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自己紹介



自己紹介

鯖江生まれ鯖江育ち
鯖江が嫌で東京に2度出て行きましたが、2度の
Uターンを経て今では鯖江大好き人間。

竹部美樹 Miki Takebe

趣 味：ブログ、ピアノ、生花
特 技：営業？
ブログ歴：16年（アメブロ）
好きな食べ物：イチゴ
嫌いな食べ物：パクチー
尊敬する人：牧野前市長





Glasses flame Domestic share about 90%
3大地場産業（眼鏡・漆器・繊維）の「ものづくり」のまち
めがねフレーム国内シェア 約９割

鯖江市の産業



鯖江市のまちづくり ＩＴ推進

オープンデータ先進地 2010年開始

IchigoJamプログラミング教育 2014年開始



活動紹介
観光コンテンツにつながっています



鯖江市地域活性化プランコンテスト
総務省・経済産業省・内閣府・観光庁・日本政策投資銀行 後援



コンテストについて

全国の学生に参加者を募り、選考を通過した24名
（3人1チーム×8チーム）の学生が鯖江に集い2泊3
日の合宿を行います。鯖江を良くするためのプラン
を考え、最終日に市長、企業、市民の方の前で発表
をし最優秀チームを決めます。（毎年9月に開催）
※2020年9月に第13回オンラインで開催。
※2021年9月に第14回オンラインで開催。



全国から集う学生達

京都大学 55名
東京大学 60名

慶応義塾大学 47名

■大学別

早稲田大学 35名
一橋大学/九州大学/北海道大学/佐賀大学/東北大学/千葉大学/お茶の水大学
法政大学/東京外国語大学/明治大学/立命館大学/筑波大学/群馬大学/静岡大学
横浜国立大学/埼玉大学/滋賀大学/名古屋大学/中央大学/関西大学/電気通信大学
立命館大学/上智大学/滋賀医科大学/立命館アジア太平洋大学
福井大学/福井県立大学/東京理科大学/デジタルハリウッド大学/日本大学
同志社大学/富山高等専門学校/奈良先端科学技術大学大学院/立教大学
イギリス・サセックス大学 /大阪工業大学/創価大学/獨協大学
鯖江高校/藤島高校/武生商業高校/武生工業高校/武生東高校/福井高専
中央大学附属横浜高等学校/慶應義塾湘南藤沢高等部
※第14回までで328名が参加



市民・行政、様々な団体がプラン実現
＜第１回提案プラン実現＞

・遣東使（2009年度実施）
・めがねギネス（2011年5月5日実施）
・キッズチャレンジ（2009年度実施）

※プランコンテストとは別提案、内閣府元気再生プロジェクト

＜第2回提案プラン実現＞
・西山公園、愛の鐘（2009年度に設置）
・めがね祭り（2010年度より毎年実施）

＜第3回提案プラン実現＞
・トキワ荘プロジェクト（2011年度予算化）

＜第4回提案プラン実現＞
・サバ男、サバ子の鯖江大好きＰＲ隊：さばえブランド大使（2012年8月スタート）
・中国の学生と鯖江市民の交流（2012年8月から毎年実施）

＜第5回提案プラン実現＞
・鯖エージェント（2013年11月から毎年実施） ←学生団体with 主催

＜第6回提案プラン実現＞
・鯖江セレクト図書分館！（市民協働パイロット事業：2015年1月オープン）

＜第9回提案プラン実現＞
・Hyper Hana道場！IT教育による鯖江ブランド構築 （Hana道場が実施）
・若者が住みたい街を作るための鯖江大学（サバエ×ワカモノ夢創造大学事業）

＜第11回提案プラン実現＞ 第11回から地元高校生が実施
・Sabacoプロジェクト：お互いにいいところを見つめ、認めあえる社会へ！inサバヌシ総会（2019年2月11日実施）
・鯖江の食材で鯖江をチャージしよう！（2019年3月10日実施）
・鯖江で貿易しませんか？～五感と戦略入り乱れる貿易ゲーム～（2019年3月29日度実施）



鯖江から他地域へ展開

静岡県三保の松原
2016年3月に第2回開催

佐賀県有田町
2014年9月に第3回開催

福岡県門司区
2016年3月に第3回開催

福岡県糸島市
2015年9月に第6回開催

v

第14回鯖江市地域活性化
プランコンテスト

☆その他
2009年に徳島県で開催
2012年に静岡県焼津市で開催
※いずれも第1回のみ

茨城県境町 （高校生向け）
2018年8月に第3回開催

愛知県新城市
2016年3月に第1回開催

愛知県蒲郡市
2018年9月に第2回開催

愛知県豊田市
2019年9月に第1回開催



地域活動を通して経験値アップ

地元学生に刺激を与え、意識改革、そしてスキルアップを促
し自ら行動するきっかけを与える。

2011年1月に学生団体with 設立。主体的に自分達が地域活動。
【活動理念】人と人とをつなぐ、つながる

【メンバー】 2022年4月現在
計 30名

福井県立大学生 3名
福井大学 8名
福井工業大学 2名
仁愛大学生 4名
福井高専生 1名
高校生 7名
慶應義塾大学 他 5名

（現在社会人のOB/OG 計100名以上）



地域の人達に頼られる存在に

主体的に自分たちが地域活動



第1４回スポンサー一覧



2018年第11回からやり方を変更

①地元の高校生も参加
高校生も書類選考を実施。選考を通過した高校生12名を選抜。

＜チーム編成＞
全国の大学生3名＋地元高校生2名＝5名
5名×6チーム参加人数30名

②デザインシンキングを導入し、未来を創るコンテストに。

③発表はスキット（寸劇）で行い、共感を得ることを重視。

①

② ③ ③



Hana Open Innovation Dojo in SABAE

http://hanadojo.com/



SAPが、本拠地ドイツ、シリコンバレーに次いで、
世界で3番目に開設を支援した

イノベーションのためのファブラボ

売上高3兆5,000億円

ドイツ、シリコンバレー、鯖江



ＩＴのまちを担う子供達を育成
2014年より、初心者向けプログラム言語であるBASICの専用プログラミングパソコン
「IchigoJam（イチゴジャム）」を利用し、子供たちにプログラミング教育を行っています。

IchigoJam開発者
福野泰介

オープンデータ先駆者



鯖江は全国に先駆けて
プログラミング教育を

学校に導入
（2014年～実証実験開始）

行政が動く。



講師育成講座の様子（大人～シニア）
学校で教えるための講師育成講座を実施したところ、多くの方が受講。

→現在、8名が学校のクラブ、授業でのプログラミングサポートに。

＊女性多数＊



2018年 鯖江市内全ての小中学校で開始

小学校 12校
中学校 3校

プログラミング
クラブ支援



KDDIと全国展開へ
2019年7月23日に業務提携
Hana道場で行っている
官民学連携のプログラミン
グ教育モデルをKDDIと共に
全国展開へ。

第一弾→岩手県
2019年11月23日
岩手県滝沢市内の小学校で
実証実験開始。
他 福島県磐梯町,福井県小浜市 準備中



人材の地産地消
（地域で賄う）



共感した県内外の企業がスポンサーに



cv

地域の担い手育成

IT×ものづくり拠点
BASIC専用プログラミングパソコン「IchigoJam」
で子供たちにプログラミング教育を行う。
鯖江市内の小学校に指導サポートに行く人材育成の
ため、大人向けの講座も実施。

ITの担い手育成

リーダー育成

『鯖江市地域活性化プランコンテスト』
全国から選考を突破した精鋭学生が鯖江に集い、
地元高校生と共に2泊3日で鯖江の未来を考案。提
案されたプランは、これまでに10プラン以上が市
民、行政、提案した学生達により実現。地方創生
の成功モデルとして、様々な雑誌等に取り上げら
れている。

2008年から開催し、
2021年で第14回。

鯖江市地域活性化プランコンテストを
主体的に運営。
地域活動を通して様々な経験を積み
スキルアップ。
企業とも連携し独自プロジェクトも実施。
2011年発足。現在11代目。

地域の担い手育成



プランコンテストも
Hana道場も

視察多数



東京の高校生が研修旅行に

スタディツアー：鯖江が学びの場に。

東京の企業からも、
「企業研修（新人研修）してほしい」の声。



2020.

サイバーセキュリティ教育プログラム

鯖江の“まち”を楽しむ、
コトを巡る新しいまち歩きスタイル コミュニティ シェアオフィス

ここ2年で開始した他事業



2019年
学生団体with
第12回鯖江市地域活性化
プランコンテスト実行委員長
Hana道場インターン

2020年
就職して東京へ コロナ禍

2021年
今の会社に転職

2022年
福井にUターン

サテライトオフィス→企業誘致

（福井新聞2022年2月27日掲載）



やってきたコトが
企業誘致や観光につながる

産業界も巻き込んで、
観光、研修コンテンツの充実を



伝統と進化を味わう次世代の
ものづくり体験プログラム



４つのコンテンツの磨き上げ
眼鏡 漆器

IT 農業



コンテンツ作りとガイドレクチャー
各事業所の「現状」をヒアリングし、話し合いながらコンテンツ作り。

ガイド研修を行い、自己紹介を必ずすると良い等、
おもてなし向上のためのノウハウを学ぶ。



モニターツアー2回実施
1回目のモニターツアーでのフィードバックをもとに更に磨き上げ。

同時に、申込書、キャンセルポリシー、同意書等も作成し、
各事業所で使えるよう共有。



兵庫県丹波の企業さんが視察に



企業研修、教育旅行誘致につなげる



ものづくり×デザインシンキング
鯖江市地域活性化プランコンテスト

ものづくり×IT(プログラミング)
Hana道場



今あるものを磨き上げ
コンテンツ化し、

魅せる。



私たちが
ターゲットとしているのは、

企業＆団体




