「ハイスクール世界サミット in 福島」
～福島で描く私たちの夢～
企画書（案）
１．目的：
2011 年 3 月に起こった東日本大震災は東北地方に甚大な被害をもたらしました。とりわ
け福島県浜通りは地震・津波・原子力発電所事故のトリプル災害を受け、6 年が経つ現在で
も人々は避難を余儀なくされ、生活再建の途上にあります。
福島県浜通りにおける山積する課題のなかには、風評被害など県内では完結しない問題や、
過疎化や少子高齢化といった日本・世界に共通する課題も多く、これらの解決には将来を担
う若者が未来志向をもって、グローバルな視点から課題に向き合うことが不可欠です。
本フォーラムは、異なるバックグラウンドを持つ日本国内外の高校生が被災地福島県浜通
りを舞台として、防災を再考するとともに、地域の現状や課題を学び、その複雑な問題を自
分事とし、仲間と共に発想力を発揮して未来の地域を描くことを通して、地域を担うまちづ
くり人材の育成を促進するものです。
２．開催日：平成２９年８月８日（火）9 日（水）10 日（木）
３．開催場所：広野町中央体育館ほか
４．参加予定：全世界の高校生
国内 東北：各県から２～４名（１２～２４名）
他：各都道府県から２名程度（３０名程度）
５．主催：「未来のまちづくり・みちづくりフォーラム」実行委員会
６．共催：一般社団法人東北経済連合会、青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・広野町・
いわき市・（一社）相馬青年会議所・（一社）原町青年会議所・（一社）浪江青年会議所・南双
葉青年会議所・（公社）いわき青年会議所・特定非営利活動法人ハッピーロードネット
７．後援：福島県・福島県教育委員会・青森県教育委員会・岩手県教育委員会・宮城県教育委員
会・秋田県教育委員会・山形県教育委員会・いわき市教育委員会・東北地方整備局・（一社）東
北地域づくり協会・東日本道路公社（株）・福島民報社・福島民友新聞社・東奥日報社・デーリ
ー東北新聞社・岩手日報社・河北新報社・秋田魁新報社・山形新聞社・山形放送・いわき民報
社・東北専門新聞連盟・NHK 福島放送局・FM いわき・公益社団法人日本サッカー協会 等
８．関連事業：
平成２９年８月８日
平成２９年８月９日
平成２９年８月 1０日

ワークショップ（１）（現地見学含む）、高校生交流会（１）、
避難時宿泊体験
ワークショップ（２）、高校生夕食会、高校生交流会（２）、
避難時宿泊体験
ワークショップ（３）、ワークショップ（４）
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＜参考資料１＞

（案）
「ハイスクール世界サミット in 福島」フォーラム
～福島で描く私たちの夢～
次

第
開催日時：平成２９年８月１０日（木）
１０時００分～１４時５０分
所：広野町中央体育館
場
司
会：福島県立磐城高校 放送委員会

９：３０ 開場
１０：００ 開会
主催者挨拶
西本 由美子
実行委員長
内閣総理大臣夫人 安倍 昭恵
名誉顧問
１０：１０ 来賓挨拶
国土交通省道路局長
石川 雄一
福島県知事
内堀 雅男
いわき市長
清水 敏男
広野町長
遠藤
智
１０：３０ ワークショップ発表
テーマ A：風評被害を越える福島のブランディング
（１１：００～ １０分休憩）
テーマ B：新しい魅力の発見から創造する浜通りの次世代ツーリズム
１１：４５～１２：２５ 昼食
１２：３０ フロアディスカッション（高校生との意見交換）
【しゃべり場形式のフォーラムディスカッション】
テーマ：「福島で描く私たちの夢」
福迫
ファシリテーター：東日本国際大学教授
アドバイザー：内閣総理大臣夫人
安倍
日本青年会議所
石田
国土交通省道路局長
石川
大学生ファシリテーター
日置
１４：３０ 閉会挨拶
（未
〇〇〇〇〇〇
※閉会後１４：５０まで記念写真撮影

昌之
昭恵
全史
雄一
友智
定）

敬称略
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＜参考資料２＞

関連事業 企画
参加予定高校生
国内 東北：各県から２～４名（１２～２４名）
他：各都道府県から２名程度（３０名程度）
：５名程度
海外
[ワークショップ概要]
高校生が 8 月 8,9 日の 2 日間で２テーマ６チームに分かれてワークショップに参加し、その
成果を 20 日のフォーラムでそれぞれ発表する。内容や流れは下記を参照。使用言語によって
班編成を分け、1 つの英語チームと５つの日本語チームを準備する。英語チームには日本語英
語共に対応できる大学生ファシリテーターを配置する。英語チームのテーマは A とする。
◆テーマ A：風評被害を越える福島のブランディング
福島第一原子力発電所事故およびその後の現状などについての関心は未だに高く、日本国内
においても原発の廃炉・再稼働問題は度々話題となっている。しかし、その前提となる放射能
や放射線は未だに広く理解されているとは言い難い。実際福島県内各地は風評被害に悩まされ
ている。今後の原子力発電問題やエネルギー問題を考える上では、放射能を理解した上で判断
できる人材が必要になる。
テーマ A では、参加高校生が実際に福島第一原子力発電所と同様な構造である福島第二発
電所を実際に見学し、福島第一原発の現状や被災者の話を聞いたうえで、福島県の産品の安全
と安心について考え、逆境を乗り越えて福島をブランディングする方法を議論する。
◆テーマ B：新しい魅力の発見から創造する浜通りの次世代ツーリズム
近年訪日外国人数が年々増加しており、大きな経済効果を生み出している。しかし、これら
の外国人観光客が訪れる場所は大都市圏に集中しており、地方に活力をとりもどす「地方創生」
の観点からは既存の地方の魅力をどのように高めていくかが課題となる。各地の風景街道をは
じめとした観光インフラの整備は、地方の伝統や生活景により便利にアクセスし、楽しみやす
くし、地方の魅力を高めることに貢献するポテンシャルを秘めている。
テーマ B では、フォーラムの舞台である福島浜通りで行う現地見学や高校生それぞれが自身
の居住地域等の観光資源・スポットなどを持ち寄り、誰もが観光に訪れたくなるような魅力の
ある福島浜通りにすべく議論し、新たなものづくりを提案する。
○現地見学
開催日時：平成２９年８月８日 １３時００分～１６時
開催場所：テーマＡ：ならはＰＡ／福島第二原発
テーマＢ：ワンダーファーム／道の駅広野予定地／Ｊヴィレッジ／広野町各所（と
んぼのめがね歌碑、童謡「汽車」の歌碑など）
内容：テーマ別に現地見学を行い、浜通りの現状を感じ、地元住民と触れ合う。事前課題の内
容と参照しながら学習を深める
〇ワークショップ（１）
開催日時：平成２９年８月８日 １６時００分～１８時
開催場所：二ツ沼総合公園 体育館
内容：交流会と避難体験の準備を各テーマで協力して行う。避難体験時は段ボールを用いて寝
床を設置するため、段ボールによる宿泊空間を準備する。
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＜参考資料３＞
○高校生交流会（１）
開催日時：平成２９年８月８日 １８時３０分～２０時００分
開催場所：二ツ沼総合公園内 ふれあいドーム
内容：全国から集う高校生と海外の高校生、大学生ファシリテーター、引率教員、実行委員に
よる交流会および、意見交換会。高校生が全国規模のネットワークを構築する機会とす
る。
・テーマチームごとの自己紹介
・名刺交換会（自己 PR 用の名刺を各自８０枚持参し、参加者同士で交換する。）
〇避難時宿泊体験
開催日時：平成２９年８月８日／９日
開催場所：二ツ沼総合公園 体育館
内容：段ボールを用いて寝床を設置し、避難時宿泊体験を行う。また電気の供給が止まること
を再現し、電気を使用できる時間を制限する。
※８日に参加生徒の半数が体験し、残り半数は二ツ沼総合公園宿泊施設に宿泊する。翌
９日は生徒の宿泊所を入れ替えて前日に二ツ沼総合公園宿泊施設に宿泊した生徒が避
難時宿泊体験をするようにする。参加生徒の宿泊は実行委員会で管理し、各高校の引
率教員は広野町内の別の宿泊施設に宿泊する。
○ワークショップ（２）
開催日時：平成２９年８月９日 ８時３０分～１７時
開催場所：広野町中央体育館
内容：大学生ファシリテーターのもと、チームごとに議論を進める。午後には発表準備を行う
ものとする。参加生徒は自分たちの議論の過程と結果を模造紙上に図などを交えながら、
日本語でまとめる。
○高校生夕食会
開催日時：平成２９年８月９日 １８時～１９時
開催場所：二ツ沼総合公園内ふれあいドーム
内容：参加生徒と大学生ファシリテーターで夕食を摂り、より交流を深める機会とする。
〇高校生交流会（２）
開催日時：平成２９年８月９日 １９時１５分～２０時３０分
開催場所：二ツ沼総合公園
内容：参加生徒の交流の場として、晴天時には花火、雨天時には二ツ沼公園内ふれあいドーム
にてスイカ割りなどを実施する。
○ワークショップ（３）
開催日時：平成２９年８月 1０日 ８時３０分～９時３０分
開催場所：広野町中央体育館
内容：前日までの議論を発表するための準備およびリハーサルを行う。参加生徒は作製した模
造紙をビデオで撮影してスクリーンに投影しながら、壇上で口頭発表をする。
○ワークショップ（４）
開催日時：平成２９年８月 1０日 １５時００分～１５時３０分
開催場所：広野町中央体育館
内容：フォーラム終了後、発表チームごとにワークショップのクロージングを行う。フォーラ
ムの感想や、３日間にわたったワークショップ全体への感想を共有し、地元にもどって
から自分たちが実現できるアクションを検討する。
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詳細日程と大学生ファシリテーター担当者 ※担当リーダーには〇
＜８月８日＞
１０：３０～１１：００ 受付（いわき駅北口）
１１：００～１６：００ 現地見学
[テーマ A]
１１：００ 現地見学バス出発 ※移動中に昼食
１１：４０ ならは PA 到着→説明（２０分）
１２：１５ ならは PA 出発
１２：４５ 福島第二原子力発電所到着→見学会（２時間３０分）
１５：４５ 福島第二原子力発電所出発
１６：１５ 二ツ沼総合公園到着
担当ファシリテーター：〇池田、羅震、湯澤、蔡、Elza、阿部
[テーマ B]
１１：００ 現地見学バス出発 ※移動中に昼食
１１：３０ ワンダーファーム到着→説明（４０分）
１２：２０ ワンダーファーム出発
１２：４０ 道の駅「ひろの」予定地到着→説明（３０分）
１３：２０ 道の駅「ひろの」予定地出発
１３：３０ Ｊヴィレッジ到着（４０分）
１４：２０ Ｊヴィレッジ出発
１４：４０ 広野駅到着→説明＋周辺散策（４０分）
１５：４０ 広野駅出発
１６：００ 二ツ沼総合公園到着
担当ファシリテーター：〇出井、佐藤主樹、太田、谷澤、牧内
１６：００～１８：００ ワークショップ（１）
[テーマ A]
１６：１５ 夕食の準備開始
１８：１０ 夕食準備終了
→適宜現地見学の感想を共有（食の安全等をきっかけに）
担当ファシリテーター：〇阿部、羅震、蔡、Elza、池田

[テーマ B]
１６：１０ 避難体験宿泊設備準備開始（段ボールでの部屋作成）
１８：１０ 宿泊設備準備完了
担当ファシリテーター：男子担当（〇湯澤、太田、谷澤、佐主）、女子担当（〇牧内、阿
部）
１８：３０～２０：００ 交流会 ＠二ツ沼総合公園内ふれあいドーム
２１：００～

就寝
[テーマ A]：二ツ沼総合公園宿泊所
（〇阿部、羅震、蔡、Elza、池田、湯澤）
[テーマ B]：避難体験（電気使用不可）
（〇出井、佐藤主樹、太田、谷澤、牧内、日置）
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＜８月９日＞
７：００～８：３０

朝食 ＠二ツ沼総合公園宿泊所

８：３０～９：００

手荷物移動

９：００～９：３０

広野体育館へ移動（バス）

９：００～１７：００

ワークショップ（２）

１７：００～１７：３０ 二ツ沼総合公園へ移動（バス）
１８：００～２０：００ 高校生夕食会・交流会
スイカ割り（谷澤、太田、〇出井）＠二ツ沼公園内ふれあいドーム
＠二ツ沼公園駐車場
花火（Elza、阿部、〇牧内）
※ほかの大学生は適宜手伝い
※教員対応：日置、湯澤
２１：００～

就寝
[テーマ A]：避難体験（電気使用不可）
（〇阿部、羅震、蔡、Elza、池田）
[テーマ B]：二ツ沼総合公園宿泊所
（〇出井、佐藤主樹、太田、谷澤、牧内）

＜８月１０日＞
７：００～８：００

朝食 ＠二ツ沼総合公園宿泊所

８：００～８：３０

広野体育館へ移動（バス）

８：３０～９：３０

ワークショップ（３） ※リハーサル手配：日置、出井

１０：００～１５：００ 第三回「ハイスクール世界サミット in 福島」フォーラム
１５：００～１５：３０ ワークショップ（４） 各テーマ別
１６：００

解散
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ハイスクールサミット世界サミットin福島
８月８日（火） 現場見学会行程(案)
●テーマＡ
11:00

①いわき駅北口 発
※１０：３０集合（時間厳守）

・受付 １０：３０～１１：００

移動：国道６号→県道３５号→常磐道（約３２．４ｋｍ 約４０分）

11:40

②ならはＰＡ（下り）

・説明（２０分）

12:15
移動：常磐道富岡ＩＣ→県道３６号→県道１１２号→国道６号→県道２４４号→県道３９１号（約２１．４ｋｍ 約３０分）

※移動中に昼食

12:45

③福島第二原子力発電所

・説明（２時間３０分）

15:45
移動：県道391号→国道６号→県道３９３号（約１１．１ｋｍ 約３０分）

16:15

二ツ沼総合公園到着

※交通費は無料です。
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ハイスクールサミット世界サミットin福島
８月８日（火） 現場見学会行程(案)
●テーマＢ
11:00

①いわき駅北口 発
※１０：３０集合（時間厳守）

・受付 １０：３０～１１：００

移動：国道６号→県道３５号（約１２．５ｋｍ 約３０分）

11:30

②ワンダーファーム

・説明（４０分）

12:20
移動：県道２４５号→国道６号（約１２．１ｋｍ 約２０分）
※移動中に昼食

12:40

・説明（３０分）

③道の駅「ひろの」予定地

13:20
移動：国道６号（約６．４ｋｍ 約１０分）

13:30

④Ｊヴィレッジ

・説明（４０分）

14:30
移動：国道６号→県道３５６号（約４．４ｋｍ 約１０分）

14:40

・説明＋周辺散策（４０分）
（童謡「とんぼのめがね」歌碑、
「汽車」歌碑など）

④広野駅

15:40

移動：県道３５６号→県道３９１号（約２．８ｋｍ 約２０分）

16:00

⑤二ツ沼総合公園到着

※交通費は無料です。
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フォーラム実行委員会 事務局 あて
ＦＡＸ：０２４０－２３－６１７１
『未来のまちづくり・みちづくりフォーラム』

ハイスクール世界サミットin福島
～

福島で描く私たちの夢

ワークショップ
学

校

名

～

申し込み

：
（

（フリガナ）

）

：

担当者氏名

ＴＥＬ

：

ＦＡＸ

：

（

（フリガナ）
引率者氏名
携
帯
(緊急連絡時用)

）

：
：

（

ワークショップ等

性別

：

ナ

）

男

・

女

）

参加者名簿

希望テーマ
第１希望

学年

第２希望

（

フ

リ

ガ

生徒氏名

性別

（ ●●●● ●●●● ）

例

テーマＡ

テーマＢ

□□ □□

２年

男

（

）

（

）

（

）

1
2
引率者

ワークショップテーマ（〈企画書〉を参照しテーマを選定してください。）
テーマＡ「風評被害を超える福島のブランディング」
テーマＢ「新しい魅力の発見から創造する浜通りの次世代ツーリズム」
※ 保険の加入は各学校でお願いします。
※ 提出締め切り ： 平成2９年６月１６日（金）まで
※ 問い合わせ先 ： ＮＰＯハッピーロードネット 西本由美子 ＴＥＬ:0240-23-6172（※問合せ時間：平日9:00～17:00）

FAX:024０-２３-６１７１

宿泊先（※生徒と引率者の宿泊先）
８日、９日の宿泊先は、以下のとおりとさせていただきます。
生

徒：広野町

引率者：広野町

二ツ沼総合公園宿泊所及び体育館
ホテル双葉邸

前泊、後泊を希望される場合は、以下に記入してください。事務局でホテルを予約します。
・前泊（７日）の宿泊先を事務局に依頼

はい

・

いいえ

・後泊（１０日）の宿泊先を事務局に依頼

はい

・

いいえ

シングル

・

ツイン（２名宿泊）

・生徒が宿泊する部屋のタイプについて

※ツインの希望が多い場合、希望に添えないことがあります。（シングルの部屋になる場合もあります）

※ 集合場所（いわき駅）付近に無料の駐車場はありません。自動車でお越しになり駐車場が必要な方は、駐車可
能場所をお知らせしますので、事務局までご連絡願います。但し、駐車場の料金は各自負担となります。
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留 意 事 項
1．申し込みについて
・添付した「ワークショップ 申し込み」の用紙に必要事項を記入しFAXにて申し込みください
・２名以上の参加の場合は、用紙をコピーして使用願います
・提出は６月１６日（金）までに下記宛て、ＦＡＸにて提出してください
ＦＡＸ：０２４０－２３－６１７１
フォーラム実行委員会 事務局 あて
・後日、事務局より申込み内容の確認等の「お知らせ」を、ＦＡＸにて送信いたします

２．参加費
・８月８日の受付時に下記の金額をお支払いください
２泊の場合 ： 生徒２０，４００円（８日・９日宿泊）、引率者２４，４００円（８日・９日宿泊）
生徒：2泊×6,000円＋8日交流会5,000円＋8・9・10日昼食2,100円（700円×3）＋9日夕食1,000円＋8・9・10飲物300円（100円×3）
引率者：2泊×8,000円＋8日交流会5,000円＋8・9・10日昼食2,100円（700円×3）＋9日夕食1,000円＋8・9・10飲物300円（100円×3）

３泊の場合 ： 生徒２８，８００円（７日・８日・９日若しくは８日・９日・１０日宿泊）
引率者３２，４００円（７日・８日・９日若しくは８日・９日・１０日宿泊）
２泊料金＋１泊×8,000円

４泊の場合 ： 生徒３６，６００円（７日・８日・９日・１０日宿泊）
引率者４０，４００円（７日・８日・９日・１０日宿泊）
２泊料金＋２泊×8,000円

※関係機関より直接事務局へ送金されている場合は除きます

３．食事について
前泊７日（月）の夕食及び後泊１０日（木）の夕食は、事務局で準備しませんので、ご注意ください （各自
でお取りいただくことになります）
８日（火）の夕食は、交流会内での夕食になります
９日（水）の夕食は、夕食会内での夕食になります
８日（火）・９日（水）・１０日（木）の昼食は事務局で準備します
また、朝食は「宿泊所及び各ホテル」にて準備いたします

４．高校生の事前準備
１）学校のＰＲポスターを作成
・Ａ１サイズが基本ですが、Ａ３サイズ以上であればかまいません
・用紙は学校で用意願います
・８月１０日にサミット会場に張りだします
※ 生徒さんの過度の負担にならない範囲で作成願います
２）名刺を各自８０枚作成（自己ＰＲ用：高校名、氏名、趣味、特技など）
・８月８日の交流会時に、名刺交換会を行います

５．エントリーシート作成について
・参加者のテーマ決定後、エントリーシートを送付しますので、参加者ごと作成してください
・エントリーシートは、テーマに関する話し合いを進める上でのアンケートです
・参加テーマについては、７月上旬頃連絡します
・提出は７月１４日（金）までに下記宛て、ＦＡＸにて提出してください
ＦＡＸ：０２４０－２３－６１７１
フォーラム実行委員会 事務局 あて （※「ワークショップ 申し込み」と同じ）
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６．集合場所
集合場所 ： いわき駅北口広場
集合時間 ： ８月８日（火）１０時３０分まで（１１時００分にバスが出発します）
集合場所：いわき駅北口広場

【ＪＲいわき駅からのアクセス】
・いわき駅南北自由通路を北口に出てすぐ

【福島空港からのアクセス】
・リムジンバス利用の場合
「ＪＲいわき駅」まで約１時間２０分

【高速バスでのアクセス】
・「ＪＲ郡山駅」から利用の場合
「ＪＲいわき駅」まで約１時間４５分

【自動車でのアクセス】
・常磐自動車道利用の場合
「いわき中央ＩＣ」より約１５分

※８月８日（火）いわき駅前で「いわきおどり」（祭り）が開催され、交通規制が発生しますので、
自動車による移動（午後）は困難となる可能性があります。
※会場付近に無料の駐車場はありません。自動車でお越しになり駐車場が必要な方は、
事務局までご連絡願います。但し、駐車場の料金は各自負担となります。

７．解散
８月１０日（木） １７時００分 ： ＪＲいわき駅北口解散
ご希望により、ＪＲいわき駅で解散後、バスで、ＪＲ郡山駅へお送りします
（郡山駅には19:00頃到着予定です）
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