
 

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、平成 28年度末までを目標に、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名以上登用することを目指す。 

 

県における審議会等の若者委員の登用状況 

  平成 27 年３月末 平成 27 年９月末 平成 28 年３月末 

若者委員のいる 

審議会の割合 
82.8％（77／93） 83.5％（76／91） 88.0％（81／92） 

  

 

(目標) 平成 28年度末（目標年次）で若者（20～30代）の委員を１名以上登用している

審議会等 100％  

 

 

資料：山形県若者支援・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とする。 

   創設６年目となる平成 28年度は５件（５団体）の推薦があり、審査の結果５件 

（５団体）が受賞した。 

 

【平成 28年度実施内容】 

   ◆賞状授与式 日時 ： 平成 28年 10月 18日（日）14：45～ 

       会場 ： 山形県庁 知事室（受賞者との懇談会の併催） 

受賞者： ５団体（詳細は下記一覧のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

平成 28年度「輝けやまがた若者大賞」受賞団体（名簿の順番は五十音順、敬称略） 

 

団体名（代表者名） 

【所在市町村】 
主な活動内容 

アクセルリンク米沢 

（代表 杉村 賢太郎） 

【米沢市】 

上杉鷹山の時代から続く「棒杭市」の再現行事を、学生

のアイディアを活かし、子どもから大人まで楽しめる「な

せばなる秋まつり」として成長させるともに、地域のお祭

りやイベントの企画・運営などにも活動の場・繋がりを広

げ、地域活性化に貢献している。 

大石田にぎりばっと部 

（部長 髙橋 陽介） 

【大石田町】 

そば文化の振興による地域おこし活動として、そばを活

かした体験イベントの開催、郷土料理「にぎりばっと」に

係る出前授業や紙芝居読み聞かせ、イベント出店により、

地域の食文化の継承を図るとともに、知名度向上や観光誘

客に貢献している。 

キトキトマルシェ運営委員会

（部長 吉野 敏充） 

【新庄市】 

 県内外の若者を中心とした出展者による農産物・工芸品

等の対面販売「キトキトマルシェ」を運営。環境芸術祭、

移動図書館など、地域住民・行政の参画を得て、農産物に

よる地域振興、芸術文化の振興・地域間交流・交流人口の

増加に寄与している。 

公益社団法人 

酒田青年会議所 

（理事長 阿部 喜明） 

【酒田市】 

  酒田まつりにおいて、約 100年間途絶えていた立て山鉾

を平成 20年に復活。立て山鉾の製作と巡行・設置、市民

への山鉾製作技術の伝承事業、出前授業等を通し、愛郷心

の醸成、伝統文化の次世代への伝承、地域活性化に貢献し

ている。 

庄内コン実行委員会 

（代表 三浦 明弓） 

【鶴岡市】 

県内における大規模街コンのさきがけとして参加者 200

人規模の街コン「庄内コン」を地元商店街飲食店の協力を

得て開催。若者の結婚支援による出会いの場を創出するだ

けでなく、地域活動に携わる人材を育成し、地域活性化に

も貢献している。 
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（３）やまがた若者チャレンジ応援事業 

若者の主体的な取組みの実現化の機会を提供し、若者の県づくりへの参加促進と 

   若者が力を発揮できる環境を実現するため、若者が企画する地域課題の解決や地域 

   の元気創出活動など、多彩な取組みについて企画提案を募集し、優秀な提案の取組

みに対し助成を行うもの。 

 

  【平成 28年度実施内容】 

１．募集対象者  

高校生～30歳代の若者２名以上で構成される若者グループ 

２．対象となる事業  

     若者グループが自ら企画し実行する地域の課題解決や地域の元気を創出す

るアイディアで、次の①・②に該当するもの。 

      

①一般型 

     ②県政課題対応型（11項目） 

    

３．補助金の額  

定額（補助率なし） 最高 100万円まで 

４．募集期間  

     ３月 17日（木）から４月 18日（月）まで 

   ５．公開プレゼンテーション審査会 

     日時・会場： ５月 15日（日） 山形テルサ（山形市） 

     13 件の企画提案に係るプレゼンテーション審査を実施し、同日開催の審査 

委員会において全ての企画提案を選定した。 

 

 

   

平成 28年度やまがた若者チャレンジ応援事業採択団体一覧 

 
平成 28 年度採択事業の様子 

（親子を対象とした食育等のワークショップ） 

 

番
号

地域 団　体　名 事　業　名 概　　　　　　要
交付決定額
（単位：円）

１
村山

（上山市）
山形県青年国際交流機構

Welcome to 山形プロジェクト
～国際理解と食生活の視点からのインバウン
ド推進～

外国での価値観、習慣や食生活の違いを学び、国際理解を
深めることで、外国人訪問者の受入れを拡大し、国際交流を
促進する。

823,000

２
村山

（寒河江市）
天童アートロードプロジェクト
実行委員会

まちあそびワークショップ-ちょっとちがういつ
もを歩こう-

アートワークショップを通して世代や立場をこえて、人と地域
をつなぎ、地域の多様な魅力にふれ、再発見する機会をつく
りだす。

781,000

３
村山

（山形市）
Honeycomb＆B 山形×Honeycomb&B　プロジェクト

レンタルスペース「Oraiの家」の活用やフリーペーパー「ハニ
カムと」発刊を通して、山形の魅力を学生の視点で発信する。

844,000

４
村山

（山形市）
ミサワクラス 七日町クリエイターズヴィレッジ構想

山形市周辺に在住する若手クリエイターの活動支援。街中に
あるギャラリー等を借り、若手クリエイターの発表の機会をつ
くる。

891,000

５
村山

（山形市）
colorful 親子で楽しむ森の学校

「こども」×「しぜん」×「アート」をテーマに、食育・花育・音
育・絵本育といった子どもの様々な感性を育むワークショップ
プログラムを実施。

767,000

６
村山

（山形市）
山の形（3年目) 山の形プロジェクト

山形の資源や伝統、技術や素材を活かしたものづくりを通し
て、山形でものをつくる人や暮らす人、山形を訪れた人をつな
ぐと共に、国内外の展示会へ出展を行い、製品や文化等の発
信を行う。

980,000

７
村山

（山形市）
山形県旅館ホテル生活衛生同
業組合青年部（2年目）

「やまがた若旦那」第3号＆やまがた観光大喜
利 in 東京

４地域の個性と魅力を伝える「やまがた若旦那」第３号を発行
し、総選挙を実施。東京で完成披露会として大喜利を実施し、
山形の魅力を伝える。

1,000,000

８
村山

（山形市）
学び場プラス 学び場プラス　学習支援活動

貧困家庭の子ども達に学習機会を提供する活動。学習支援・
居場所づくりの両方を提供する。

200,000

９
村山

（山形市）
ぷらっとほーむ

貧困状態からのリスタート支援にかかわる人
材の育成事業

貧困を学ぶ講座、学習ボランティア養成ゼミを開き、子どもの
貧困に関わる支援者を育成する。また、市民向け啓発パン
フ・冊子を発行する。

845,000

１０
村山

（山形市）
山形大学フリーペーパーサー
クルY-ai!

山形愛を紙面に乗せて届けたい！
山形に住む学生たちに山形の魅力を伝えるために、学生目
線でフリーペーパーを作成し、情報発信するとともに、紙面づ
くりを通して人と人とのつながりを広げる。

288,000

１１
村山

（村山市）
山形あづまりEXPO実行委員会
（2年目）

山形若者人材育成プロジェクト
県内各地で地域づくりに興味のある若者が郷土愛を育みなが
ら、地域づくりのノウハウを学び、将来的に地域で活躍できる
人材を育成する。

851,000

１２
置賜

（南陽市）
（一社）山形バリアフリー観光
ツアーセンター

山形に恋する観光大作戦！！
観光という新たな視点から、バリアフリーの必要性と可能性を
伝え、理解促進を図ることで、県内への新たな集客につなげ
るとともに、誰もが安心して生活出来る環境づくりを目指す。

943,000

１３
庄内

（鶴岡市）
松根塾婚活実行委員会（3年
目）

里山婚活プロジェクト　in　松根
六十里越街道など里山の魅力を保全・発信しながら、地域と
一体となった婚活事業で出会いの場づくりを企画する。 447,000
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（４）若者交流ネットワーク推進事業 

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」の運用を行うとともに、

オフサイトミーティングとして県内の若者が一堂に会する交流会を開催し、若者相

互の情報交換や交流促進を行い、県内若者グループのネットワークづくりと活動の

活性化を図る。 

 

  【平成 28年度実施内容】 

◆やまがたおこしあいネット 

  参加団体 282団体（平成 29年３月現在） 

 

◆やまがた若者トークフェス 

  ・若者団体による活動発表 

  ・トークセッション「サードプレイスでやまがたライフを楽しもう！」 

   出演者 イシザワエリ氏（天童アートロードプロジェクト） 

       ぬまのひろし氏（無職） 

       土田貴子氏（舞台役者） 

       滝口克典氏（NPOぷらっとほーむ）※ファシリテーター 

  ・ラジオ番組公開収録（3月 4日（土）18：15～45 YBCラジオで放送） 

・若者パネルギャラリー、若者団体によるワークショップ実施 

 

 日時 ： 平成 29年２月 26日（日）13：30～ 

   会場 ： イオンモール天童 1階グリーンコート（天童市） 

   参加団体：平成 28年度輝けやまがた若者大賞受賞団体（4団体） 

平成 28年度やまがた若者チャレンジ応援事業助成団体（6団体） 

    来客者数：イベント開催時間帯 約 100名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

やまがた若者トークフェスの開催状況 
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３ 困難を有する子ども・若者や家族への支援 

すべての若者が持てる力を発揮し、活き活きと活躍できる環境づくりを推進するため、

ひきこもりなど社会生活に参加する上で困難を有する若者が、地域の中で安心して生活

できる体制づくりを進めている。 

 

（１）山形県子ども・若者支援地域協議会 

子ども・若者育成支援推進法（平成 22 年４月施行）に基づき、関係機関・団体

が連携し、子ども・若者に対する支援を効果的かつ円滑に実施することを目的とし

て、平成 24年８月に設置。 
 

【平成 28年度実施内容】 

  

開催日時、場

所 

内容 参加者、参加人数 

7月 4日（月） 

13:30～15:30 

県庁 講堂 

・講演「ひきこもりの方への支援について」 

講師 精神保健福祉センター所長 有海清彦氏 

・情報提供「山形少年鑑別所の取組みについて」 

提供者 山形少年鑑別所長 内山八重氏 

・グループディスカッション 

協議会構成機関、 

若者相談支援拠点、 

総合支庁担当者 

（合計 44名） 

11 月 16 日

（水） 

13:30～15:30 

県立保健医療

大学 講堂 

「地域ぐるみの若者支援を考える講演会」 

・演題「３人信じてくれる人がいれば大丈夫！ 

～若者の力になるための７つのポイント～」 

講師 認定 NPO法人育て上げネット 

若年支援事業部 担当部長 井村良英 氏 

・若者相談支援拠点からのお知らせ 

協議会構成機関、若者相

談支援拠点、市町村・総

合支庁担当者、民生委

員・児童委員、社会福祉

協議会関係者、一般参加

者ほか（合計 80名） 

 

（２）若者相談支援拠点の設置・運営 

① 若者相談支援拠点の運営委託 

ＮＰＯ等への委託により、県内４地域６箇所に若者相談支援拠点を設置し、相談

窓口の開設、拠点未設置市町村における出張相談会の開催のほか、関係機関とのネ

ットワーク強化、困難を有する若者の居場所づくりなどを実施した。 

 

② 若者相談支援拠点体制強化研修会 

  

   拠点の運営体制を強化するため、支援の充実と職員の資質向上を目的として、各

拠点が設定したテーマに応じて５箇所で開催した。 

村山 
認定 NPO法人 

発達支援研究センター 
村山 ぷらっとほーむ 

最上 
NPO法人 

オープンハウスこんぺいとう 
置賜 NPO法人 Ｗｉｔｈ優 

置賜 NPO法人 から・ころセンター 庄内 
NPO法人 一歩、 

自立支援センターふきのとう 
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③ 若者相談支援拠点リーフレットの作成 

  拠点等についての周知を目的として、リーフレット 20,000部を作成、配布予定。 

 

  配布先 

市町村、民生委員児童委員、 

子ども・若者支援地域協議会構成機関、 

生活困窮者自立支援事業所、 

社会福祉協議会、地域包括支援センター 

映画館、スーパーほか 
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（３）地域支援ネットワークの形成  

  地域の関係機関・団体・市町村からなる支援ネットワークの形成を目指し、会議等

の開催などをとおして、子ども・若者育成支援についての理解促進に向けた取組みを

進めるとともに、支援体制の整備に向けた連携・協議を行う。 

 

①「地域ぐるみの若者支援を考える講演会」の実施 

  （第２回山形県子ども・若者支援地域協議会として開催） 
  

 

地域における子ども・若者を取り巻く現状について理解を深めるとともに、関係

機関の連携による支援体制の強化を目的として、講演会を開催した。 

内容は、子ども・若者支援とは何か、なぜ重要なのかということを説明した上で、

先進事例の紹介を交えながら、子ども・若者支援をより一層浸透させていくために、

行政機関、支援機関、地域の住民がそれぞれの立場でできることを掘り下げて解説い

ただいた。 

 

(1) 日 時：平成 28年 11月 16日（水） 13:30～15:30 

(2) 会 場：県立保健医療大学 講堂 

(3) 内 容：演題「３人信じてくれる人がいれば大丈夫！ 

         ～若者の力になるための７つのポイント～」 

      講師 認定 NPO法人育て上げネット 

         若年支援事業部 担当部長 井村良英 氏 

(4) 参加者：市町村子ども・若者支援関係課、就労支援関係機関、生活困窮者自

立支援法関係機関、若者支援民間団体、若者相談支援拠点、民生委

員・児童委員、社会福祉協議会、その他一般参加者 など  

 

②子ども・若者支援地域協議会地域会議（４地域） 
地域における支援体制の整備や連携体制の強化を図るため、内閣府スーパーバイザ

ーを招き、先進事例等を交えた情報提供及び地域の子ども・若者支援体制強化に向け

た助言を受けた。 

開催に当たっては、就労支援担当課と連携して開催することで、最初の相談から就

労支援まで切れ目の無い支援体制の重要性を関係機関の共通認識とした。 

 

開催日程 スーパーバイザー、会場 参加人数 

H28.7.27（水） 

NPO法人ピササポートネットしぶや 

理事長 相川良子 氏     （庄内総合支庁 

講堂） 

46名 

H28.9.7（水） 

NPO法人ピアサポートネットしぶや 

理事長 相川良子 氏     （置賜総合支庁 

講堂） 

35名 

H28.12.22（木） 

四葉学舎   

代表 鈴木綾
りょう

 氏       （最上総合支庁 

講堂） 

32名 

H29.1.25（水） 

NPO法人ピアサポートネットしぶや 

理事長 相川良子 氏     （村山保健所  

講堂） 

54名 

参加者：市町村子ども・若者支援担当課及び雇用対策担当課、県関係課、子ども・

若者支援地域協議会関係機関、生活困窮者自立支援事業関係機関、就労支

援関係機関、障害者支援関係機関、若者相談支援拠点 など 
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