2021年度地域創造部会
６つの事業
❶環境整備活動
❷男⼥共同参画推進連携事業
❸障がい学⽣⽀援連携事業
❹くまもと県⺠カレッジ「キャンパスパレア」
❺【新規事業】熊本を深く知るための企画事業
❻【新規事業】地域課題解決のための企画事業

環境整備活動
□熊本城⼆の丸広場清掃
実施⽇ ︓
令和３年１２⽉１１⽇ （⼟）
９︓００〜１０︓３０
実施場所︓熊本城⼆の丸広場
参加者 ︓４４名／４機関
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男⼥共同参画推進連携事業
□「ＬＧＢＴｓ勉強会」の開催
実 施 ⽇ ︓令和３年９⽉１０⽇（⾦）
実施場所︓オンライン
対
象 ︓⼤学コンソーシアム熊本 男⼥共同参画推進連携
委員会及び各加盟機関に所属する就職⽀援や
学⽣⽀援に関わる教職員
参 加 者︓３６名
コーディネーター︓三浦

暢久⽒

（ＮＰＯ法⼈カラフルチェンジラボ

師 ︓寺本

講

理⾹⼦⽒

代表理事）

（ゆうちょ銀⾏ 九州エリア本部 総務部⼈事担当）

松本

茂規⽒

0 HP R︓
ダイバーシティ＝「多様性」
インクルージョン＝「包括・受容」

（株式会社三好不動産 執⾏役員）

障がい学⽣⽀援連携事業
第１回 障がい学⽣⽀援連絡協議会「勉強会」
実施⽇
実施場所
参加者
テーマ
講

師

︓令和３年７⽉２７⽇(⽕)
︓熊本⼤学 ⿊髪南地区 本部１階 ⼤会議室
︓１８名
︓「⼤学における就職⽀援」
〜障がい学⽣を⽀えていくために〜
︓松⽥ 宏⼦⽒（熊本ヤングハローワーク）

第２回 障がい学⽣⽀援連絡協議会「意⾒交換会」

実 施 ⽇ ︓令和３年１１⽉２９⽇(⽉)
実施場所︓熊本⼤学 ⿊髪北地区 くすの⽊会館レセプションルーム
参 加 者 ︓１３名
テ ー マ ︓障害者差別解消法改正に伴う、「合理的配慮」の提供義務化
の準備について
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くまもと県⺠カレッジ
「キャンパスパレア」
実施⽇

︓令和３年８⽉１７⽇（⽕）〜令和４年３⽉３１⽇（⽊）

実施⽅法 ︓オンライン
（Youtube︓熊本県⽣涯学習推進センターチャンネルにて配信）
主 催

︓熊本県⽣涯学習推進センター

共 催

︓⼤学コンソーシアム熊本

内 容

︓ ９機関から１０講座
○新型コロナウイルス感染下消費活動
○農学とは

東海⼤学

○地球外に⽣命はいるか

教授

熊本学園⼤学

教授 ⼩葉武史

村⽥浩平

熊本⼤学⼤学院

教授

⾼橋慶太郎

他７講座

【新規事業①】
熊本を深く知るための企画事業
□ 講演会(１）
「グローバル社会と熊本の双⽅から考えるＳＤＧs」
実施⽇

︓令和３年１１⽉１⽇（⽉）１４︓００〜１６︓００

実施⽅法︓オンライン（Ｚｏｏｍ）
対

象

参加者
内

容

︓⼤学コンソーシアム熊本加盟機関教職員、学⽣
:１６８名（教職員２３名、学⽣１４５名（授業での視聴含む））
︓

１）講演Ⅰ「ＳＤＧｓ問題解決のために⽇本の国際協⼒」
講師︓⽥中 耕太郎⽒
（熊本県⽴⼤学国際教育交流センター特任教授(兼)熊本県国際政策相談役）
２）講演Ⅱ「開発途上国における社会経済問題」
講師︓エイ・チャン・プイン⽒（熊本学園⼤学経済学部経済学科准教授）
３）講演Ⅲ「ＳＤＧｓの達成に向けた熊本市の取組」
講師︓杉本健吾⽒（熊本市政策局総合政策部政策企画課主幹兼主査）
４）パネルディスカッション
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【新規事業】
熊本を深く知るための企画事業
□講演会(2)
「熊本市中⼼市街地グランドデザイン２０５０について」
実 施 ⽇ ︓令和３年１２⽉８⽇（⽔）１５︓００〜１６︓３０
実施場所︓オンライン（Ｚｏｏｍ）
対

象 ︓⼤学コンソーシアム熊本加盟機関教職員、学⽣

講

師 ︓⻄嶋 公⼀⽒
⻄嶋コーポレーション株式会社 専務取締役
熊本経済同友会 幹事
熊本市中⼼市街地活性化協議会 幹事

参 加 者 ︓４５名（学⽣２０名、教職員２５名）

【新規事業②】地域課題解決ための企画事業
□

「地域課題解決のための政策アイデアコンテスト」

１．⽇

時

令和３年１１⽉１３⽇（⼟）１３︓００〜１８︓００

２．場

所

熊本⼤学

⿊髪北キャンパス

２０１及び３０１教室

※対⾯(会場)とオンライン(Zoom)の併⽤開催
３．参 加 者

⼤学コンソーシアム熊本加盟機関に所属する学⽣個⼈、ゼミ・研究室・サークルなど
の２４グループ７６名

４．地域課題 【熊本県】令和２年７⽉豪⾬の被災地域における地域の持続に必要な取組について
【熊本市】⼤規模災害（津波、⾼潮、地震、洪⽔等）時の避難⽅法について
５．発表⽅法 パワーポイントによるプレゼンテーション
１グループ 発表１２分+質疑応答３分

計１５分

６．審査基準 ①共感性(住⺠のニーズ)、②実現かつ持続可能性、③独創性、④プレゼンテーション⼒
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「地域課題解決のための政策アイデアコンテスト」実施スケジュール
① コンソ内の承認⼿続と、熊本県・
熊本市との検討を同時並⾏で実施

⑤ 説明会開催（）
（課題の詳細説明及び提出⽅法）

② ⽉中に、熊本県・熊本市から
「地域課題」の提案（各件）

⑥ 学⽣の研究期間
（８⽉〜１０⽉の約３か⽉）

③ 各⼤学等を通して学⽣への周知
及び参加エントリー受付開始
（５⽉中旬）

⑦ 政策アイデア提出（）

④ 参加エントリー受付締切（）

⑧ 発表会・審査・表彰（）

提出された政策アイデア１２件（熊本県の課題）
Ｎｏ.

所属名

1 尚絅大学

生活科学部

2 熊本高等専門学校
3 九州看護福祉大学

熊本キャンパス２年
社会福祉学科

氏名またはグループ名

タイトル

食品研究サークル

栄養学生が描くヘルシーな街 人吉

田代結菜

地元民の力で地域再生～役場に頼らない地域再生～往来で保つ地域社会

災害ボランティア学生有志 自治公民館の再建支援を通した地域コミュニティ再生～A地区の方々の思いに寄り添って
チーム「おれんじぴーす」 ～

4 熊本学園大学

社会福祉学部２年

5 熊本学園大学

商学部 ホスピタリティ・マネジメント学科 ３年 球磨村班（伊津野ゼミ）

6 熊本県立大学

総合管理学部 総合管理学科

井寺研究室チーム

7 熊本学園大学

経済学部３年

坂上智哉ゼミ

8 崇城大学

秋元研究室

9 熊本大学文学部3年
10 尚絅大学短期大学部

総合生活学科

11 九州ルーテル学院大学
12 熊本県立大学

坂本研究室

大隈沙希

球磨村の福祉教育と福祉人材確保の一体的推進～親子で考える災害と高齢化～
熊本県球磨郡球磨村の持続に寄与する取り組みについて～ふるさと納税を利用した地域
振興案
“一勝地・成功間違い梨で広がる”関係人口および定住人口の創出～豪雨災害に悩む熊本
県球磨村の持続可能な村づくり～
人吉発 「九州焼酎」ブランドの提案～人吉を中心とする九州広域連携で拡大する中国市
場に挑む

坂口莉果子

ヒトとムラを見守るよりどころ～支援型自動販売機を通して～

D-SEVEN

帰りたくなる故郷(ふるさと)・帰れる故郷(ふるさと)・「坂本」の実現～オンラインコミュニケー
ションと避難場所の日常化～

ＳＤＳＧｓ

自然と文化がある街、人吉市

坂上陽菜

文化財と教育で伝承する災害記憶～ 「ハート事業」の提案 ～

未来創士

地域イベントの持続・発展に関する政策アイデア～地域イベント係創設による地域イベント
の持続・発展について～

～古い文化と新しい文化が息づく街～
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提出された政策アイデア１２件（熊本市の課題）
Ｎｏ.

所属名
1 熊本県立大学

氏名またはグループ名
総合管理学部 総合管理学科

2 熊本学園大学商学部

ホスピタリティ・マネジメント学科 ３年

3 熊本学園大学商学部

ホスピタリティ・マネジメント学科 ３年

4 熊本県立大学
5 熊本県立大学

総合管理学部 総合管理学科
総合管理学部 総合管理学科

6 熊本高専熊本キャンパス人間情報システム工学科

5年

タイトル

チームプク

池田型防災モデル～防災校区の輪を拡げ、市民の安全を守る～

マシキーズ（伊津野ゼミ）

災害時の避難所の運営方法の提案～益城町の経験をもとに～

天草チーム（伊津野ゼミ）

天草の大規模災害時の避難方法について

行政学ゼミ（井寺ゼミ）

地域防災サポーター制度～迅速な避難を促すための政策提案～

松山 桃萌佳

地域避難サポーター制度～地域全体の絆を育む避難サポートシステムの構築に向
けて～

KNCT-MEIWA

熊本市ハザードマップを用いた実務的な避難経路の考案～未来へつなぐ避難経路
のブラッシュアップ～

7 熊本県立大学

総合管理学部 総合管理学科

藤井成美

要支援者を救うレスキュータクシー～要支援者の事前避難に向けた取り組み～

8 熊本学園大学

社会福祉学部 黒木邦弘ゼミ

クマガク災害福祉対策チーム

「デジログ」化の推進～要支援者対策から見えたこと：命を守るハザードマップの実
用性～

西森ゼミ 高齢者・医療PJ

大規模災害時における高齢者の避難方法～洪水から身を守ろう～

10 崇城大学

9 熊本県立大学

古賀都市計画研究室

熊本地震における要援護者の避難支援手法の提案

11 熊本県立大学

西森ゼミ 児童福祉PJ

住民の住民による住民のためのハザードマップ～紡ごう、命の未来地図～

12 熊本高専制御情報システム工学科4年

NITK48

位置情報を利用した救助活動～迅速な避難のために～

地域課題解決のための政策アイデアコンテスト
〜当⽇の様⼦〜
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地域課題解決のための政策アイデアコンテスト
各賞受賞者（熊本県）
１．熊本県賞 九州ルーテル学院⼤学 坂上陽菜
『⽂化財と教育で伝承する災害記憶』

2.地⽅経済総合研究所賞
熊本学園⼤学 球磨村班(伊津野ゼミ)
熊本県球磨郡球磨村の持続に寄与する取り組みについて
〜ふるさと納税を利⽤した地域振興案〜
3.⼤学コンソーシアム熊本賞
熊本⼤学 D-SEVEN
『帰りたくなる故郷(ふるさと)・帰れる故郷(ふるさと)・
「坂本」の実現』
〜オンラインコミュニケーションと避難場所の⽇常化〜
4.審査員特別賞
崇城⼤学 秋元研究室

坂⼝莉果⼦

『ヒトとムラを⾒守るよりどころ』
〜⽀援型⾃動販売機を通して〜

地域課題解決のための政策アイデアコンテスト
各賞受賞者（熊本市）
１．熊本市賞
熊本県⽴⼤学 ⾏政学ゼミ
『地域防災サポーター制度』

2.地⽅経済総合研究所賞
熊本県⽴⼤学

総合管理学部

総合管理学科 藤井成美

『要⽀援者を救うレスキュータクシー』
〜要⽀援者の事前避難に向けた取り組み〜
3.⼤学コンソーシアム熊本賞
熊本県⽴⼤学 総合管理学部 総合管理学科 松⼭桃萌佳
『地域避難サポーター制度』
〜地域全体の絆を育む避難サポートシステムの構築に向けて〜
4.審査員特別賞
崇城⼤学

古賀都市計画研究室

『熊本地震における要援護者の避難⽀援⼿法の提案』
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