
名前　：　原　瀬里香	
	

所属　：　氷見市役所　地域振興課	
	

自己紹介：	

 ・ 高岡市福岡町出身	

 ・ 前職は小学校の先生	

 ・ 結婚３年目　１歳の息子がいます	

 ・ 趣味はゴルフ、漫画	

こんな活動をしています。	
　結婚したい気持ちがあっても「出会い
がない」と悩んでいる独身男女を対象に
お見合いやイベント、セミナーを開催し、
結婚に向けての支援をしています。	

こんな高校生に伝えたい！	
・ 人と関わることが好きな人	
・ イベントを企画したり、参加したりする	
　のが好きな人	
・ 人生設計について考えてみたい人	
	

分野：人づくり	
私の問い：『結婚の希望をかなえ、多様な家族が幸せを実感できる生活	
　　　　　　　の実現』	

１	



分野：公共交通	
私の問い：『自家用車は便利だけど、公共交通が無くなったらどうなる？』	

名前　：　林　美湖	
	

所属　：　氷見市役所　公共交通担当	
	

自己紹介　：	
・　佐渡生まれ　大学から東京生活３０年	
・　2016年冬、氷見に移住	
・　職歴：商社→２回目の大学→NPO法人	
　　→世田谷区役所→横浜市役所	
・　まちあるきが趣味	

こんな活動をしています	
	

バスや電車は多額の補助金＝税金を
使って維持されています。公共交通の
維持・活性化について考えています。	
	

こんな高校生に伝えたい！	
・いつも保護者に自家用車で送迎して	
　もらっているひと	
・公共交通を使うひとが増えるアイデア	
　を出してみたいひと	
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分野：農業、教育など	
私の問い：『大学との連携で氷見市を活性化するには』	

名前：檜垣　修太	
	

所属：氷見市　地方創生推進課	
	

自己紹介：	
・小矢部市在住で氷見市で働いてます	
・県外の大学を出て地元に戻ってきまし

た	
・野球とサッカー、卓球大好き（見る専

門）	
	

こんな活動をしています。	
	
名古屋にある名城大学の先生と企業や地域
の人たちを繋ぎ、農業や教育分野などの課
題を解決するお手伝いをしています。	

こんな高校生に伝えたい！	
	
・大学で学べることを知りたい人	
・将来農業関係の仕事に携わってみたい人	

４	



分野：生物	
私の問い：『好きなことを仕事にするために、やるべきことは何か』	

名前：　西尾　正輝（にしお　まさき）	

所属：　氷見市教育委員会　学芸員	

自己紹介：	
・ 大阪出身（未だに関西の人？と言われ

る）	
・ ２００３年に氷見に移住（氷見での生活は、

皆さんと同じ位です）	
・ 子供４人とモルモット３匹	
・ 日本プロ麻雀連盟二段位	

こんな活動をしています。	
	
・天然記念物の保護や研究	
・ひみラボ水族館の管理	
・市役所の仕事	

こんな高校生に伝えたい！	
	
・生物系に進学希望の人	
・好きなことを仕事にしたい人	
・研究者になりたい人	

５	



分野：移住	
私の問い：『氷見に移住者が増えるには』	

名前：藤田　義史	
	

所属：氷見市地域おこし協力隊	
	

自己紹介：	
・神奈川県川崎市生まれ	
・2020年4月に氷見市に移住	
・学生時代はサッカー部に所属していました	
・趣味はamazonプライムでアニメ等の鑑賞	

こんな活動をしています。	
	
氷見市IJU応援センターで移住のサポー
トと空き家の発掘を行っています。	

こんな高校生に伝えたい！	
	
・地域の課題や移住事情に興味があ
る！	
・もっと氷見の魅力を知りたい！	

６	



分野：製造業（縫製）	
私の問い：『この場所で縫製業を続けていくということ』	

名前：白石　小百合	
	

所属：株式会社ラポージェ	
	

自己紹介：	
・氷見市生まれ	
・工芸高校デザイン科卒業後、染色科のあ

る専門学校へ	

・ 2015年より代表取締役となる	

・「図南の翼」はおすすめです。	

こんな活動をしています。	
	
社員２０名の着物の縫製＆機械開発の
会社を妹とともに運営しています。	

こんな高校生に伝えたい！	
考えることは大切ですが、心に秘めたま
までは、伝わらない。	
考えを伝えることに臆病にならないで。	

７	



分野：建築工事業	
私の問い：『労働力不足を解消するには』	

顔写真	
または	

仕事風景などの写真	

名前：笠島　一之	
	

所属：㈱島屋　代表取締役社長	
	

自己紹介：	
・神奈川県藤沢市生まれ　氷見市育ち	
・一級建築士（祖父と父も）	
・建築屋の3代目（一番会社を潰しやすい）	
・毎日がスペシャルかも！？	

こんな活動をしています。	
・民間住宅や工場・事務所、公共工事等
地域の建築をとおして地域の発展の役
にたてるよう日々がんばっています。	

こんな高校生に伝えたい！	
・社会の実情を知りたい	
・建築に興味がある	
・日々の課題・困難に勇気をもって立ち
向かう人	

8	



分野：水産加工業	
私の問い：『この先どうなる氷見の魚は』	

顔写真	
または	

仕事風景などの写真	

名前：越田 喜一郎（こしだ きいちろう）	

所属：（株）越田商店　専務取締役	

自己紹介：	
・１９９４年　氷見高校普通科卒	
　（ソフトテニス部主将でインターハイ出場）	
・１９９７年　神奈川大学経済学部修了	
・　同年　　  横浜丸魚（株）入社	
・２０１１年　３６歳で氷見へＵターンし越田

商店に従事	

こんな活動をしています。	
・健康志向のニーズに対応できる商品
の開発と販路開拓	
・異業種とのコラボで地域活性化	
・大阪の百貨店で小売店舗の運営	
	
	

こんな高校生に伝えたい！	
・今は基礎学力を学び、次の進路で人
間力を身につけ、将来は常に挑戦の旅。	
・東京、大阪、名古屋金沢どこがいい？	
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分野：建設業と農業	
私の問い：『若者が選択したいと思える職業に』	

顔写真	
または	

仕事風景などの写真	

名前：鎌仲　和紀　（４４歳）	
	

所属：　有限会社 鎌仲建設	
　　　　　　　　　　　　　（キトキトファーム）	

自己紹介：	
・　氷見市で生まれ高校卒業後、神奈川県の建

設会社へ就職し、２１歳で氷見に戻る	
・　公共事業を中心とした建設業を楽しみながら

やってます	
・　８年前に他界した父親の『山葡萄』の栽培、商

品開発、販売をしてます	

こんな活動をしています。	
	
仕事風景等をSNSで発信し、若年層に建
設業の魅力を知ってもらいたいと奮闘
中	

こんな高校生に伝えたい！	
	
・人とのつながりの大切さ	
・仕事のやりがい	
	

１１	



分野：商業、小売	
私の問い：『小さなまちのホペイロになるためには』	

名前：桶家　秀介（おけいえ　ひですけ）	
所属：ブンシンスポーツ（個人事業：スポー

ツ用品店経営）	
自己紹介：	
・スポーツでメシを食う、その道のプロに	
・東京の大学にもいきました。都会に住み、全国を仕

事で回って、まわりまわって氷見で仕事してます。	
・自分でいうのも可笑しいけど、意外にアイディアマ

ン	
・手に技術はないけど、職人さんの仕事が大好き	

こんな活動をしています。	
スポーツ（遊び）も仕事も「真剣に」真面
目にバカになってやること！	

こんな高校生に伝えたい！	
氷見は田舎だからと思ってる高校生	
都会にいって将来設計を夢見る高校生	
部活やスポーツ、趣味がある高校生	

１２	



分野：音楽	
私の問い：『自分が思う「より良い曲」を作るには』	

名前：三ノ宮　一貴	
	

所属：（株）三ノ宮燃料	
	

自己紹介：	
・氷見高校出身、東京へ進学後、Uターン	
・前職は音楽プロデューサー、現職はエネル

ギー、住宅関連の会社を経営	
・今はwebを使い、主に海外で作品を公表	

こんな活動をしています。	
	
昼はLPガスや住宅の水回りの仕事をし
ている傍ら、夜は自分の作品を創作した
り、楽曲プロデュースをしています。	
	

こんな高校生に伝えたい！	
•  将来なにをしたいかわからない人！	
•  クリエイティブな活動をしたい！	
•  自分の趣味を仕事にしたい人！	
•  趣味がないって人！	

１３	



分野：木材・地域資源	
私の問い：『木の燃料を通じて考える、豊かな地域とは何か』	

顔写真	
または	

仕事風景などの写真	

名前：　竹平　政男	
	

所属：　日本ペレットストーブ工業会　会長	
	

自己紹介：	
・　高岡市出身、高岡市在住	
・　30歳で木質ペレットストーブメーカー転職、　　	
　　前社長の死去に伴い33歳で社長就任	
・　6年前に工業会設立、初代会長に就任	
・　好きなテレビ「ブラタモリ」	

こんな活動をしています。	
	
木を燃料として使うのが当たり前な	
世の中を作り、結果として地域を	
豊かにする	

こんな高校生に伝えたい！	
・火を見て癒されたい	
・地域資源を活かしたい	
・先人達が残した技術を発展させたい	
・東京の言いなりは嫌だ	

１４	



分野：ビジネス・起業	
私の問い：『氷見市で自分の好きなことを仕事にする人を増やすためには』	

名前：一川　有希	
	

所属：氷見市ビジネスサポートセンターHimi-Biz	
	

自己紹介：	
・氷見高校OB（HIMI学　第1期生）	
・県外大学卒業後、関西のNPO法人就職	
・2020年5月氷見にUターン	
・最近アマゾンプライムで呪術廻戦を見始め

ました！	

こんな活動をしています。	
	

氷見市内の中小企業やこれから起業し
たい人に向けてアドバイスを行うビジネ
スサポートセンターの運営・広報	

こんな高校生に伝えたい！	
	

・自分の好きなことを仕事にしてみたい	
・広報のお仕事について興味がある	
・氷見で働くことに興味がある	
・氷見のカッコいい大人達を知りたい	
	

１５	



分野：　地方創生	
私の問い：『住む！生活する！生きる！』ってなに？	

名前：　　禅野　葵	
所属：　　氷見青年会議所（OB）　外部監事	
自己紹介：	
・　氷見市で建設会社を経営し、地域課題	
　　解決に自社のノウハウを取り入れている	
・　みんなと同じが嫌いで、常に変化を求め	
　　ています	
・　出来ない理由を考えるより、どうしたら	
　　出来るか考えよう	

こんな活動をしています。	
中学校で共生社会とヒューマニティにつ
いて考える授業の実施（2019年）	
日本一のもみじ山づくり（2019年～）	
現在は地域創生機構の立上げ準備中	

こんな高校生に伝えたい！	
・　なんとなく日々時間が過ぎている人	
・　『幸せ』が好きな人	
・　今の自分が嫌いな人。変化したい人	

１６	



分野：木材	
私の問い：『100年後の豊かな暮らしを見据えた取り組み』	

名前　：　岸田　真志	
	

所属　：　岸田木材株式会社	
	

自己紹介：	
・1984年氷見市生まれ。37歳。	
・大学進学で上京し、東京の建設会社に就職。　	
　引っ越しは8回経験。	
・2018年に16年ぶりに氷見にUターン。	
・BBQ好き	

こんな活動をしています。	
	
街と海と山とのつながりをわかりやすく	
伝えて、利活用できる仕組みをつくる	
仕事。	
	

こんな高校生に伝えたい！	
・氷見がそんなに好きじゃない	
・都会に憧れがある	
・木にいいイメージをもっている	
	
	

１７	



分野：福祉	
私の問い：『誰もが福祉をもっと身近に感じるためには』	

名前：　開上　滉己	
	

所属：　氷見市社会福祉協議会	
　　　　　地域福祉・ボランティア推進課	
	

自己紹介：	
・氷見高校生活福祉科１期生唯一の男子	
・保育士を目指して大学進学するも	
　縁あって現職に	
・音楽、バンドが好き。アカペラしてます	
	

こんな活動をしています。	
	

地域住民と共に、誰もが	
「ふだんのくらしのしあわせ」を	
感じられるまちづくりを進めています	

こんな高校生に伝えたい！	
	

・「介護」以外の福祉にも興味がある	
・自分の住んでいる地域（町）が好き	
・どちらかと言えば裏方で主役を支えたい	

１８	



分野：ジェンダー、人権	
私の問い：『誰もが自分らしく生きられる社会にするためには』	

名前： 	佐脇　宏史（さわき　ひろし）	
	

所属： 	レインボーハート富山　代表	
	

自己紹介：	
・富山生まれ。大学と最初の就職は関西	
・20代後半でＵターン＆転職（富山が好き！）	
・高校時代（18歳）、同性が好きな自分に気

づく➔20年間誰にも言えなかったが、職場の

同僚に初めて告白。経験談を本にする	
➔レインボーハート富山をつくり今の活動へ	

こんな活動をしています。（2015年～）	
	
・LGBTQ＋などの人の交流の場づくり	
・多様な性について知ってもらう、身近
にいるんだよと感じてもらう啓発活動	

こんな高校生に伝えたい！	
	
・LGBTや性の多様性に関心がある	
・男らしさ/女らしさのことや、当たり前っ
て、普通って、何？ と考えることがある	
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分野：観光	
私の問い：『移り住みたくなるほどに、氷見の魅力を伝えるためには』	

顔写真	
または	

仕事風景などの写真	

名前：松木　佳太	
	

所属：移り住みたくなる宿『イミグレ』	
	

自己紹介：	
・氷見市生まれ	
・大学と仕事で8年間大阪で過ごしUターン	
・お酒や祭、獅子舞がなどの楽しいことが大

好きです。	
	

こんな活動をしています。	
	
宿泊施設の運営を中心に、氷見の魅力
を発信することを商売にしています。	

こんな高校生に伝えたい！	
	
・観光で地域を盛り上げたい！	
・氷見の魅力をもっと多くの方に知って
もらいたい！	

２１	



分野：観光の発掘	
私の問い：『氷見の人と県外から移住した人が一丸となってもっと	
　　　　　　　氷見の魅力を発信するには？』	

名前：池森　典子	
	

所属：旅館業	
	

自己紹介：	
・平成６年　（有）池森へ嫁ぐ	
・平成22年　加賀屋へ修行に行く	
・平成30年　蔵ステイ池森open	
・現在　民宿いけもりSDGsな取り組みを意識

した宿にリニューアル予定	

こんな活動をしています。	
・氷見温泉郷へのお客さまを全国から
誘致	
・氷見のまちなか活性化	
・とにかく人に会う！！	

こんな高校生に伝えたい！	
コロナ禍で激動の時代を迎えた今こそ
地方創生の時だと思っています。	
氷見が好きな方であれば、みなさんとお
話ししたいです！	
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分野：　観光	
私の問い：　『地域と旅行者を繋ぐには？』	

名前：　野元　希恵	
	

所属：　地域おこし協力隊　女良地域	
　　　　　地域観光コーディネーター	
	

自己紹介：	
・　愛知県知多郡出身　氷見は2年目。	
・　保育科卒業からのなぜかオーストラリア

にワーホリへ（笑）	
・　今アザラシにはまっています。	

こんな活動をしています。	
	
古民家ホテルを運営するために、その
地域の人や資源に関わったり、滞在型
観光の方法を考えています。	

こんな高校生に伝えたい！	
	
・　地域の観光に興味がある	
・　田舎で暮らしたい	
・　宿泊業に興味がある	

２３	



分野：観光	
私の問い：『どうすれば氷見市に観光客が来てくれるか』	

名前：竹岸　裕康（タケギシ　ヒロヤス）	
	

所属：株式会社JTB　富山支店	
	

自己紹介：	
・氷見南部中→氷見高校ビジネス科　卒業	
・中学～高校　6年間ハンドボール部に所属	
・名古屋商科大学商学部　卒業	
・大学時代に日本一周、世界23ヵ国渡航	
・大学では国際交流や学生イベントに携わる	
	

こんな活動をしています。	
・JTB富山支店では地域に根差し、企業、教
育機関、官公庁、自治体、各種団体を中心
とするお客様の様々な課題解決をお手伝い
しています。主に社員旅行や修学旅行等。	
	

こんな高校生に伝えたい！	
・観光業に興味のある生徒	
・地域活性化に興味がある生徒	
・新しいことに挑戦したい生徒	

２４	



分野：中山間地域・コミュニティ	
私の問い：『地域のコミュニティーをどのように維持・再生していくか』	

名前：澤田　典久	

所属：速川地区のカフェ・ゲストハウス	
　　「Bed&Kitchen	SORAIRO」　マネージャー	
　　　NPO法人速川活性化協議会事務局長	

自己紹介：	
・福井県越前市（旧武生市）生れ	
・2015年、地域おこし協力隊として移住	
・前職は金融機関、ホテルマネージャー	
・趣味は音楽（楽器演奏）、キャンプ	

こんな活動をしています。	
地域資源を利用し特産品の開発を行い、
稼げる地域づくり目指す。	
未利用の施設や公園、史跡などをつな
げ、中山間地の観光交流に活かす。	
	

こんな高校生に伝えたい！	
・自分の出身の小学校が廃校になって　	
　しまって、そのままになっている。	
・氷見でワクワクする場所を作りたい。	
・DIYや野外活動が好きだ。	
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分野：自分計画	
私の問い：『みんながハッピーでいるためには』	

顔写真	
または	

仕事風景などの写真	

名前：山田　清香(やまだ　さやか)	
	

所属：生命保険会社　人材育成兼営業	
	

自己紹介：	
・38才	
・高岡商業高校出身	
・探究心旺盛	
・人の役に立つ仕事がしたい	
・青年会議所にも所属	

こんな活動をしています。	
営業という仕事スタイルで人とのご縁を
生み、多くの方が苦手とする分野の情
報提供をすることで、解決方法を一緒に
考える仕事。	

こんな高校生に伝えたい！	
将来が不安	
人の役に立つ仕事がしたい	
自分に自信が無い	

２６	



分野：ファッション、アート、ものづくり	
私の問い：『好きなことを仕事にするには』	

顔写真	
または	

仕事風景などの写真	

名前：　野口 朋寿　（のぐち　ともひさ）	
	

所属：　tototo代表	
	

自己紹介：	
・香川県高松市出身　２８歳	
・富山大学芸術文化学部卒	
・子供のころから絵をかいたり、ものづくりが

好きです	

こんな活動をしています。	
	
氷見でフィッシュレザーを使ったブランド
tototoを運営しています！	

こんな高校生に伝えたい！	
	
ファッション、アート、ものづくりなどに興
味のある人！	
	
	

２８	



分野：製造業、生き方、伝統工芸	
私の問い：『僕たちはどう生きるか』	

名前：柳田 和人（44歳）	

所属：柳田漆工株式会社 代表取締役	
自己紹介：氷見市出身。住まいは高岡市~東
京都八王子市~多摩市~金沢市~高岡市~氷見	
・高校時代最低偏差値18。地元大学１年で中

退の後、20歳で上京Ｆランク大学入学~政治

家運転手兼秘書~大学卒業後OA会社に就職。

一年で退職~Webフリーランス~派遣社員とし

て東芝本社外資部門に2年従事~26歳DELL入
社。チームリーダー昇格。システム売上日本

一達成。30歳で稼業を継ぐため仏壇屋に弟子

入り~34で家業に就き10年目。	

こんな活動をしています。	
・漆塗り職人	
～和風建築の建具塗装。伏木の曳山や
全国の神輿、神社仏閣の塗装	
・バンド、DJ活動。様々な楽曲制作	

こんな高校生に伝えたい！	
・今の世の中で自分の生き方が見えず
不安を持っている学生達。	
・勉強して何になるの？って迷ってる君	
・自分のやりたいことがわからない君	
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分野：医療	
私の問い：『病気やケガになった人の人生と家族の人生をよくするには』	

名前：柴田　直希	
	

所属：富山県立中央病院　看護部　	
　　　　先端医療棟　ECU	
	

自己紹介：	
・富山県滑川市出身	
・学生時代に新潟で被災経験あり	
・DMAT	
・趣味はジムでトレーニング	

こんな活動をしています。	
	
病気やけがの人に対して治療の介助を
したり、気持ちに寄り添って看護をして
います。	

こんな高校生に伝えたい！	
	
医療や看護に興味がある。	
手に職をつけたい人	
からだ、こころ、せいかつに興味がある	

３０	



分野：エネルギー	
私の問い：『２０５０年カーボンニュートラル宣言など脱炭素社会の実現には』	

名前：大石　克哉	

所属：氷見ふるさとエネルギー（株）常務取締役	

自己紹介：	

・氷見生まれ、氷見育ちの56歳	

・ 氷見高校ではハンドボール部に所属し、50歳	

　まで審判員として日本リーグや各種全国大会	

　を担当	

・北陸電力株式会社に37年間勤務し、コールセン	

　ター所長としてAI、RPA ※を活用した業務効率　	

　化等の業務に携わり、昨年現会社へ出向	

※RPA:Robotic Process Automation	こんな活動をしています。	
１．エネルギー事業	
　・公共施設への電力販売	
　・再エネ、省エネ設備設置サポート事業　等	
２．地域活性化事業	
　・子育て、移住者世帯対象の電気料金割引 
　　メニューや創業者対象の電気料金メニュー	

　・首都圏在住の氷見市ゆかりの方を対象 
　　とした電気料金メニュー	

こんな高校生に伝えたい！	
・エネルギーの地産地消に興味がある	
・将来、電力会社等エネルギー会社に就職	
  希望の人や脱炭素化などエネルギー問題	
  に興味がある人	

３１	



分野：地域メディア 
私の問い：『地域の知られざる魅力を伝えるためには？』 

名前：北條 巧磨 
所属：フリーランス 
自己紹介：氷見の未来を描くクリエイター 
・上市町出身の26歳 
・県内の高校卒業後、イギリスへ留学 
・前職の機械エンジニアから写真家として起業 
・F1が好き 

 
 
氷見で暮らしているからこそ感じることを、様々なメ
ディア媒体を通して発信しています。 

こんな活動をしています。  
 
・新しいことに挑戦したいひと 
・地域の魅力を外へ発信したいひと 
・今の社会のシステムに、不満や疑問を抱いているひと 

こんな高校生に伝えたい！ 
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分野：スポーツ・メディア	
私の問い：『スポーツで地域を活性化させるには』	

顔写真	
または	

仕事風景などの写真	

名前：松井　克仁	
	

所属：チューリップテレビ営業局高岡支社長	
	

自己紹介：	
・小矢部市在住、高校まで野球部、大学、社

会人でアメリカンフットボールにはまる	
・スポーツアナ、スポーツ記者歴１０年以上	
・富山にアメリカンフットボール、ラクロス等

のスポーツ合宿誘致がライフワーク	
・	

こんな活動をしています。	
テレビという媒体を通して富山の情報を
発信、CMを通して地域活性化に貢献す
る仕事。富山県初のスポーツ雑誌
「Truth」を発行しています。	

こんな高校生に伝えたい！	
・スポーツに興味がある	
・富山はなにもないので、都会にいきた
いと思っている	
・	

３３	



分野：地方創生、農業、食育、観光	
私の問い：『本当に幸せな生活ってなんだろう？』	

名前：澤井　和花	
	

所属：関西外国語大学　4年	
	

自己紹介：	
・　富山県氷見市出身	
・　上阪や留学を通して氷見の魅力に気づく	
・　コロナを機に氷見に帰ってくる	
・　弟が2人います（氷見高ハンド部でした）	
・　好きなことは食べること！！	
	

こんな活動をしています。	
高校生のためのカフェ作りや、氷見ベジ
&氷見の農家さんのお手伝いなど、地
域創生、農業、食育に関わる事に取り
組んでいます♪	
	

こんな高校生に伝えたい！	
・　やりたいこと、夢がある！	
・　進路を迷っている	
・地方創生や農業、観光に興味がある	
・　将来したい事、好きな事がわからな
い	
	
	

３４	


