若者視点からみた自治体の

PRやまちづくりをする視点は面白いと思いました。動画には、ぜひ若者自らも出演

していただきたいです。 

いぐちゃんねるグループのプロギングの開催については、日本一の大会を目指し

て動き出していただきたい。プロギングのようにごみ拾いとスポーツを掛け合わせ

て行う内容は面白いので、他にはない内容を更に付け加えてみてください。 

事業を企画する際は、コンセプトをしっかり練ると具体的な内容や方向性も決め

やすくなります。事業実現に向けて、一歩を踏み出してみてください。本日はあり

がとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

町長講評 



30 

 

 

 

 

イオンモール東浦営業マネージャー講評についての概要です。 

 

 若者会議の存在は知っていましたが、今回初めて出席させていただき、若者らし

い発想やパワー、世代の差を感じることができました。 

苺より巨峰グループの特産品については、発表の中で問題点が明確になっていた

ことや地域住民と学生をつなぐ世代間の交流ができる仕組みがよかったです。ぜひ、

事業実施の際は、生産者も巻き込んで進めてみてください。 

YOHUKASHIガチ勢グループのイベント開催については、ブースを東浦町だけで

なく知多半島５市５町で盛り上げる視点はよかったです。地域の事業者を巻き込ん

で於大公園を飛び出して考える内容もぜひ考えてみてください。 

加藤さんファンクラブ2022グループのPR動画については、若者ならではのア

イデアが詰まっており、課題は多いかもしれませんがポテンシャルは最も大きいの

ではないかと思いました。 

若者会議の開催目的が、まちづくりの機運を高めることだと聞きましたが、発表

の中でまちづくりや人とのつながりを大切にしたいという意見が聞かれ、とてもよ

かったです。今後活動していくなかで課題や目的、コンセプトを大事にして事業を

進めていただきたいです。本日は、貴重な機会をいただきありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

イオンモール東浦営業マネージャー講評 


