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公共政策フォーラム 2018 in しんしろ

報 告 書

平成 30 年 11 月 24 日（土）・25 日（日）

主催：公共政策フォーラム 2018 in しんしろ実行委員会

（日本公共政策学会・新城市）
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はじめに

「公共政策フォーラム 2018 in しんしろ」は、平成 30年 11 月 24 日（土）及び 25 日（日）

の２日間にわたり、「若者活躍社会の拡大」をテーマに開催しました。前回のフォーラム同

様、初日に大学生による政策コンペ「予選会」を行い、２日目に大学生による政策コンペ

「決勝戦」という構成で行いました。全国 13 大学 16チーム、191 名の大学生が政策提案を

行いました。予選会では会場を２つに分け審査を行い、上位６チームを選考し、２日目に

予選会を突破した６チームから決勝戦として再度発表してもらい審査をしました。決勝戦

に進出した６チームには、最優秀賞となる日本公共政策学会長賞をはじめ、新城市長賞、

新城市議会議長賞、一般社団法人若者議会連盟賞、公共政策フォーラム 2018in しんしろ実

行委員会賞、日本公共政策学会特別賞の６つの賞をそれぞれ授与しました。若者ならでは

の新鮮かつ創造性に富んだ提案がなされ、会場は熱気に包まれました。

２日目は、大学生による政策コンペ決勝戦に加え、今回のテーマと深く関係する一般社

団法人新城市若者議会連盟、そして穂積亮次新城市長による基調講演があり、多くの参加

者が最後まで傍聴し、新城市に若者があふれるひとときを演出していました。

今回のフォーラムは「若者」である学生の皆さんからの政策提案であり、新城市が若者

政策を進める上で大変有意義なったものになりました。同時に、本フォーラムは「若者活

躍社会」が日本中に拡大するきっかけとなったものでもありました。

最後になりますが、フォーラムを開催するにあたり、多大なご尽力を賜りました日本公

共政策学会の皆様、またご参加いただきました多くの方々に厚く御礼申し上げます。

平成３１年１月

公共政策フォーラム 2018in しんしろ実行委員会

実行委員長 伊藤久美子
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大学生による政策コンペ テーマ

『若者活躍社会の拡大』

人口減少・少子高齢化の現代社会では、自らのまちの将来に対する漠然とした不安感が漂い続けています。

こうした中、まちに活力を与える存在の一つが「若者」であり、若者が積極的に社会に参画することで若者自

身が成長し、そしてそれは社会全体の成長につながるものと考えられます。

しかし、多くの自治体がそうであるように、「若者が活躍できるまち」を実現することは容易ではありませ

ん。夢や希望を持っても住み慣れたまちを離れなければそれがかなわない現実があることも事実です。しかし、

その厳しい現実の中にあっても、住み慣れたまちに踏みとどまり、夢の実現に向けて自ら努力を続け活躍する

若者と、その活動を応援、協力する地域の輪があるのも事実です。

新城市では、自ら活躍できる若者をもっと多く育むことや、若者が活躍しやすい環境を整備し、そうした場

所を創生するために全国初の条例に基づく「若者議会」という場を作りました。「若者議会」では、若者総合

政策を元に「今の新城市に必要なもの」という若者の視点で意見を出し合い、議論を深め、仲間と繋がり、他

の世代間リレーができるような提案を行っています。【（若者総合政策方針）より抜粋】

そして、人口減少・少子高齢化時代においても、若者の存在や活躍が地域の活力向上につながり、若者が積

極的に社会に参加することは、若者自身の成長につながるだけでなく、社会全体が成長することにもつながる

と考えられます。

時代を担う「若者」である学生からの政策提案を今後のまちづくりに活かすとともに、若者が活躍できる社

会のネットワークが参加者を通じて拡がることを目的に、フォーラムを開催します。
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公共政策フォーラム 2018 in しんしろ 実施要項

１．開催日

平成 30 年 11 月 24 日（土）、25日（日）

２．会 場

新城文化会館（愛知県新城市字下川 1－１）

３．日 程

≪１日目≫

≪２日目≫

４．政策コンペについて

6ページの「大学生による政策コンペ実施要領」ページをご覧ください。

５．交流会について

予選会の審査結果発表、講評、交流会については、別紙２の「交流会等の日程」をご覧ください。

６．問合せ先

公共政策フォーラム 2018 in しんしろ事務局

新城市企画部企画政策課

〒441-1392 新城市字東入船 115 番地

TEL：0536-23-7620 FAX：0536-23-2002

内 容 時 間 会 場

開会式 12:30 ～ 12:50 新城文化会館小ホール

政策コンペ予選会 13:00 ～ 16:45
第１会場：新城文化会館小ホール

第２会場：新城文化会館大会議室

審 査 16:50 ～ 17:30 新城文化会館 303 会議室

交流会

（審査結果発表・講評）
17:40 ～ 19:40 新城文化会館展示室

内 容 時 間 会 場

政策コンペ決勝戦 9:00 ～ 11:25

新城文化会館小ホール

基調講演（若者議会連盟）

及び審査
11:40 ～ 11:55

基調講演（新城市長）

及び審査
11:55 ～ 12:20

結果発表・表彰・講評 12:20 ～ 12:35

閉会式 12:35 ～ 12:45
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Ｅ-Mail：kikaku@city.shinshiro.lg.jp
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大学生による政策コンペ 実施要領

１．開催日時

【予選会】平成 30 年 11 月 24 日（土） 12:30～19:40

【決勝戦】平成 30 年 11 月 25 日（日） 9:00～12:35

２．会場

【予選会】第１会場：新城文化会館 小ホール

第２会場：新城文化会館 大会議室

【決勝戦】新城文化会館 小ホール

３．政策発表について

（１）発表スケジュール

P１４、１５のとおり。

（２）発表時間

・１チームの発表時間は１５分。

・発表後、審査員との質疑応答を５分程度。

・発表と質疑応答で１チーム２０分、発表にかかる準備や撤収の時間は含みません。

（３）発表方法

・マイクロソフト社のパワーポイントを使い、プロジェクターでスクリーンへ投影して行うものとします。

・パワーポイントの電子データは、E-mail で、11月 20 日（火）までに事務局あて提出してください。

（４）発表用パソコン

パソコン・プロジェクター・スクリーンは事務局で用意します。

※OS：Windows7、マイクロソフトパワーポイント 2010 内臓パソコン

（５）配布資料

小論文とは別に発表資料を配布する場合は、３０部印刷し当日ご持参ください。

※資料の最初のページに表題、大学名・学部名・ゼミ名を記載してください。

４．リハーサルについて

本番会場での事前のリハーサルはできません。

５．審査について

（１）審査方法

①参加チームを２会場に分け、予選会として審査します。
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②審査により上位６チームを選考します。

③選考された６チームは、２日目に決勝戦として再度プレゼンを行っていただきます。

※決勝戦の発表順はくじ引きにより決定します。

④決勝戦のプレゼンを審査し、最優秀賞等を選考します。

（２）表彰の内訳

〇日本公共政策学会長賞（最優秀賞）

〇新城市長賞

〇新城市議会議長賞

〇一般社団法人 若者議会連盟賞

〇公共政策フォーラム２０１８in しんしろ実行委員会賞

〇日本公共政策学会特別賞

（３）審査基準

P１１「政策コンペ審査基準」を参照ください。

６．小論文の提出について

（１）提出期限

平成３０年１０月１９日（金）１７時（必着）

（２）小論文の作成形式

○小論文は図表を含む１万字程度としてください。

○用紙は以下のとおりに設定してください。

・A4 縦向きで横書き

・余白は上下左右すべて 25mm

・文字数×行数は 40字×40 行

・フォントは MS 明朝で 10.5 ポイント

○最初のページに表題、大学名・学部名・ゼミ名（指導教員氏名）、代表者氏名、発表

者氏名、参加者氏名を記載してください。

※表題：中央揃え・フォントサイズ 16ポイント

その他の項目：左揃え・フォントサイズ 10.5 ポイント

○表題等の次（本文の前）に「梗概」（概ね 800 字程度）を記載してください。

○パワーポイントのスライドを小論文に入れる場合、１ページ当たり最大６スライド

までとしてください。

（３）提出先・提出方法

・事務局に、E-mail にて PDF ファイルで提出してください。

・メールの件名を「公共政策フォーラム小論文（チーム名）」としてください。
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（４）その他

○小論文集は１チーム 2冊のみの配布とさせていただきます。

※フォーラム終了後、市ホームページに掲載しますので、必要な方は各自でダウ

ンロードしてください。

○小論文集は、提出いただく PDF ファイルをそのまま白黒印刷とします。

７．問合せ先

公共政策フォーラム 2018 in しんしろ 事務局

新城市企画部企画政策課

〒４４１－１３９２ 新城市字東入船１１５番地

TEL：0536-23-7620 FAX：0536-23-2002

Ｅ-Mail：kikaku@city.shinshiro.lg.jp

mailto:seisakukikaku@city.kumamoto.lg.jp
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大学生による政策コンペ 審査員配置表

＜予選＞

【審査員】

≪１班（第１会場：新城文化会館小ホール）≫

≪２班（第２会場：新城文化会館大会議室）≫

＜決勝戦＞

【審査員】

≪会場：新城文化会館小ホール≫

氏 名 所 属

浅野 耕太 日本公共政策学会 副会長（京都大学教授）

田口 一博 日本公共政策学会 理事（新潟県立大学）

三浦 彰 新城市企画部 部長

森 玄成 新城市企画部ニューキャッスル交流推進室長

氏 名 所 属

大山 耕輔 日本公共政策学会 副会長（慶應義塾大学教授）

富澤 守 日本公共政策学会 理事（青森公立大学）

杉山 敦 新城市企画部 副部長

吉林 和久 新城市企画部まちづくり推進課長

氏 名 所 属

縣 公一郎 日本公共政策学会 会長（早稲田大学教授）

広瀬 安信 新城市副市長

浅野 耕太 日本公共政策学会 副会長（京都大学教授）

大山 耕輔 日本公共政策学会 副会長（慶應義塾大学教授）

村田 康助 新城市議会 副議長

鈴木 孝浩 一般社団法人 若者議会連盟代表理事
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大学生による政策コンペ審査基準

１．審査対象

小論文及び発表内容

２．審査基準

以下の６項目について、各５点ずつ配点し３０点満点で採点します。

３．口頭発表時間の減点方法

上記２「審査基準」の中の、「Ⅵ：発表時間の適切さ」については、発表時間１５分に対して発表時間

の長短で減点を行います。また、審査委員の質問時間を５分程度予定しています。

※発表時間が１８分を超えた場合は、その時点で発表を打ち切らせていただきます

ので、あらかじめご承知おきください。

ＮＯ． 審査項目 配点

Ⅰ テーマ及び課題の把握が的確かどうか。 ５

Ⅱ 論点の明晰さ ５

Ⅲ 表現の適切さ ５

Ⅳ 具体性・実現性 ５

Ⅴ 独創性 ５

Ⅵ 発表時間の適切さ（※下記３．参照） ５

採点合計 30

実際の発表時間 減点数

５分未満 －３

５分以上 １０分未満 －２

１０分以上 １３分未満 －１

１３分以上 １５分以内 ０

１５分以上 １６分以内 －１

１６分以上 １７分以内 －２

１７分以上 １８分以内 －３

１８分超 －４
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交流会等の日程

１．日 時

平成３０年１１月２４日（土） 17:40～19:40

２．会 場

新城文化会館 展示室

３.参加者

政策コンペ参加大学生や大学教授、学会関係者、行政関係者が参加します。

４．日 程

①開会（17：40）

②政策コンペ予選会の結果発表及び講評（17:45～17:50）

・各審査会場の上位３チーム（決勝戦進出チーム）を発表します。

・各審査会場の審査員代表から、政策コンペの講評をいただきます。

③決勝戦発表順のくじ引き（17:50～18:00）

くじ引きにより決勝戦の発表順を決定します。

④交流会（18：00～19：30）

⑤閉会（19：30）

５．参加費

１人 3,000 円（ノンアルコール）

※当日、開会式前の受付で徴収します。チーム毎に参加者分を取りまとめの上、お支払いいた

だきますようお願いします。
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プ ロ グ ラ ム
【第１日】

日にち：平成３０年１１月２４日（土）

会 場：新城文化会館小ホール、大会議室、展示室

内 容：大学生による政策コンペ予選会

12：30～12：50 開会式

13：00～16：45 政策コンペ予選会 発表及び質疑応答

16：50～17：30 審査

17：40～19：40 交流会（審査結果発表・講評）

【第２日】
日にち：平成３０年１１月２５日（日）

会 場：新城文化会館小ホール

内 容：大学生による政策コンペ決勝戦・講演

9：00～11：35 政策コンペ決勝戦

11：40～11：55 基調講演（若者議会連盟）/（審査）

11：55～12：20 基調講演（新城市長）/（審査）

12：20～12：35 審査結果発表・表彰・講評

12：35～12：45 閉会式

会 場 案 内 図

交流会
開会式・予選会１・決勝戦

予選会２
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大学生による政策コンペ予選会発表スケジュール

≪第１会場：新城文化会館小ホール≫

時間 大学名 発表テーマ

1

13:00

～

13:20

愛知学院大学

小林ゼミ
やりがい・いきがい・じもとあい

～世代を結び創る未来～

2

13:25

～

13:45

徳島大学

小田切ゼミ
若者が働きやすいまちづくり

～新城市を１００億のまちに～

3

13:50

～

14:10

明治大学

木寺ゼミ Ｓｔａｔｉｏｎ Ｓ

休憩

4

14:30

～

14:50

愛媛大学

福井ゼミ

ＹｏｕｎＧｌｏｃａｌ
ヤ ン グ ロ ー カ ル

～バーチャルコミュニティを用いたグローカル若者政策～

5

14:55

～

15:15

日本大学

中川ゼミ

討議型世論調査と小規模コワーキングスペースの創出：

実証分析と経済実験による提案

6

15:20

～

15:40

愛知大学

鄭ゼミ

若者議会、その先へ！

―さらなる発展を試みるー

休憩

8

16:00

～

16:20

同志社大学

真山ゼミ
介護モデル地区化計画

9

16:25

～

16:45

東京工業大学

西田ゼミ

若者の発想を活かした「創発的 6次産業化」

〜豊かな地域資源を活用した新たな付加価値の創出へ向け

て〜
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≪第２会場：新城文化会館大会議室≫

つづきは議場で。
第５期若者議会 "市外"委員 ５名 募集！！！

※毎回交通費支給

お問合せ先 新城市役所企画部まちづくり推進課 電話：0536-23-7692

時間 大学名 発表テーマ

1

13:00

～

13:20

関西大学

永田ゼミ

若者が自己実現できる場所の提供

～サクラマス プランを通して～

2

13:25

～

13:45

日本大学

岩崎ゼミ

若者が若者を育てるまち

～ＤＣＰＡＳサイクル基づく議会の構築～

3

13:50

～

14:10

法政大学

廣瀬ゼミ

やらざぁ新城！

Ｈｉｇｈ校活用で生まれる新しい若者と市民の輪

休憩

4

14:30

～

14:50

同志社大学

武蔵ゼミ
高齢化社会における若者活躍の可能性

5

14:55

～

15:15

専修大学

石川ゼミ
～マイルドヤンキーが活躍するまちづくり～

6

15:20

～

15:40

愛知大学

西堀ゼミ

小規模農業が地域を活性化させる

～新城市における農業の新しい働き方モデルの提案～

休憩

7

16:00

～

16:20

東海大学

岡本ゼミ

広報活動の活発化によるまちづくり

～生活しやすいまちを目指して～

8

16:25

～

16:45

北九州市立大学

楢原ゼミ

北九州リンクールプランによる若者活躍社会の構築

－愛知県新城市若者議会から見えてきたものー
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大学生による政策コンペ決勝発表スケジュール

≪新城文化会館小ホール≫

順番 大学名 発表テーマ

1
専修大学

石川ゼミ
～マイルドヤンキーが活躍するまちづくり～

2
愛知大学

鄭ゼミ

若者議会、その先へ！

―さらなる発展を試みるー

3
明治大学

木寺ゼミ
Ｓｔａｔｉｏｎ Ｓ

4
日本大学

中川ゼミ

討議型世論調査と小規模コワーキングスペースの創出：

実証分析と経済実験による提案

5
愛知大学

西堀ゼミ

小規模農業が地域を活性化させる

～新城市における農業の新しい働き方モデルの提案～

6
北九州市立大学

楢原ゼミ

北九州リンクールプランによる若者活躍社会の構築

－愛知県新城市若者議会から見えてきたものー
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大学生による政策コンペ 審査結果

◇日本公共政策学会長賞（最優秀賞）

明治大学 木寺ゼミ

「Ｓｔａｔｉｏｎ Ｓ」

◇新城市長賞

北九州市立大学 楢原ゼミ

「北九州リンクールプランによる若者活躍社会の構築

－愛知県新城市若者議会から見えてきたものー」

◇新城市議会議長賞

専修大学 石川ゼミ

「～マイルドヤンキーが活躍するまちづくり～」

◇一般社団法人 若者議会連盟賞

日本大学 中川ゼミ

「討議型世論調査と小規模コワーキングスペースの創出：実証分析と経済実

験による提案」

◇公共政策フォーラム 2018in しんしろ実行委員会賞

愛知大学 西堀ゼミ

「小規模農業が地域を活性化させる～新城市における農業の新しい働き方

モデルの提案～」

◇日本公共政策学会特別賞

愛知大学 鄭ゼミ

「者議会、その先へ！―さらなる発展を試みるー」
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「公共政策フォーラム 2018in しんしろ」の様子

【開会式（縣会長挨拶）】 【開会式（新城市長挨拶）】

【予選会（専修大学）】 【予選会（北九州市立大学）】

【予選会（愛知学院大学）】 【予選会（明治大学）】

【予選会（徳島大学）】 【予選会（愛媛大学）】

【交流会】 【交流会】
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【交流会】

【決勝戦（日本大学）】 【決勝戦（愛知大学）】

【基調講演（若者議会連盟）】 【 基調講演（若者議会連盟）】

【基調講演（新城市長）】 【結果発表】

【集合写真】
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公共政策フォーラム 2018in しんしろ 実施体制

【公共政策フォーラム 2018in しんしろ実行委員会】

公共政策フォーラム 2018in しんしろ 準備状況

平成 30年 4 月 19 日 参加申込み作成、受付開始

平成 30年 5 月 14 日 伊藤委員長と打ち合わせ（三重県庁）

※これ以降の委員長との調整・相談は主にメールで実施

平成 30年 5 月 22 日 公共政策フォーラム 2018in しんしろ実行委員会の設立

平成 30年 7 月 27 日 参加申込締切

平成 30年 10 月 19 日 論文提出締切

平成 30年 10 月 23 日 伊藤委員長と打ち合わせ（新城市役所）

平成 30年 11 月 15 日 庁内応援スタッフ説明会

平成 30年 11 月 12 日 予選発表順新城市 HP 公開

平成 30年 11 月 20 日 発表データ提出締切

平成 30年 11 月上旬 理事会食事等発注、交流会飲食内容最終確定

平成 30年 11 月 23 日 前日会場準備

平成 30年 11 月 24 日 公共政策フォーラム 2018in しんしろ第 1日

（政策コンペ予選会・交流会）

平成 30年 11 月 25 日 公共政策フォーラム 2018in しんしろ第 2日（政策コンペ決勝戦）

役 職 所 属 役 職 氏 名

委員長 日本公共政策学会
2018 年度公共政策

フォーラム委員長
伊藤 久美子

副委員長 新城市企画部 部 長 三浦 彰

委 員 新城市企画部 副 部 長 杉山 敦

委 員 新城市企画部
副 部 長

兼自治振興課長
西村 仁志

委 員 新城市企画部
まちづくり

推進課長
吉林 和久

監 事 新城市企画部
ニューキャッスル

交流推進室長
森 玄成
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公共政策フォーラム 2018in しんしろ 決算書

別紙１のとおり

公共政策フォーラム 2018in しんしろ 議事録

別紙２のとおり

『公共政策フォーラム 2018 in しんしろ 報告書』

発行：平成 31年 1 月

公共政策フォーラム 2018 in しんしろ実行委員会事務局

（新城市企画政策課内）

〒441-1392 新城市字東入船 115 番地

TEL：0536-23-7620（直通） FAX：0536-23-2002

E-mail：kikaku@city.shinshiro.lg.jp


