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子どもの想い実現事業



子どもの想い実現事業とは？

• 子どもたちの想い

地域への愛着を育む事業で

地域の魅力を発見

↓

その魅力を町内外に発信し

たいという想い

↓

既成の概念にとらわれない

自由闊達な提案

• 大人たちの想い

地域の発展の模索

↓

子どもたちの提案をしっか

り受け止めたいという想い

↓

行政・教育・民間がしっか

りと手を取り合った連携



子どもの想い実現ワークショップの発端①

・平成１９年度よりはじま
る浦幌中学校の「総合的
な学習の時間」における
うらほろ活性化案発表会
の提案

×

・町内小学生が町長宛に
町おこしの要望を書く作
文集「太陽への手紙」（毎
年発行）



子どもの想い実現ワークショップの発端②

• 毎年たくさんの提案が子ども達からなされる
が提案を整理したり、実現されている事を報
告したりされているのだろうか？

• 実現が難しい提案もあるが『何とかして実現
できないだろうか？』

よし！それじゃあオトナも知恵を絞っ
てみようか！！



こどもの想い実現ワークショップ

実現されていない企画を組み合わせたり形を変
えていけば実現可能になるものもあるのでは

ないか？

↓

行政や民間に受け渡ししやすくできる交通整理
の場を作ろう

↓

ワークショップ形式で誰でも参加でき、たくさ
んの方から智恵をお借りする場にしよう！





浦幌中学校3年生の提案
浦幌中学校3年総合学習「町おこし」企画案 一覧表

年度 企画名 企画内容 場所 備考

平成19年
度

1 ハマナスの活用 ハマナスの実のシュークリーム（『ハマナシュー』）をつくる
浦幌町のケーキ屋さんと

パン屋さん
ハマナスPJ

2 NEW特産品 ハマナスの実の紅茶（『奥様のPM1時半』）とジャム（『ビタBOM』）をつくる 道の駅 ハマナスPJ

3 ミルクラーメン 浦幌の食材でミルクラーメンをつくる 浦幌の飲食店とネット販売 浦幌ミルク麺

4 スポーツフェスティバル 町外から参加者を募り、野球やサッカーなどの大会を浦幌町内で一日かけて行う

・サッカー：森林公園、健康公園
・野球：浦幌町営球状

・バレー：総合体育館、小・中学校
・パークゴルフ：森林公園

進行中

5 クッキングフェスティバル 町外から多くの人がくるみのり祭りで浦幌の特産物や野菜を使った料理を食べてもらう みのり祭り 進行中

6 純国産万年筆計画 川流布地区モカワルップ川沿いで採掘できるイリジウム（レアメタル）で純国産万年筆をつくる

7 うらほろ道の駅 「浦幌道の駅」を設置する
うらほろ亭の裏にある
テストコートを改造

実施済み

8 流木作品展示即売会
浦幌に流れ着いた流木を集めて業者や希望者に流木アートをつくってもらう。それらの作品を展示会
で販売する

コスミックホール、公民館 実施済み

9 ふるさとみのり祭りの改良

・歌謡ショー：老若男女が楽しめる歌手を呼ぶ
・みのりまき：大人の部と子どもの部にわける
・施設：ふわふわドームの導入、机と椅子を増やしてシルバーシートを設置
・ステージ：特産品を調理してステージ上でアピール、屋台の宣伝をステージでおこなう

みのり祭り 実施済み

10 森林公園大改造計画

・池：清掃して子どもたちが遊べるようにする
・ウサギ小屋：改築して子どもたちがウサギを抱けるようにする
・キャンプ場：ハマナスを植える
・スキー場：大きなすべり台をつくる

森林公園

11 浦幌新聞
浦幌の行事・特産品・施設やオススメスポット・お店などの紹介を書き、年に4回発行する。町民は回
覧板、町外は新聞にはさむ

浦幌と近隣の町 進行中

12 町のキャラクターづくり ナナカマドやアオサギやハマナスをモチーフに浦幌町のキャラクターをつくる 実施済み



浦幌中学校3年生の提案

平成20年度

13 URAHORON バイアスロン形式の競技を行い厚内の海産物と浦幌の特産品をPRする 進行中

14 かぼちゃのあんぱん 浦幌産のかぼちゃであんぱんをつくる 商品化

15 ハマナスジャム・ハマナス弁当
・浦幌牛乳とハマナスジャムでヨーグルト（？）をつくる（『牧場の恵み』）
・上浦産豆と厚内産ししゃも等々でハマナス弁当をつくる

ハマナスPJ

16 サクサクパン プリンタルト 浦幌の牛乳とかぼちゃをでサクサクパンとプリンタルトをつくる

17 浦幌酪農体験ツアー 東京と帯広の人たちにアイス、バター、そして生キャラメルをつくってもらい、浦幌の自然を楽しんでもらう

18 うらまん ハマナスジャムを皮に練りこみ、浦幌産の小豆をあんにしてまんじゅうをつくる ハマナスPJ

19 しゃっこい祭り 野菜掘り 冬のイベント

20 ウラホロズ キャラクターシール うらはとほろまのキャラクターシールをつくる 商品化

21 浦幌美食フェア 三ヶ月に一回行い、その季節の旬な食べ物を売る 進行中

22 エゾバイを使った料理 エゾバイの味噌汁、うらほろ満載カレー 浦幌ミルク麺

23 浦幌ラフティングツアー 浦幌川でラフティング→浦幌健康湯→浦幌川でキャンプ→月ごとで異なるイベント 浦幌川

24 浦幌百人一首 百人一首で遊びながら浦幌の魅力を多くの人に知ってもらう 試作品有り

平成21年度

25 留真温泉増築計画 宿泊施設を改築してコテージを増築する

26 ウラパズ ストローブマツで木造おもちゃ（立体パズル）をつくる 道の駅、インターネット販売 試作品有り

27 スイートパンプキン 浦幌産のかぼちゃでスイートパンプキンをつくる 道の駅

28 かぼぱん 浦幌産のかぼちゃでかぼぱんをつくる 商品化

29 ベジニョッキ 浦幌産の牛乳と野菜でポタージュ煮込みのニョッキをつくりレトルト販売する 道の駅 浦幌ミルク麺

30 浦弁 浦幌産の昆布と鮭でお弁当をつくる 実施済み

31 カラマツ入浴剤 道の駅、留真温泉 試作品有り

32 タコんぶライス 浦幌産のタコと昆布で商品をつくる 実施済み



浦幌中学校3年生の提案

平成22年度

33 浦幌の町に科学館を！！
・子どもから大人まで楽しんでもらえるような科学展示室を設置する
・学校では行わない科学実験を行う
・浦幌炭坑をイメージした炭坑トンネルをつくる

森林公園の農村改善センター

34 留真温泉にフラワーロードをつくろう！

・留真温泉に続く道のりに花を植えてフラワーロードをつくる
・温泉の前にうらはとほろまの看板を設置する
・秋には紅葉、冬にはイルミネーションで季節感を持たせる
・東屋への道のりに花を植える

留真温泉

35 浦幌町合宿地化 浦幌町にはたくさんのスポーツ施設があるので合宿地にして町の自然の豊かさを知ってもらう 農村環境改善センターを改築

36 うるしんミスト 留真温泉の水で化粧水ミストをつくる 留真温泉

37 うるしんアイス 留真温泉の水でアイスをつくる 留真温泉

38 海上打ち上げ花火大会
・パラグライダー発着所を会場に海上げ花火大会を開催
・花火大会の際には屋台を出して浦幌の特産品を楽しんでもらう

パラグライダー発着所

39 トロッコ復元計画 炭坑跡地にトロッコをつくって体験型スポットにする 炭坑跡地

40 浦幌の自然にアスレチックを 留真温泉付近に誰でも自然を楽しめるアスレチック（ボルダリングやターザンロープ）を設置する

41 浦幌で採れる黒曜石を加工品に 黒曜石でストラップやお守りや数珠などをつくる インターネット販売

42 留真温泉に手湯＆足湯を♪ 留真温泉の坂を上ったところにある東屋に、浦幌のカラマツを使用した手湯と足湯を設置する 留真温泉

43 Ocean's Illumination魅せる海
・パラグライダー発着所にイルミネーションを設置して楽しんでもらう
・カラマツでつくった休憩所で浦幌町の食材を使用した軽食を用意する

パラグライダー発着所

44 ～青に瞬く光の線～
・パラグライダー発着所を日の出撮影スポットにする
・正月時期には浦幌産素材を使用したお汁粉やお雑煮などを販売する店を出す

パラグライダー発着所

45 留真温泉ツアー
・みのり祭りツアーで留真温泉に連れて行く
・夏休みキャンプツアー：農業体験、留真川で釣り、BBQ、カラマツで箸づくり、浦幌産野菜でピザづくり、ウォークラリー、
そばづくり

留真温泉



浦幌中学校3年生の提案

平成23年度

46 駅前ウラハ・ホロマいっぱい大作戦
・ウラハ・ホロマの顔出しパネルの設置
・名所を紹介する看板の設置
・旅ノートの設置

JR浦幌駅 進行中

47
駅の中に売店を置き

駅の雰囲気を明るくしよう

・パンを販売する
・ウラハ・ホロマグッズの販売
・本の貸し出し

JR浦幌駅
うらは・ほろまのパ

ン商品化

48 石のオブジェ作成 ・ウラハ・ホロマの石のオブジェを作成 JR浦幌駅 進行中

49 おおみや復活大作戦 ・子どもに人気のあったおおみやを復活させる JR浦幌駅

50 駅前冬祭り大作戦
・特産品の販売や雪だるまコンテスト、雪合戦等を行う
・夏まつり形式にする

JR浦幌駅 冬のイベント

51 駅前に出店しよう
・土日にパンやクッキー、ハンバーガーを販売する店を出す
・国道に浦幌駅を紹介する看板を設置する

JR浦幌駅

平成24年度

52 浦幌まんぷくツアー
・浦幌の特産である、いもと牛乳を使ってじゃがバターとピザを作る
・うらはほろま探しやピザコンテストを行う

浦幌町全域 進行中

53 浦幌特産品改名改革 ・今ある特産品を改名することで、インパクトを与えて印象に残ってもらうようにする 道の駅など

54 レトルトUBS計画 ・道の駅とインターネットで、浦幌の特産品を使ったレトルトのビーフシチューを販売する。
道の駅

インターネット

55
ハマナスのローズヒップで

地域活性化
・町の花を使い浦幌町をアピールする
・パンやジャムなどいろいろなものを作る

道の駅など ハマナスPJ

56 森林公園リニューアル計画
・森林公園を明るい雰囲気にして有効活用する
・桜や銀杏、紅葉の気を植えて華やかに

森林公園

57 ベリーベリーラズベリー
・シェイクやゼリー、ケーキなどで活性化させる
・道の駅のラズベリーコーナーを拡大する

道の駅



浦幌中学校3年生の提案

平成25
年度

58
浦幌の冬も楽しいぞ！！

Beefフェスタ

.
・森林公園で雪まつりをする
・雪合戦、雪像コンテスト、そりリレー、かまくら作
りなど
・牛を使った新料理を作る
・雪は小原軽運送さんや、帯広貨物自動車株式
会社さんなどに依頼する

森林公園

59 足の疲れをFOOT BATH

・道の駅に寄った際に気軽に留真温泉のお湯を
利用してもらいたいということで、道の駅に足湯
を設置する
・浦幌林業などにボランティア協力する
・お湯は留真温泉からタンクで運んでくる

道の駅

60 浦幌、ラズベリー町への道

・浦幌の特産品であるラズベリーを使って新商品
を開発する
・ラズベリーを活用したパンケーキやゼリーを作
る

道の駅

61 NEW 浦弁計画！！

・魚介類以外の浦幌の食材をもっとたべてもらい
たい
・シカ肉をメインとして、卵や山菜などを使用する
・予約注文として受け付ける
・鹿肉は工藤板金さんに、山菜は道の駅で販売
している方に協力を依頼する

道の駅

62
道の駅DEウラLOVE2900％
～WITHモンブラン～

・食糧自給率が2900％の浦幌町から発信したい
・じゃがいもの販売コーナーの新設
・白花豆とラズベリーのモンブランの販売
・じゃがいもコーナーは道の駅横にプレハブを設
置

道の駅

63 ウラペチーノ

・十勝にはスタバのような専門店が無い
・浦幌の特産品を使った新商品の開発
・コーヒーとラズベリークッキーと浦幌牛乳を使
用

道の駅

64
浦シュランガイド

～浦幌の”すべて”教えます～

・特産品、観光スポット、お店などのランキングや
生産者の方々の思いを紹介する冊子を作成す
る
・役場の広報部、地域振興課、浦幌印刷に協力
依頼する

町内全域



浦幌中学校3年生の提案

平成26
年度

65
みのり祭りwith

まちなか農園festival

みのりまつりで出店されている農業系のお
店をまちなか農園に持っていき、そこでもお
祭りを開催する。

まちなか農園

66
うらほろふーど
ウォーＫＩＮＧ！

スポーツセンターをスタート、まちなか農園
で野菜を収穫、公民館でゴール。その野菜
でカレーを作る。

スポーツセンター
まちなか農園
公民館

67
Ｂ・Ｖ・Ｕ

『肉・野菜・浦幌産』

池田町のワイン祭りを参考に、浦幌の野菜・
炭を使ったバーベキューフェスティバルを企
画。

まちなか農園

68
ベジタブル
ＰＩＣＫＩＮＧ

子どもとお年寄りの交流を考え、まちなか農
園で一緒に作物を栽培する。その作った作
物を食べ物狩りとして提供。

まちなか農園

69 ハマナスcafé♪
より多くの人に浦幌町を知ってもらおうと、
町の花ハマナスにふれあえるカフェを提案。

まちなか農園

70 浦ＰＩＺＺＡ会
まちなか農園で栽培された小麦や、町内農
家さんの作った野菜を使って、ピザを作るイ
ベント。

まちなか農園



浦幌中学校3年生の提案

平成27
年度

71 浦幌第一次産業高校
浦幌は第一産業がどの町にも負けないくら
い栄えているので、その浦幌の長所を生か
した学校をつくり、若者を定住させる。

浦幌高校
常室小、厚内小

72 スロウライフ

浦幌町で住宅と土地を貸し出し、生活に満
足してもらえたら、条件付きでそのまま提供
する。体験者にブログなどで浦幌の魅力を
発信をしてもらう。

離農した農家の土地

73
国際都市化計画
ＩＮ ＵＲＡＨＯＲＯ

外国人をターゲットに、宿泊施設、日本語学
校をつくり、定住化を図る。外国の人と町民
が交流を深め、外国語が身近になる。

常室小学校

74 農カップル大作戦！
田舎で農業がしたい若いカップルを浦幌に
呼び、そこで農家の仕事を体験してもらい、
浦幌の良さを知り、定住してもらう。

離農した農家の土地

75 るシン化計画
留真温泉にカフェやトロッコ、天体観測所を
つくり、浦幌をＰＲする、またそこで雇用が生
まれ、定住化が進む。

留真温泉



提案の流れ

中学生の提案

浦幌町町長

うらほろスタイル地域推進協議会

子どもの想い実現ワークショップ

地域への提案



ワークショップができるまでの提案は？

町長あてに提出された提案の行方

１．行政のもと企画がそのまま通るもの

２．民間などが個別に実現したもの

３．企画が通らなかったもの



平成２3年度までの実現例（個別対応）

ふわふわドーム『ウラッピー』 浦 弁

タコんぶライス かぼパン









ワークショップ発の事例①

浦幌新聞
浦幌新聞（平成19年）の提案。十勝毎日新聞社と釧路教
育大学との協力を受けて浦幌町の広報誌のうらほろスタ
イル通信の中に掲載。

ハマナスプロジェクト
子ども達の提案に浦幌町の花であるハマナスを活用し
たものが多かったので、郷土学習の一環として学校教育
に取り入れるため小学校にハマナスの苗を配布。
本年度にはまちなか農園でハマナスの栽培がはじまる。

ウラペチーノ
ウラペチーノ（平成25年）提案をそのまま検討。
実際にレシピを作成して試食をワークショップで実施。
教育大釧路校の協力で教育大学の大学祭で販売！
今年も2日間で263食を完売。本年度飲食店への展開
を依頼予定。



ワークショップ発の事例②
冬のイベント

しゃっこい祭り（平成20年）・駅前冬祭り大作戦（23年）の
企画をまとめあげたもの。浦幌に無かった冬のお祭りを
再開させられないかというもの。地域おこし協力隊のもと
今年1月に２回目のしゃっこいナイトinうらほろを実施！

浦幌ミルク麺プロジェクト
ミルクラーメン（平成19年）・エゾバイを使った料理（20
年）・ベジニョッキ（21年）の企画をまとめあげたもの。
しゃっこいナイトの売店販売としてベジニョッキが実現
当日５０食以上を完売。ミルク麺は昨年末に試作会を
実施し出来あがったレシピを町内飲食店に配布予定。



提案・検討中の事例①

ウラハとホロマ拡大案
駅前うらは・ほろまいっぱい大作戦（平成24年）・駅の中
に売店を置き、駅の雰囲気を明るくしよう（同）・太陽への
手紙をまとまあげたもの。カントリーサインへの使用や新
しいグッズの開発、版権の管理や町のキャラとしての正
式採用を町長に提案。

うらほろフードマラソン
スポーツフェスティバル（平成19年）・浦幌美食フェア（20
年）・URAHORON（20年） ・浦幌まんぷくツアー（20年）・
太陽への手紙の企画をまとめあげたもの。森林公園を
利用してチームでチェックポイントにマラソンで食材を取
りに行き持ち帰った食材でピザを焼いて食べる企画。
商工会に提案したが採用されず再企画中



提案・検討中の事例②

うらほろかるた
浦幌百人一首（平成20年）として試作品が作られたが、
普及しなかった為、再検討。
浦シュランガイド（平成25年）も取り込み、五感を使った
かるたとして読み札・取り札を児童生徒に考案してもらい、
作成されたものはお年寄りなどにもアクティビティとして
活用してもらえるようにする。
２７年度中の提案を目指す。

留真温泉活用案
留真温泉増築計画（平成21年）、留真温泉にフラワー
ロードを、うるしんミスト、うるしんアイス、手湯＆足湯、ツ
アー（平成22年）、足の疲れをFOOT BATH（平成25年
の提案。現在イベントと食を絡めて検討中



ワークショップを実施して
見えてきたの２つのこと

・提案の実現の可否だけが目的ではなく、
子ども達におとなが「真剣に君たちの提案
を受け止めている」という背中を見せ続け
る事を目的とする。

・背中を見せ続ける中で、かつては提案す
る側だった子どもたちが今度は考え・実現
する側に移る世代交代を重ねていくこと。

それを示せる機会が実は毎年
行われていたんです！！



フィードバックの場としての成人式

・平成２４年に２０歳になる新成人は５年前初めて
町おこし提案をした世代でした。

・成人式の場を借りて、提案してくれた内容は今も
真剣に大人たちが実現に向けて動いている事を報告
しました。

・また、今度は提案する側から実現する側へなり
一緒にアクションを起こそうと提案しました。

・それ以後成人式でのフィードバックをひとつの
ツールとして活用しています。



思いもよらない課題

・地域に愛着を育む事業と民泊体験を通し子どもたちは
浦幌に魅力を感じてくれるようになりました。

・子どもの想い実現事業で大人たちの一生懸命さも伝わり
はじめ、自分たちもいつかこの町にもどり恩返しをしたい
と思い始めました。

しかし

浦幌には若者が戻ってくるための

職場が

無かったのです



それが
若者のしごと創造事業
へと発展ました

新しいプロジェクトへの発展

うらラボプロジェクトはまなす商品化プロジェクトまちなか農園プロジェクト



ワークショップの課題

・協力頂ける企業・団体・個人の確保

・実験や検証のできる研究機関との協力

・町民への周知拡大と参加者の拡大

・提案してくれた世代からの参加者の促進

・事務局のファシリテーション能力の強化

・上浦幌中学校との連携強化



ワークショップの教育現場との関わり

平成19年～ 産業講演会として事前学習の場で講演

～平成25年度 中学生の提案を中心にＷＳを開催

平成26年度 若者のしごと創造事業の発足に伴い中学

生の提案課題として『まちなか農園』の

活用を提案

平成27年度 3年生担当教諭と打ち合わせの元、テーマ

を『浦幌町の問題点の解決』に設定



教育現場との連携強化

浦幌町がＣＳ並びに小中一貫教育となったことで

小学校高学年から中学校の5年間で総合的な学習の時間を

うらほろスタイルにあてることができる。

↓

中学3年時の『活性化案発表会』をその集大成として

位置づけたい。

↓

情報の提供・アイデアの出し方・発表の方法などの教科の
授業で補えない部分のお手伝いをして行きたい



• 創造性（想像力とそれを実行する力）

色々な事を多面的に見る事ができ、頭の中で空想や想像が
できる。

そして、空想で終わらせないために教科の授業で実現させる
為のスキルを身につける。（教科授業の意味を知る）

• 課題の発見とその解決力

浦幌町の課題を見つけそれに対する解決提案をすることで
自分が困難にぶつかったときの解決方法を疑似体験する

町への提案で子ども達が身につけるもの



浦幌町の未来を担う子ども達へ

子ども

おとな

うらほろスタイルで培った郷土への
想いを胸に、創造性と課題解決力を
もって多方面で活躍してくれる事を
期待します。

私たち大人はこれからも子ども達に
応え続ける背中を見せて続けて行き
ます。


