
２ 若者が活躍できる環境づくりの推進 

（１）審議会における若者委員登用の推進

本県における若者の県政参画を促進し、その意見を県政に反映させるため、若者

委員を登用し、県の政策形成・施策推進に対して意見を求めることを目的としてい

る。       

県におけるすべての審議会等において、若者（20～30 代）の委員を１名以上の登

用を達成し、現在は令和２年度末まで 100％の継続を目標としている。 

県における審議会等の若者委員の登用状況 

 (目標)若者（20～30 代）の委員を１名以上登用している審議会等 100％の継続 

 平成 28 年 

3 月末 

平成 29 年 

3 月末 

平成 30 年 

3 月末 

平成 31 年 

3 月末 

令和２年 

３月末 

若者委員のいる 

審議会の割合 

88.0％ 

（81／92） 

100.0％ 

（92／92） 

100.0％ 

（94/94） 

100.0％ 

（93／93） 

100.0％ 

（93／93） 

資料：山形県若者活躍・男女共同参画課
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(２) 輝けやまがた若者大賞 

本県の地域活性化に寄与する若者の優れた功績・成果及び地道な取組みなどを顕

彰することにより、多くの若者を元気づけ、自信の創出を図り、若者が活躍できる

風土づくりの推進に資することを目的に、平成 23 年度から実施している。 

【令和２年度実施内容】 

◆授与式   日時 ： 令和３年３月 23 日（火）14 時～ 

       会場 ： 山形県郷土館「文翔館」 

受賞者： ３団体、１個人（詳細は下記一覧のとおり） 

令和２年度「輝けやまがた若者大賞」受賞者 

団体名又は個人名 

（代表者名） 

【所在市町】 

主な活動内容 

山形を熱くしよう！ 

プロジェクト 

（代表 土田清隆） 

【天童市】 

・東日本大震災復興支援チャリティーイベントを５年間自主企画。アーティストライブやハンドメイド

作家のマルシェ、子ども向けイベント等を実施。寄せられた善意は米沢市の保育園や気仙沼の障がい

を持つ子の親のチーム等に寄付。 

・浴衣コン、ＢＢＱコン等の婚活イベントを、さがえ・ふるさと企業体と共催で全 10 回程度開催。 

・子育て支援施設や介護施設において、「ありがとうツアー！」と題し、無料コンサートを実施。 

・令和元年度は、全３回の春恋マルシェを自主企画(第３回はコロナで中止)。県内外のハンドメイド作

家、農場、知的障害者の施設等、延べ 80 の幅広い個人・企業が出展し、毎回 800 名超が来場。 

・様々なイベントを開催することで、若者の活躍の場と出会いと交流の場を創出し、交流人口の拡大に

つながっている。

雪国鷹巣太鼓 

保存会 

（代表 延澤健治） 

【大石田町】 

・最上地域を中心に各イベントで和太鼓を披露。 

・子どもたちが主体となる和太鼓クラブを立ち上げ、伝統芸能の継承及び和太鼓の楽しさを子どもたち

に伝えている。クラブ設立時は４人だったメンバーも、現在８人に増えており、地域に根差した団体

にしていきたいと考えている。 

・「モッシェ大石田」や「日本一のさくらんぼ祭り」に出演（大石田町の芸術文化団体としては初）。 

・新型コロナウイルスの影響で延期となったオリンピックの聖火リレーでの出演依頼もあった。 

・地元に根付く団体として様々なイベントに参加することで地域の元気を創出しているほか、子どもた

ちに伝統芸能を学ぶ機会を設け郷土愛の醸成につながっている。 

Kickin’ Dance Fam 

（代表 菊地将晃） 

【鶴岡市】 

・障がいの有無などに関係なくメンバーを募り、定期的なダンス練習と市民参加型のコミュニケーショ

ンワーク、イベントでのダンスパフォーマンスとダンスを通じた仲間づくりを行う。 

・昨年度は鶴岡天神祭やさくらんぼ祭り、山形大学農場フェスティバルなどの地域のお祭りやイベント

でダンスパフォーマンスを行ったほか、ダンスと福祉をつなぐ「ゲキワルナイト（横浜市）」に参

加。全国放送のテレビ番組でも紹介された。 

・「Ｂするコミュニケーションワークショップ」は団体メンバーがホストファミリーとなり、月１回程

度実施。ダンスだけでなく、触れ合ったり目を合わせたりなどの言葉でないコミュニケーションをと

りながら、ただその場にいる、どんな自分でもＯＫな時間を共有するというワークショップ。メンバ

ー以外の多くの参加者とも関わりを持つ貴重な機会にもなっている。 

・誰もが自由に自己表現する場をつくるほか、地域住民との交流機会も設けることで、個性や多様性を

認め合う優しい地域社会づくり(ノーマライゼーション)に貢献している。 

（個人） 

反町貴浩・舞夫妻 

【村山市】 

・（舞氏）群馬県から村山市樽石地区に移住・定住し、後継者不在の農家の農地を借り受け、農業に従

事。 

・夫婦二人三脚で子育てしながら水稲やスイカの栽培に励んでいる。 

・樽石文化祭実行委員、戸沢わくわく太陽塾（放課後子ども教室）、高齢者声掛け・パトロールなど、地

域活動にも積極的に参加。 

・農業後継者不足の過疎地域に移住し、営農するだけでなく、地域活動にも積極的に参加することで、

地域とのつながりを密にし、次代の担い手として地域に活力を与えている。 
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（３）やまがた若者未来創造事業

若者たちが気軽に交流・協働する場を創り、若者活躍の裾野を広げるとともに、複

数団体を繋いで点から面に広がる活動を展開することで、若者が活躍できる環境整備

を推進し、若者を牽引する次世代リーダーを育成する。 

  【令和２年度実施内容】 

以下により、若者団体による企画提案を募集し事業を実施するとともに、実施団

体に対する伴走型の支援を行う。 

１．募集対象団体  

高校生以上 39 歳までの若者２名以上で構成

され、構成員の過半数が若者である若者団体 

２．対象事業 

      ①県外の若者を山形に呼び込んで交流を行う

事業、または、県外の若者と連携し県内外

へ向けての発信事業 

②事業内容は、地域課題の解決や地域活

性化に資する事業

３．募集期間  

 令和２年５月８日（金）から 29 日（金）まで 

   ４．企画審査 

     令和２年６月３日（水）から８（月）までの間で書類審査を実施し、14 件の企

画提案から４件を選定した。 

令和２年度やまがた若者未来創造事業実施事業一覧 

番号 団体名 事業名 事業概要 

１ 
一般社団法人 

希望活動醸成機構 

みんなの遊び場 

プロジェクト

【趣旨】 

地域の子どもたちや若者が「自分たちの手で楽しみを生み出す」動

きをつくり、将来に渡って山形で充足した暮らしを送れるという意

識の変化を目指す。 

【取組み】 

・①遊び場づくり、②操り人形劇の創作、③ストリートピアノのイ

ベント実施 

・それぞれの活動を連携し、持続可能な遊び場を創発

２ 
commune AOMUSHI 

株式会社 

yamagata 体験 

プログラム

【趣旨】 

先人たちが編み出し、地域に根付いた面白い文化・伝承・技術の

魅力を掘り起こし、そこに山形の新しい観光価値を生み出すこと

で、地域の活性化、再生化につなげる。 

【取組み】 

・地域の若者が中心となるワークショップを通して、山形県内の文化

や、暮らしの中にある伝承・技術等の観光体験プログラム作成と学

びの場の提供

３ 

東北公益文科大学 

学生活動団体 

Praxis 

やまがた庄内「里山

×里海」若者ダイア

ログ featuring GiGi 

&BaaBa― ゲストハ

ウスづくりとシェア

ハウスを拠点とし，

僕らは With コロナ・

SDGs 時代の生きかた

を考える。―

【趣旨】 

Withコロナ・SDGs の時代の生き方・暮らし方を考えることのでき

る若者を育成（育ち合い）し、その輪を広げることを目指す。 

【取組み】 

・山村と漁村を活動の場とし、相互訪問によるワークショップ開催 

・受け継がれてきた知恵や技術を持続・発展させるため、シニア世代

との対話の場（オシカリを受ける場）の創出 

・オンラインを併用し県外の若者との交流

４ 
山形ママコミュニテ

ィ mama*jam 

mama＊jam 

オンラインフェス

【趣旨】 

子育て中の女性が「山形で自分らしく生きる」ため、当事者同士が

繋がり、地域活動に参加しやすい環境づくりを目指す。 

【取組み】 

・子育て中の母親の想いや活動を広く知らせる場としてのウェブサ

イトを開設 

・「ママのキャリア」、「未来のママたちの質問にお答え！」など５

つのテーマに分けてオンラインワークショップを実施

令和２年度事業の様子（希望活動醸成機

構によるストリートピアノイベント）
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（４）若者支援コンシェルジュ事業 

地域活動に意欲的に挑戦する若者のフォローアップ及び若者たちが気軽に相談で

きる窓口の設置や若者サポーターの配置により、ニーズに沿った活動へのサポート

を展開するとともに、若者たちの新たな繋がりと広がりによる、県内の若者活動の

活性化を図る。 

【令和２年度実施内容】 

◆若者支援コンシェルジュの設置 

若者活動の総合的な相談窓口として設置し、仲間集めやイベント周知・ＰＲ

の仕方、活動資金の調達の仕方、法令等各種手続きなどの活動に関する相談支

援を行う。また、テーマ別座談会による若者同士の交流拡大を推進する。 

◆若者サポーターの配置 

地域で活躍する若者等を若者サポーターとして配置し、現地でのアドバイス

等実践的な指導を行い、活動のレベルアップや若者の新たな活動を支援する。 

・若者サポーターの登録数：17 名(令和３年３月末) 

若者支援コンシェルジュ チラシ 若者サポーター チラシ
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（５）やまがた若者情報発信事業 

ラジオ番組の制作・放送により、若者の多様な活動等を幅広く県民に周知するこ

とで、若者が持てる力を十分に発揮し活躍できる環境づくりの推進や、若者の活躍

を応援する気運の醸成を図る。 

あわせて、ホームページを活用して県内若者グループの活動状況などの情報発信

を行う若者交流ネットワークシステム「やまがたおこしあいネット」の運用を行

う。 

【令和２年度実施内容】 

◆山形若者交流ネットワークサイト「やまがたおこしあいネット」 

  登録団体累計 371 団体（令和３年１月現在） 

◆ラジオ番組 

・ラジオ番組「yamagataDIVE（ﾔﾏｶﾞﾀﾀﾞｲﾌﾞ）未来エンジン」 

放送期間：令和２年８月から令和３年３月まで  

       原則、毎月最終日曜日 午前 11 時頃から 20 分程度 計９回 

出演団体（個人）：19 団体（個人） 

ラジオ番組の収録風景 

（６）やまがた若者元気発信事業

本県若者の活躍や山形の魅力を県内外に発信することで、若者の活躍を応援する気

運の醸成を図るとともに、若者を呼び込む環境づくりを推進する。 

【令和２年度実施内容】 

◆やまがた若者応援大使の委嘱

・ 県内外で幅広く活躍している地域活動の実践者６名に「やまがた若者応援大使」

を委嘱し、本県若者の活躍や山形暮らしの魅力をＳＮＳ等で発信 

・「やまがた若者応援大使」の活動拠点となる施設等を「やまがた若者応援大使館」

と称し、会いに行ける大使としてＰＲすることで若者と大使との双方向の交流を

促し、若者を呼び込む環境づくりを推進

◆若者活動を県内外に発信 

ＵＩターン希望者へ情報提供する機会を 

活用した県内の若者活動のＰＲ 

「やまがた若者応援大使」委嘱状交付式の様子 
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