
射水学生アイディアコンテスト　発表提案一覧

No.
提案
年度

タイトル 概要 表彰結果

1 H27
「いみず」のお土産“メッセージカー
ド”

・射水市限定のご当地お土産を作成
・地元お土産企業、一般小売店との提携
・WEBサイト上で、各企業のお土産情報を掲載

優秀賞

2 H27 ぐるり！射水市！ 夏休みの小学生向けに、家族や友達と交流できる新たなモデルコースを作成する。

3 H27
子育てしやすい町をつくるための子
育てサポート制度

0歳から3歳までの子供をもつ家庭を対象に、利用者の自宅で無料で育児支援を行う子育てサ
ポーターを設ける。

4 H27
学びと研究の街いみず：人と情報の
拠点整備

宿泊施設を有する研修施設を建設、運営することを提案する。その施設内で市内の大学の展
示スペースを設ける。

5 H27 スクールアイドル 射水市の学校に在籍する学生で構成するアイドルグループを作る。

6 H27
学び合い・集い合い・楽しみ合いの
いみずっちゃ交流会

富山福祉短期大学を会場としてボランティア団体で学び合い、楽しみ合ういずみっちゃ交流
会を毎年１回、射水市と連携して企画する。

7 H28
学生と高齢者の参加による学童クラ
ブの規模拡張と充実

学生や高齢者の参加により学童クラブの運営人員を増やす。それにより保育時間の延長を行
う。

8 H28 誰もが親しめるまち
・射水市の食事処や観光地を載せた冊子を作成
・既存の観光地に新たにオブジェを置き、フォトスポットにする。 オブジェを使ったＡＲア
プリを開発する。

優秀賞

9 H28
『射水を知ろう！～自治会準会員に
なろう～』

学生が参加できる自治会準会員制度を設立する。準会員には通常の自治会行事のほか、各自
治会の振興に関する業務を担当してもらう。

10 H28 認知症高齢者にやさしい地域づくり
認知症高齢者やその家族に対し、学生が訪問員活動を行う。学生がイベントを開き、高齢者
の閉じこもりを防止する。

11 H28
新湊地区内川　学生シェアハウス
（仮）

射水市新湊地区の内川で古民家を改修して、学生が住むシェアハウスを作成する。

12 H28
徹底密着取材　ミリオンカップル
射水に凱旋

射水市在住の現在交際相手のいない男性に密着して、彼が女性との交際に至るまでを応援す
る過程を市の広報動画の一部として使用する。

13 H28 ムズムズしちゃう学生に企業紹介 ダヴィンチ祭にて、企業が自社のＰＲを行い、射水市が特産品や観光地のＰＲを行う。 優秀賞

14 H28
森へでかけよう！　自然の中の子育
て支援センター「森のいえ」

自然の中で子どもと遊び、保護者同士でリラックスした時間を過ごせる「森のいえ」を企画
する。

15 H28

知られぼくたちわたしたちの射水の
まち
－しられVR・見られ映画・まわられ
スタンプラリー－

・道の駅から始まる橋めぐり
・映画ロケ地探訪の人たちのための橋めぐりスタンプラリー。ゴールは博物館。
・博物館展示企画「橋を作る」の提案

16 H28
”生涯スポーツツーリズム”の発信地
へ

パークゴルフという生涯スポーツにおけるスポーツツーリズムを射水市観光・ブランド戦略
プランに組み込む。

最優秀賞

17 H29 助っ人で守る　射水の祭り 地域の祭礼行事の担い手として学生が協力する。

18 H29
若者の防災意識向上のためにできる
こと～SNSの可能性～

防災情報をLINEやtwitter等のSNSで若者向けに発信する。 優秀賞

19 H29
射水市におけるICT及びIoTを活用し
た新たなまちづくり

・「ICカードで繋がるまち」ICカードを高齢者に配布し、買い物や移動の支援をする。
・「IT化産業による雇用創出」スマート農業、スマート漁業を導入する。

最優秀賞

20 H29 災害擬似体験アプリの作成
カメラ機能を使用した災害シミュレーションを表示する機能、マップ上に避難経路を表示す
る機能、文章でどう行動すべきかを表示する機能を搭載したアプリを開発する。

21 H30
南部丘陵の自然を活かした教育・運
動公園

南部丘陵地域を「教育・運動公園」として利活用し、「学びと遊び（教育と運動）」のイベ
ントを通じて南部丘陵の魅力を発信する。

最優秀賞

22 H30
射水市　地域活性化プロジェクト～
新たな挑戦で射水を元気に～

・グルメスポットや憩いの場などの観光スポットをめぐる体験・グルメバスツアーを開催す
る。
・子供たちがチームで観光スポットを回るスポーツ型イベント「キッズウォークラリー」を
開催する。
・観光協会ツイッターに観光地情報を紹介するとともに、レポート情報を発信する。

23 H30
外国人向けの観光パンフレットの作
成

既存の観光パンフレット等について、外国人向けの言語に翻訳したものを作成するととも
に、それらを活用した観光、グルメ、祭り、散策などの体験型イベントを実施する。

優秀賞

24 H30
射水市に長く滞在してもらえるよう
に

海王丸パークと新湊漁港で観光客に長期滞在してもらうための観光や体験型のイベントを実
施する。

25 H30
ＡＲ技術を用いた射水市観光ポータ
ルの創設

あいの風プロムナード内にＡＲ技術を用いた掲示を行い、観光スポット及び交通機関等で利
用できる電子クーポンを発行するとともに、観光ボランティアガイドを配置する。

優秀賞

26 H30
いみずCaféコン～今日、恋をはじめ
ます。～

結婚適齢期の未婚男女の出会いの場を創出するために、海王丸パーク及び内川周辺を会場と
した婚活パーティーを実施する。
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27 R1
塚原地区と下村地区におけるデマン
ドタクシー導入の提案

塚原及び下村地区にデマンドタクシーを導入することにより、空白バスの削減や高齢者に
とって利便性の高い公共交通を実現する。

最優秀賞

28 R1
スマホで簡単、市民と一体となった
道路設備管理

スマートフォンを利用した道路状態通報システムを開発し、市民が簡単に道路の状態を通報
できるような仕組みづくりをする。

優秀賞

29 R1
若者の就農者拡大のための学生農業
アルバイト制度の整備

アルバイトとして学生が農作業に参加できる仕組みをつくり、若者が農業に興味を持つ契機
とする。

優秀賞

30 R1
本当の自分を引き出そう！魅力レベ
ルアップ講座、食事会付き

女性の不安や抵抗を取り除いた、女性にとって参加しやすい婚活イベントを企画・実施す
る。

31 R1
都市のスポンジ化について、空き家
の有効活用

空き家を学生向けのシェアハウスにリノベーションし、学校と地域が連携することにより地
域活性化を図る。

32 R1
太閤山インクルーシブ・タウン・プ
ロジェクト

太閤山団地を再生し、高齢者、障がい者、子育て世代、学生等の住民同士が互いに助け合
い、楽しく暮らしていける共助のまちづくりを実現する。

33 R2 みんなでつくるハートフルステーション
小杉駅北側に滞在型ステーション（テーブルやイベントブース）を設置し、イベント開催や
サークル活動の発表等を通じて、地域の方と学生の交流による賑わいを創出する。

※表彰未実施

34 R2 Japanese Venice
内川の東橋を利用した映画上演会を開催し、夜間ライトアップや地域飲食店の参加を通じて
内川周辺の観光魅力度の向上を図る。

※表彰未実施

35 R2 バス停の環境整備について
高齢者人口の多い地域に設置されているバス停の環境整備（ベンチ、雨樋の設置等）を学生
と地域住民が共同で行い、公共交通の利用増加及び地域交流を促進する。

※表彰未実施

36 R3 大学生が考える射水市周遊コース
若者が足を運ぶ観光周遊コース（おしゃれ、綺麗な景色・街並み）を大学生自身が企画し、
コンテストを開催して編集・デザインを募集し制作する。

優秀賞

37 R3
クリスマスマーケットを射水市の一
大イベントに

海王丸パークを若年層に人気なスポットにするためのクリスマスマーケットを開催する。

38 R3
若者を射水市中央図書館のファンに
「知識の森からの誘惑（タンタシオ
ン）」

若い世代の図書館利用を促すための謎解きゲームイベントを実施し、本への興味を持っても
らうきっかけを作る。

39 R3 Enjoy Sports Festival in IMIZU
福祉短期大学の女子学生のアイデアを用いて、若い女性のための運動イベントを開催し、運
動実践のきっかけになるよう働きかける。

優秀賞

40 R3
子どもの身近に読書の楽しみを！移
動図書館車『ふれあいわくわく号』
プロジェクト

子どもの読書離れが問題視される昨今、移動図書館車「こすぎ号」のサービスを復活させ
て、子どもの読書の手助け及び親子のふれあいを図る。

最優秀賞

41 R4 Fish, coffee, and relaxation
ライト層・若年層に目を向け、釣り場の地面の装飾や魚情報の充実化、釣りをしに来た人や
地域住民の休憩スペースとなるようなカフェの建築を提案する。

優秀賞

42 R4
学生主体のコワーキングスペース
『勉強空間　りちゃーどの家』をつ
くる！

・学生の目線から考える新規コワーキングスペースの開発をする。
・利用者層を３つのグループから構成し、それぞれの立場で必要とされるもの・ニーズの要
求を想定し施設を計画する。

43 R4 Flower Festival　~みんなで彩ろう~

・目的：商店街のPR
・内容：ハーバリウムで映えスポットをみんなで作る
・期間：制作…ゴールデンウィーク、展示…3か月
・開催：学生・商店街の方々
・対象者：Instagram好きのお母さんがいる家族
・開催場所：商店街

44 R4
またこられま射水
射水市リピーター獲得計画

・パンフレット、マップの作成
・外国人観光客受け入れに賛同していただけるお店のみ掲載の外国人向けパンフレットの作
成
・SNSで情報を発信する
・旅行客ではなくリピータ―をつくる

優秀賞

45 R4
シニア人材の活用を核とした釣り場
振興策「いみず釣り名人プロジェク
ト」

シニア人材の活用を核とした釣り場振興策「いみず釣り名人プロジェクト」を提案する。こ
のプロジェクトは、
(1)子供向け釣りイベント（「いみずdeフィッシング～地元名人と釣り体験！～」）の開催
(2)地元シニア人材を核としたイベント運営チーム（「いみず釣り名人会」）の組織化
(3)イベントと釣り場のPRの展開（「広報室 supported byトミタン」）
の3つの柱から成る．

最優秀賞
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