2015年度「鯖江市役所ＪＫ課」活動状況一覧
日時

活動名

活動場所

1 3.23（月） 14:00～16:00

2期生募集に関する打合 市役所2階 区
長会連合会室
せ

2 3.30（月） 9:00～12:30

2期生募集ポスター掲示 市内各所
依頼

3 4.2（木）

オリジナルTシャツ案づ 市役所IT会議室
くり

14:00～16:00

4 4.15（水） 7:00～8:25

JR鯖江駅での募集チラ
シ配布

市役所4階会議
室

6 4.15（水） 17:00～19:30

JK課×若新ミーティン
グ

市役所4階 ＩＴ
会議室

7 4.20（月） 17:00～19:30

今後の活動打合せ

8 5.2（土）

JK課オリジナルスイー
ツ販売 with 若者部会

9:00～14:30

らてんぽ

嚮陽会館

9 5.2（土）

15:30～19:00

JK課2015スタートアッ 市役所新館4階
プ記者会見および若新P 多目的ホール、
4階会議室
打合せ

10 5.7（木）

17:00～18:30

つつじマラソン給水ボ
ランティアおよびピカ
ピカプラン4打合せ

11 5.10（日） 8:00～11:30

12 5.14（木） 15:00～17:30

つつじマラソン給水ボ
ランティア

市役所防災会議
室202

鯖江丹生消防組
合北中山分遣所

ピカピカプラン4打合せ tetote

JK課
参加者数

報道
機関数

活動内容

0

第2期生の参加申し込みが悪いので、いかに
募集すべきかについて検討した。検討の結果、
チラシを福井高専および丹生高校をはじめ、ア
ルプラ、映画館、ボーノ、tetote、JR鯖江駅、
福井鉄道西鯖江駅等に掲示を依頼する。
掲示依頼実施日は、3/30（月）とし、JK課
メンバーと担当高橋が各所を訪問する。

0

第2期生の参加募集のポスターを福井高専、
丹生高校、アルプラザ、映画館、ボーリング
場、ゲームセンター、JR鯖江駅、福井鉄道西
鯖江駅および図書館に直接出向いて掲示を依頼
した。メンバーからは、JR鯖江駅にて、直
接、ビラ配りをしたいとの意見があがった。

0

クラウドファンディングのお礼の品であるＴ
シャツ案について、2期生希望者5人で素案作り
を行い、次回、再調整することになった。
また、つつじマラソン給水ボランティアに参
加したいとの意見があり、全員が参加する方向
で決定した。

1

多くの女子高校生が利用されるJR鯖江駅に
て、JK課2期生メンバー4人と同プロジェクト
を支援する鯖江市民主役条例推進委員および鯖
江市役所職員が、JK課2期生メンバーの募集チ
ラシ（ティッシュ250個）を配布して、同プロ
ジェクトへの参加募集を呼び掛けました。

0

ＪＫ課2期生5人中4人が集まり、2期生初の
若新雄純プロデューサーによるミーティングが
行われた。若新プロデューサーによるＪＫ課プ
ロジェクトのレクチャーのあと、2期生の募集
の方法や今後の活動について打合せを行った。

2

JK課2期生5人中3人の他、JK課OGの1期生3
人、およびJK課OGと2期生メンバーの勧誘によ
り見学に訪れたJK課参加希望者6人（高専5
人、丹生1人）が集まり、今後の活動に関する
打合せを行った。また、打合せに先立ち、田中
碧さんの司会進行のもと、牧野市長から委嘱状
を授与した。なお、欠席した藤田里依奈さん、
山田瑠那さんの委嘱状は、後日手渡すこととす
る。

1

ＪＫ課第１期生と市内のお菓子店11店舗から
構成しているボーノ夢菓房とが協働して開発し
たＪＫ課オリジナルスイーツを市民主役条例推
進委員会若者部会（1期生メンバー3人も在籍）
が嚮陽会館にて販売するに当たり、ＪＫ課2期
生メンバーも一緒に販売を行った。

12

8

JK課2期生は、今日時点で13名集まってお
り、県内の高校（高専含む）5校から構成して
います。
同プロジェクトのプロデューサである若新雄
純氏（慶應大学特任助教、福井大学客員准教
授）から、プロジェクト2年目を迎えるに当
たっての説明のあと、JK課メンバーとのゆる
い会見と題してトークセッションを行いまし
た。

7

0

5.10つつじマラソン給水ボランティアおよび
5.23ピカピカプラン4の打合せを行った。

1

マラソン・シーズンの開幕を告げる恒例の
「第37回鯖江つつじマラソン」が、5月10日
（日）に鯖江市内のマラソン・コースで開催さ
れた。メンバーの希望により、「つつじマラソ
ン」でランナーの皆さんに水分補給を行う「給
水所」において、東陽スポーツクラブさんとの
コラボでボランティア活動を実施した。

0

5月23日（土）開催のピカピカプラン4につ
いて打合せを行い、企画内容を協議した。ピカ
ピカプランチーフになったメンバー4人が、当
日の司会進行等を行う。打合せ終了後、ヤマト
運輸、瀧波牛乳、キムラヤパンを訪問し、挨拶
および発注を行った。
なお、ピカピカプラン4の最終打合せを5.19
（火）に行い、宝作り等を行うこととする。

2

2

5

4

4

3

10

10

4

1

活動写真

日時

13 5.19（火） 17:30～19:30

14 5.21（木） 17:00～19:00

活動名

活動場所

ピカピカプラン4備品作 らてんぽ
成等打合せ

JK課×若新ミーティン
グ

嚮陽会館 サロ
ン室

15 5.23（土） 7:00～11:30

JK課ごみ拾い企画「ピ
カピカプラン4」

16 6.2（火）

16:45～18:45

JK課お散歩および今後
の活動に関する打合せ
について

17 6.9（火）

17:00～18:00

丹南CATVリポーター体 丹南ケーブルテ
レビ（株）さば
験打合せ
えスタジオ

18 6.14（日） 10:30～13:30

嚮陽会館西側か
ら日野川堤防

防災会議室202

丹南CATVリポーター体 古町商店街
験

IT会議室および
本町・古町商店
街

19 6.16（火） 16:45～18:30

今後の活動打合せおよ
びプレJK課お散歩

20 6.23（火） 16:30～18:30

JK課×若新ミーティン
グ

21 7.7（火）

丹南CATVリポーター体 丹南ケーブルテ
レビ（株）さば
験打合せ
えスタジオ

22 7.9（木）

17:00～18:30

15:30～18:15

23 7.12（日） 10:00～13:30

オリジナルスイーツ打
合せ（事前打ち合わせ
含む）

市役所4階IT会
議室

ブランヤマハ
ツ、市役所5階
会議室

丹南CATVリポーター体 古町商店街
験

JK課
参加者数

報道
機関数

活動内容

0

5月23日（土）開催のピカピカプラン4につ
いて打合せを行い、シナリオおよび備品作成等
を行った。宝さがしで使用する宝については、
クリーニングデイとしても実施するため、「不
要なモノを再利用し、モノを見つめ直す」とい
う趣旨から、家にある要らなくなったモノを持
ち寄り、「これがJK課の宝です」とメンバー
が記入したカードを貼って宝とすることになっ
た。

0

14人目のメンバー（さやか）に委嘱状を交付
後、若新プロデューサーの進行でミーティング
を行った。JK課の活動については、やりたい
ことをやりたい人がチームを作って実施するこ
ととする。各企画については以下のとおりと
し、どれに参加したいかについては、今後、
line上で、集約するものとする。

1

ゴミ拾い企画である「鯖江ピカピカプラン」
の第4弾を開催した。快晴の中、市内外から約
130人の参加者が集まり、JK課笑顔企画とし
て、宝探し、JK課じゃんけん大会、重量対決
の３つの催し物もごみ拾い後に行い、笑顔と笑
い声に溢れたごみ拾い企画となった。
また、今回も共催のヤマト運輸、鯖江市連合
青年団、xGCに加え、福井テレビ「エコプ
ロ」、エコネットさばえから記念品の無償提供
もいただき、参加者からは、「こんなに楽しい
ごみ拾いはこれまでしたことがなかった。次回
もぜひ参加したい。」との声をいただいた。総
重量125.9kgのごみが集まり、参加者の笑顔と
ともに、まちがきれいになったこのピカピカプ
ランは、早くも次回第5弾として8.29（土）に
計画しています。

5

0

若新プロデューサーとの「JK課お散歩」に
関して、東京と鯖江にてスカイプ会議を行っ
た。さばレポのアプリの改善が7月までかかる
ため、本格実施前に、一度どういった活動にな
るのかについて、さばレポを使用しなくても実
験的に実施してみたいとの意見があり、次回の
会議後に実施することになった。

2

0

丹南CATVのリポーター体験を実施するにあ
たり、事前打ち合わせを行った。今回の役割
は、ご縁市のPRを行うリポーター役を体験す
る。放映は生放送。

1

丹南CATVの生放送「さばスタライブ」にリ
ポーター役の体験を行った。8分間程度の出演
であった。今後の予定としては、丹南CATV林
部長によると、リポーター役だけでなくAD役
も体験可能であるとともに、近い将来的には
JK課枠として独自企画も検討していきたいと
のこと。

0

各企画についての今後の方向性について説明
後、今日のプロジェクトである「プレJK課お
散歩」について打合せを行った。メンバー2人
組に市職員が引率する体制で3班体制で本町、
古町商店街付近を散策した。散策時にメンバー
が気になるところをスマホ等で撮影し、後日、
コメントを添えてlineで報告することになっ
た。

0

若新プロデューサーからJK課お散歩の説明
後、6.16（火）に実施したプレJK課お散歩
part1の結果について話し合った。別途協議
し、8.11（火）～12（水）で実施することに
なったJK課合宿の日にあわせて、JK課お散歩
を初開催することになった。

0

丹南CATVのリポーター体験を実施するにあ
たり、事前打ち合わせを行った。今回の役割も
前回同様、ご縁市のPRを行うリポーター役を
体験する。放映は生放送で、屋台がメインで出
展されるので、食リポとなる。

0

JK課2期生によるオリジナルスイーツづくり
について打合せを行った。今年度の計画として
は、3回商品開発、販売するものとし、1回目は
9.19（土）～20（日）に開催される「中道アー
ト」、2回目は11月上旬開催予定の水ようかん
祭に併せて実施しするものとする。3回目は年
明けに実施するものとし、内容等については今
後検討するものとする。

0

先月に引き続き、丹南CATVの生放送「さば
スタライブ」にて食リポートの体験を行った。
生放送8分間の出演であったが、今回は4人が体
験し、概ね放送事故もなく無事に終えることが
できた。ご縁市開催期間終了後に、JK課枠と
しての独自企画を放送することが予定されてい
るので、今後、内容との検討を行う必要があ
る。次回は8月9日（日）開催予定

3
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活動写真

日時

活動名

活動場所

24 7.14（火） 17:00～18:45

ＪＫ課ごみ拾い企画
市役所4階ＩＴ
「ピカピカプラン5」打 会議室
合せ

25 8.4（水）

16:30～18:00

丹南CATVリポーター体 丹南ケーブルテ
レビ（株）さば
験打合せ
えスタジオ

15:30～17:45

オリジナルスイーツ打
合せ（事前打ち合わせ
含む）

26 8.6（木）

市役所3階会議
室

JK課
参加者数

8

5

6

報道
機関数

活動内容

0

ＪＫ課ごみ拾い企画「ピカピカプラン5」の
打合せを行った。今回は、協力団体であるヤマ
ト運輸、福井テレビ「エコプロ」、鯖江市連合
青年団、エコネットさばえの方も参加した。概
ねこれまで同様の内容で実施するものとし、終
了後、参加者を引き続き若者部会（all free）
によるイベントにつなげることになった。

0

丹南CATVのリポーター体験を実施するにあ
たり、事前打ち合わせを行った。今回の役割
は、誠市のPRを行うリポーター役を体験す
る。放映はこれまでと同様に生放送だが、5分
しかないので、2グループに分かれて1か所ずつ
紹介する予定。

1

JK課2期生提案によるオリジナルスイーツ案
12品について、メンバーが説明後、意見交換を
行った。提案のあったスイーツ案について、今
後、ボーノ夢菓房で分散して試作品を作り、9
月7日（月）17：00から試食会を開催し、披露
販売は9月19日（土）および20日（日）に中道
アートのイベント時に行う。

丹南CATVリポーター体 誠市
験

5

1

先月に引き続き、丹南CATVの生放送「さば
スタライブ」にて誠市でリポーター体験を行っ
た。6分間の生放送の出演予定でしたが、カメ
ラの機材トラブルにより、収録を行い同日夜の
再放送で放送された。今回はこれまでで最多の
5人が体験した。次回は、次回は9月13日
（日）に開催予定。

28 8.12（水） 10:00～11：00

FBCラジオ「エコーメイ 市役所IT会議室
ト」出演

1

1

FBCラジオのエコーメイトに出演し、JK課プ
ロジェクトについて説明後、ピカピカプラン5
やオリジナルスイーツ披露販売の告知を行っ
た。

29 8.12（水） 13:30～15:30

JK課若新ミーティング
市役所4階IT会
＆ピカピカプラン5打合 議室
せ

2

0

今後のJK課メンバー同士の交流について話
し合った。今後、2年生のあかねちゃんとりい
なちゃんが中心となってメンバーに声掛けをし
ていくことになった。

30 8.26（水） 13:30～16:30

明治大学「熟議」参加

3

2

鯖江市と明治大学の連携協定の一環として、
平成22年度から実施している「鯖江ブランド創
造プロジェクト」の熟議にJK課のメンバーも
参加し、意見交換を行った。

3

ゴミ拾い企画である「鯖江ピカピカプラン」
の第5弾を開催した。今回は雨の降る中、市内
外から約80人の参加者が集まり、宝探し、JK
課じゃんけん大会、重量対決の３つの催し物を
笑顔と笑い声に溢れた中でのごみ拾い企画とな
りました。総重量98.1kgのごみが集まり、参加
者の笑顔とともに、まちがきれいになったこの
ピカピカプランは、次回第6弾として10月下旬
ごろに開催を予定しています。

27 8.9（日）

31 8.29（土）

10:00～14:30

7:00～9:45
（14：00）

JK課ごみ拾い企画「ピ
カピカプラン5」

うるしの里会館

鯖江中学校付近

8

JK課オリジナルスイー
32 9.7（月） 17:00～18：45
ツ試食会

市役所5階食堂

13

3

JK課各メンバーが考案したオリジナルス
イーツ11種の試食会が行われ、メンバーの投票
の結果、7種類に絞られた。9.19（土）、20
（日）に開催される「河和田くらしの祭典」で
披露、販売する。

33 9.8（火）

11:00～11:45

福島県中高生視察受入
スカイプ会議

市役所4階IT会
議室

1

0

10.10（土）～10.12（日）にかけて鯖江市に
滞在し、鯖江市やJK課プロジェクトを視察す
る双葉郡教育振興ビジョン地域交流事業の打合
せをスカイプ会議にて実施した。

34 9.8（火）

13:00～15:20

文教大学視察研修対応

市役所4階IT会
議室

1

0

JK課プロジェクトに関する文教大学（神奈
川県茅ケ崎市）の視察研修が開催され、市職員
のプロジェクト説明後、JK課メンバーへ直接
質疑応答が行われた。

35 9.8（火）

13:00～15:20

丹南CATV打合せ

丹南CATVさば
えスタジオ

0

9.13（日）に丹南CATVのリポーター体験を
実施するにあたり、事前打ち合わせを行った。
今回は、ご縁市のPRを行うリポーター役で、
放映はこれまでと同様生放送で4分×2シーンを
行う予定。

4

3

活動写真

日時

活動名

活動場所

JK課
参加者数

報道
機関数

活動内容

36 9.12（土） 9:00～16:00

めがねフェスティバル1 めがね会館特設
会場
日目

3

2

めがねフェス2015にて、巫女として、めがね
供養の神事およびめがねくじを担当した。ま
た、でこでこめがねワークショップ係として、
子どもたちに紙のめがねづくりも一緒に行っ
た。

37 9.12（土） 16:30～18:30

地方創生高校生インタ
ビュー

2

2

地方創生戦略室が取り組む「人口ビジョンおよ
び地方版総合戦略」の策定作業にかかる高校卒
業前後の若者層の定住意向に関するグループイ
ンタビューに参加した。

38 9.13（日） 9:00～16:00

めがねフェスティバル2 めがね会館特設
会場
日目

6

0

めがねフェス2015の2日目も、巫女としてめが
ねくじを担当するとともに、でこでこめがね
ワークショップ係として、子どもたちに紙のめ
がねづくりも一緒に行った。

39 9.13（日） 10:00～12:30

丹南CATVリポーター体 ご縁市会場
験

3

0

先月に引き続き、丹南CATVの生放送「さば
スタライブ」にて、ご縁市でリポーター体験を
行った。4分間×2場面に出演し、マジック
ショーとメガネブコスプレイヤーのリポートを
行った。

40 9.19（土） 9:00～17:00

JK課オリジナルスイー
ツ披露販売1日目

河和田町中道通
り ※河和田く
らし巡り会場

5

3

河和田くらし巡りイベントにおいて、ボーノ
夢菓房とのコラボにより、ＪＫ課メンバーが考
案したＪＫ課オリジナルスイーツ2015の７種
類＋1期生製作1種類の計8種類を販売した。

41 9.20（日） 9:00～17:00

JK課オリジナルスイー
ツ披露販売2日目

河和田町中道通
り ※河和田く
らし巡り会場

3

3

河和田くらし巡りイベントにおいて、ボーノ
夢菓房とのコラボにより、ＪＫ課メンバーが考
案したＪＫ課オリジナルスイーツ2015の6種類
＋1期生製作5種類の計11種類を販売した。

0

10月31日（土）開催のJK課ごみ拾い企画
「ピカピカプラン6」について打合せを行っ
た。
今回の集合場所は初の鯖江市文化センター前
駐車場とし、お掃除エリアは鯖江市文化セン
ターからJR鯖江駅までの区域および国道8号線
沿いとする（当日は、文化センターおよび体育
館での大きなイベントはなし）。

0

JK課のメンバー（第1期OG含む）が全国から
集まる若手自治体職員と一緒に、双葉郡の中高
生も交えて鯖江市内の様々な企業・団体とチー
ムを組み、地域に還元できる企画やアイディア
を考えて実行する「同時多発JK」という活動
を行った。

5

－

福井県内唯一の陸上自衛隊鯖江駐屯地とJK
課とのコラボ企画について初めての打合せを
行った。自衛隊側としては、自衛隊の活動を広
く市民に周知したいとのことであった。まず
は、10.31（土）に開催予定のヘリコプター搭
乗体験を行い、11月に鯖江駐屯地内で開催す
る。

11

－

これまでの半年間の活動を振り返るととも
に、メンバーは6つの高校から集まっており、
これまでなかなか話す機会がなかったので、メ
ンバー総当たりの1対1の語る会を催した。

42 9.30（水） 16:15～18:30

43

44

10.11
（日）

10.20
（水）

10.23
45
（金）

10.28
46
（木）

47

10.30
（金）

8:15～17:00

市役所3階会議
室

ここる

ピカピカプラン6打合せ 会館内

JK課インターンシップ
「同時多発JK」

※嚮陽

嚮陽会館、市内
各所

3

7

JK課×陸上自衛隊打合
せ

市役所4階ＩＴ
会議室

17:30～19:00

JK課全体会議

市役所4階ＩＴ
会議室、3階会
議室、防災会議
室201・202、区
長会室、第2委
員会室

16:30～18:00

丹南CATVまいどわいど 丹南CATVさば
えスタジオ2階
生放送打合せ
事務所

2

－

丹南CATVまいどわいどの生放送において、
10.31（土）開催のJK課ごみ拾い企画「ピカピ
カプラン6」を中継するにあたり、ピカピカプ
ランチーフのメンバーと打合せを行った。放送
は、前半後半2回の7分ずつあり、2つのグルー
プを撮影する。

17:30～19：30

ゆるい移住×JK課×高
年大学による意見交換
会

4

6

ゆるい移住メンバーと高年大学との意見交換会
に参加し、鯖江の良いとこ、悪いとこについて
話し合った。

17:30～19:00

市役所新館4階
会議室

4

活動写真

日時

48

49

10.31
（土）

10.31
（土）

活動名

8:30～11:30

JK課ごみ拾い企画「ピ
カピカプラン6」ハロ
ウィーンバージョン

12:30～16:30

陸上自衛隊ヘリコプ
ター搭乗体験および意
見交換会

活動場所

鯖江市文化セン
ター付近

陸上自衛隊鯖江
駐屯地

50 11.6（金） 16:30～19:00

丹南CATVリポーター体 丹南CATVさば
えスタジオ
験11月打合せ

51 11.8（日） 9:00～15:00

JK課オリジナルスイー
ツ販売

市民ホールつつ
じ

丹南CATVリポーター体
験

ご縁市会場およ
び市民ホールつ
つじエントラン
スホール

52 11.8（日） 9:00～12:30

53 11.8（日） 13:15～14:15

54

55

56

57

58

59

11.18
（水）

12.10
（木）

12.11
（金）

12.13
（日）

12.17
（木）

12.21
（月）

17:00～19:00

16:30～19:00

17:00～19:00

9:00～12:30

17:00～19:00

17:00～19:00

全体会議

市民ホールつつ
じ2階フロアー

JK課×若新Pミーティン 市役所4階IT会
議室
グ

丹南CATVリポーター体 丹南CATVさば
えスタジオ
験12月打合せ

陸上自衛隊コラボ企画
打合せ

陸上自衛隊鯖江
駐屯地

丹南CATVリポーター体 ご縁市会場
験

JK課×若新Pミーティン 市役所2階 防災
会議室201
グ

JK課×ゆるい移住コラ
ボ企画打合せ

市役所2階 防災
会議室201、202

JK課
参加者数

9

8

2

11

2

11

2

2

4

2

6

6

報道
機関数

活動内容

6

ゴミ拾い企画である「鯖江ピカピカプラン」
の第6弾を開催した。今回はハロウィーン当日
ということで、参加者は思い思いの仮装着を身
に包み、市内外から約100人の参加者が集まっ
た。宝探し、JK課じゃんけん大会、重量対
決、JK課が選ぶベストドレッサー賞の4つの催
し物を開催し、参加者の笑顔と笑い声に溢れた
中でのごみ拾い企画となった。

0

陸上自衛隊鯖江駐屯地にてヘリコプターの搭乗
体験を行った。今後、JK課と陸上自衛隊との
コラボ企画を行うに当たり、搭乗後、陸上自衛
隊の若手隊員との意見交換を行った。メンバー
からは、陸上自衛隊1日または1泊体験を行いた
いとの意見もあり、次回以降の打合せで協議し
ていくこととなった。

0

11.8（日）に丹南CATVのリポーター体験を
実施するにあたり、事前打ち合わせを行った。
今回は、ご縁市にて、防火協会の防火月間PR
およびJK課オリジナルスイーツ販売の様子を
中心にリポートすることになった。また、今回
から、生放送ではなく収録にて実施することに
なった。メンバーからも画面切り替えのシーン
やリポート時の質問内容などにJKらしい提案
をだして収録に挑むことになった。

1

ボーノ夢菓房とのコラボにより、今年最後の
JK課オリジナルスイーツを限定販売した。今
回は、1期生、2期生が考案した10種類のス
イーツを販売するとともに、同会場にて水よう
かんも一緒に販売した。

1

9月に引き続き、丹南CATVの生放送「さばス
タライブ」にて、ご縁市でリポーター体験を
行った。4分間の番組に出演し、防火協会が主
催する消火体験やJK課オリジナルスイーツ販
売をリポートした。なお、今回は、生放送では
なく、収録形式で実施した。次回は12月13日
（日）に実施予定。

0

JK課2期生の活動が半年間過ぎ、これからどん
な活動をしたいかについて、付箋紙を使い、メ
ンバーそれぞれが思いを出し合った。活動希望
内容を項目ごとに分けて、担当チーフ決めを
行った。
（自衛隊コラボ）まなえ・優希、（TSUGI、
with、ゆるい移住コラボ）あかね・まや、
（パーカー作製）あやな・まなえ、（1対1お
しゃべり会）みさ・優希、
（JK年賀状）りいな・かおり・さやか

1

2015年度後半以降のJK課メンバーの活動に
ついて話し合った。前回の全体会議で決まった
内容を参加メンバーが若新Pに報告するととも
に、新たな活動案も提案した。新しい提案につ
いては、次回再度協議することになった。（新
しい提案）JK課雪かきプロジェクト、次年度
勧誘中学生向けJK課体験、JK課講演会、トイ
レットペーパーハート大作戦 等

0

12.13（日）に丹南CATVのリポーター体験を
実施するにあたり、事前打ち合わせを行った。
今回は、ご縁市にて、消しゴムはんこワーク
ショップおよびぜんざいふるまいを中心にリ
ポートすることになり、メンバー自らがセリフ
や流れを作ることになった。

0

陸上自衛隊鯖江駐屯地にて、JK課自衛隊担
当の4人と自衛隊広報担当者2人および女性隊員
3人とでコラボ企画の打合せを行った。コラボ
企画の内容としては、JK課メンバーの自衛隊
一泊体験で自衛隊に入り、体験だけでなく、自
衛隊員の素顔をリポートすることになった。実
施日は、3月5日（土）朝から6日（日）午前中
までの予定。

1

先月に引き続き、丹南CATVの生放送「さば
スタライブ」にて、ご縁市会場で3分間の現場
リポート（事前収録）および番組オープニング
およびエンディングに生出演し、ご縁市のPR
を行った。また、収録後、丹南CATVの林部長
と自衛隊一泊体験の取材に関する打合せを行っ
た。林部長からは改めて全国のCATVへ映像配
信したいとの申し出があった（自衛隊には連絡
済）。

0

JK課メンバーの呼称については、昨年度卒
業したメンバー（11人）を1期生、現在のメン
バー（15人）を2期生、来年度4月以降に加入
するメンバーを3期生として位置づける。JK課
としての呼称については、今年度使用している
「JK課2期生」ではなく、あくまで「鯖江市役
所JK課」と呼ぶようにする。

0

JK課とゆるい移住メンバーとでコラボ企画に
ついて、ゆるい移住メンバー2人とJK課メン
バー2人のグループを3チーム作り、途中、メン
バーチェンジを繰り返しながらワークショップ
を行い、最後に各グループから発表を行った。
①寒い冬に遊んで心から温まろう、②JKのレ
ポート＆恋愛相談、③ゆるい移住のリフォーム
計画、④食！交流を深めながら

5

活動写真

日時

60

12.24
（木）

2016.1.7
61
（木）

2016.1.7
62
（木）

活動名

活動場所

JK課
参加者数

報道
機関数

活動内容

2

0

JK課加入希望者とゆるい移住メンバーにJK課
プロジェクトについて説明の上、加入希望者の
加入が決定した。その後、ゆるい移住メンバー
とのコラボ企画について、withのメンバーも巻
き込みながら、事前打合せを行った。

0

一般財団法人地域活性化センター職員3人に
対するJK課プロジェクトの視察受入れに参加
した。市職員によるプロジェクトの説明の中
で、メンバーはまちづくりに対する思いや感想
をはじめ、活動内容の説明や質疑に対して応対
した。

0

3月5日（土）～6日（日）に実施予定の陸上
自衛隊鯖江駐屯地体験入隊プロジェクトの当日
日程等について、自衛隊担当メンバーにより打
合せを行った。この打合せ結果については、今
月27日（水）に鯖江駐屯地で行われる自衛隊側
との打合せ時にJK課案として提案する。

5

0

12月21日に協議したゆるい移住とのコラボ
企画について、メンバーで事前打合せを行っ
た。協議の結果、2月は試験期間と重なり、3月
は自衛隊コラボ企画と中学生体験＆討論会企
画、更には新人勧誘が重なるため、ゆるい移住
とのコラボ企画は、5月以降に延期したいとの
結論に至った。

2

1

福井新聞社が発刊する高校生2年生全員配布の
「Dream」の取材対応を行った。自分の将来の
夢とJK課としての活動内容について自分の想
いを語りました。

2

今後の活動計画について再確認を行うととも
に、若新プロデューサーから、都市計画とまち
づくりの相違点や今後のJK課の活動指針の説
明があった。JK課メンバーもいろんな考えを
持って集まってきているので、「ゆるゆるや
る」のもJK課であり、「バリバリやる」のも
JK課でというスタンスで考えていきたいとの
ことであった。

0

鯖江市役所JK課プロジェクトに取り組む鯖江
市が、総務省所管の平成27年度ふるさとづくり
大賞総務大臣表彰を受賞したことを受け、広報
さばえ3月号への記事掲載のため市長とJK課1,2
期生の記念撮影を行った。続けて、市長とJK
課とでこれまでの活動の振り返りやこれからの
活動計画について、懇談を行った。

2

3月5日（土）～6日（日）に実施予定の陸上自
衛隊鯖江駐屯地体験入隊プロジェクトの当日日
程等について打合せを行った。JK課メンバー
から提案のあった自衛官の私服ファッション
ショーや懇談会、サバイバルレース等の様子を
丹南CATVの密着取材や各新聞、市HP、JK課ブ
ログ等で発信する。

18:30～20:30

JK課加入希望者相談会
およびゆるい移住コラ
ボ企画事前打合せ

市役所2階 防災
会議室202

14:00～17:00

地域活性化センター視
察受入対応

市役所2階 防災
会議室201

17:00～18:45

自衛隊コラボ事前打合
せ

市役所2階 防災
会議室202

63

2016.1.13
（水）

17:00～18:40

ゆるい移住コラボ事前
打合せ

64

2016.1.18
（月）

16:45～18:15

福井新聞「Dream」取材 JR鯖江駅ホーム
および2階
対応
「tetote」

65

66

67

2016.1.20
（水）

2016.1.27
（水）

2016.1.27
（水）

17:00～19:00

16:50～17:20

17:40～19:30

市役所5階会議
室

市役所新館4階

若新P全体ミーティング 会議室

市長記念写真および懇
談

JK課×陸上自衛隊コラ
ボ企画打合せ

市長応接室

陸上自衛隊鯖江
駐屯地

3

5

6

2

2

68

2016.2.16
（火）

17:00～19:10

JK課全体打合せ

市役所3階会議
室

8

1

3月21日（月祝）開催予定の「JC3×JK課体
験会＆討論会」について意見交換を行った。決
定事項としては、午前中にJC3体験を行い、昼
食後午後からワークショップを行う。また、出
身中学校の後輩に声掛けするため、鯖江市内の
中学校だけでなく、市外の出身中学校も訪問
し、ポスター掲示を依頼する。

69

2016.2.19
（金）

17:30～18:30

JK課たまのもり対談
part1

市役所2階防災
会議室202

1

0

ゆるい移住プロジェクト参加者の森一貴さん
が運営するブログ「たまのもり」での対談企画
として、JK課メンバーが対応した。この日
は、まやが対談し、来週みさが対談する。

70

2016.2.22
（月）

18:00～19:00

JK課たまのもり対談
part2

市役所2階防災
会議室202

1

0

ゆるい移住プロジェクト参加者の森一貴さん
が運営するブログ「たまのもり」での対談企画
として、JK課メンバーが対応した。この日
は、前週のまやに続いて、みさが対談した。

71

2016.2.24
（水）

10:00～17:00

JC3×JK課体験会にかか 崎、朝日、鯖
江、中央、東
る中学校訪問①

5

0

3月21日（月祝）開催予定の「JC3×JK課体
験会」に向けて、メンバーの出身中学校を訪問
し、PRチラシを中学校の掲示板に掲示してい
ただけるよう校長または教頭に依頼した。

出身中学校（宮
陽）

6

活動写真

日時

活動名

活動場所

JK課
参加者数

報道
機関数

活動内容

72

2016.2.25
（木）

10:00～16:00

JC3×JK課体験会にかか 出身中学校（万
葉、武生第二、
る中学校訪問②
足羽）

4

0

3月21日（月祝）開催予定の「JC3×JK課体
験会」に向けて、メンバーの出身中学校を訪問
し、PRチラシを中学校の掲示板に掲示してい
ただけるよう校長または教頭に依頼した。

73

2016.2.29
（月）

14:00～17:30

JK課全体打合せ

防災会議室202

6

0

今後開催予定の企画について打合せを行っ
た。参加者募集のための告知を行うとともに、
翌日、消耗品等の買い出しを行うこととする。

74

2016.3.1
（火）

13:30～17:00

3月イベントにかかる備 100均およびド
ン・キホーテ
品買出し

3

0

3月開催予定の自衛隊コラボにおけるファッ
ションショーのベストドレッサー賞をはじめ、
1期生×2期生交流会で使用する消耗品等の買い
出しを行った。

5

福井県内では唯一存在する陸上自衛隊鯖江駐
屯地の活動や自衛官の素顔を市民に広く伝える
ため、全国で唯一の女子高生がまちづくりを行
う「鯖江市役所JK課」が自衛隊に体験入隊し
た。JK課メンバーからの提案で、福井豪雨や
東日本大震災等での災害救助時に必要となった
ロープワークや土のうづくり、「自衛官私服
ファッションショー」を行った。

1

2014年4月にスタートした「鯖江市役所ＪＫ
課プロジェクト」が間もなく2年目を終えよう
としています。
3年目を迎えるに当たり、今回初めて、現役
だけでなく卒業生も含めたＪＫ課メンバーが一
堂に会し、これからのＪＫ課についてや進路の
ことなど、ゆるい雰囲気で意見交換を行いまし
た。

0

3.13（日）に丹南CATVのリポーター体験を
実施するにあたり、事前打ち合わせを行った。
今回は、最後のご縁市ということで、30分番組
の内20分間出演し、榎アナウンサーとともに生
放送でリポートを行う。当日は、朝9:30スタジ
オ集合。

2016.3.5
75 （土）～6
（日）

76

2016.3.8
（火）

2016.3.10
77
（木）

JK課×自衛隊体験入隊

陸上自衛隊鯖江
駐屯地

5

17:00～19:00

JK課1期生×2期生意見
交換会

16:15～18:00

丹南CATVリポーター体 丹南CATVさば
えスタジオ
験3月打合せ

9:00～13:00

丹南CATVリポーター体 び市民ホールつ
つじエントラン
験3月

2

1

今回最終の丹南CATV生放送「さばスタライ
ブ」にて、30分番組の内、20分間出演し、同
じく最終となるご縁市でリポーター体験を行っ
た。なお、丹南CATVの4月以降の番組編成次第
では、JK課が出演する可能性があるため、一
度、打合せを行う必要がある。

JK課全体打合せ

8

0

3月21日（月・祝）開催の「JC3×JK課体験
会」および「JK課とガチで語ろう」の詳細に
ついて話し合い、名札等の準備物を作成した。

3

鯖江市役所JK課2年目のファイナル企画とし
て、「JC3×JK課体験会」企画および「JK課と
ガチで語ろう」企画をダブル開催しました。午
前中のJC3企画には、市内外の中学3年生9人が
集まり、JK課オリジナルスイーツ案の作成を
はじめ、JK課プロジェクトや高校生活等の
テーマをもとに話し合いを行いました。午後か
らのガチで語ろう企画には、市内外から15人の
参加者が集まって、都市計画、まちづくり、そ
して次に生まれるものについて、ワールドカ
フェ方式にて、5つのグループで話し合い、最
後にグループごとに話し合いました。

市役所防災会議
室201,202

10

2

ご縁市会場およ

2016.3.13
78
（日）

スホール

79

2016.3.15
（火）

2016.3.21
80 （月・
祝）

14:00～17:30

8:30～16:30

JC3×JK課体験会＆JK
課とガチで語ろう

防災会議室201

市役所4階会議
室

8

7

活動写真

