
2022 年９月 14 日 

平和堂・キリン・ブリヂストン「彦根発、笑顔いっぱいプロジェクト」 

～ 高校生と大学生との連携・交流による地域活動支援 ～ 

2021 年度受賞企画 「ひこね思い出フォトブック」 が完成しました! 

近江高校生のアイデアを滋賀大学生がブラッシュアップして実現! 

株式会社平和堂、キリンビール株式会社（滋賀工場）、株式会

社ブリヂストン（彦根工場）は、「彦根発 笑顔いっぱいプロジェクト」

の取り組みとして、高校生のアイデアをもとに滋賀大学が企画・製作し

た「ひこね思い出フォトブック」を、2022 年 9 月 14 日(水)より専用

Web サイトに公開するとともに、彦根市内の平和堂各店舗（７店

舗）に設置しますので、お知らせいたします。 

3 社は、同じ滋賀県彦根市に拠点を持つ企業として、2014 年より

「彦根発 笑顔いっぱいプロジェクト」として様々な形で連携を実施して

おり、2016 年には、新たな企画として「彦根の熱き高校生の街おこし

の夢を応援!～熱き高校生の地域活動支援～」（以下、「当企

画」）をスタートしました。 

当企画は、街づくりの次世代リーダーとなる地元彦根の高校生に「地

域資源を生かした活動」や「地域の課題解決に繋がる活動」等の企画を募集し、ご応募いただいた中から優秀企画を

選定、その企画の実現までのプロセスを 3 社がサポートする取り組みです。 

2021 年からは、当企画を一層発展させるべく大学発の地域活性活動の研究をすすめてこられた国立大学法人滋

賀大学と連携協定を締結し、大学生にも企画実現のプロセスにご参加いただくことで、彦根の町のサスティナビリティを推

進しております。 

 

今回の「ひこね思い出フォトブック」は、2021 年に高校生からご応募いただいた 75 件の中から選出された、近江高等

学校生徒さんの”インスタ映えまとめ MAP”というアイデアを、滋賀大学の秋期講義・最終プレゼンテーションを経て具体

化させたものです。その後、ご自分の思い出に残っている彦根のスポットと、その場所での思い出や自分しか知らない風景

などを添えて一般の方より募集し、滋賀大学生がその中から思い出をより深堀りするためのインタビューや写真撮影を改

めて行い、一冊のフォトブックにまとめることで、彦根の魅力を再発見し地域活性化に繋がるフォトブックとなっています。 

 下記専用 Web サイトでダウンロードできるほか、彦根市内の平和堂各店舗にて配布しております（各店舗数量限

定でなくなり次第終了）。 

 

【専用 web サイト】  https://mira-crea.com/yume-jitsugen/ 

 

なお、この夏に高校生から募集したアイデアをもとに、滋賀大学夏季集中講義にて企画・

選考を行った 2022 年度の取り組みとして、「彦根かるたで街おこし」の製作が決定し、彦

根の魅力的なスポットの認知度向上・観光活性化に向けた活動を始動いたします。 

 



 

 「彦根の次世代を担う学生たちの街おこしの夢を応援! 
～高校生と大学生の連携・交流による地域活動支援～」 概要  

1.開催趣旨 

＜「彦根発 、笑顔いっぱいプロジェクト」について＞ 

滋賀県彦根市に拠点を持つ平和堂、キリン(滋賀工場)、 ブリヂストン(彦根工場)の 3 社は、2014 年より「彦根

発 、笑顔いっぱいプロジェクト」（以下、本プロジェクト）として、様々な形で地域を笑顔にする取り組みを実施してお

ります。 

  その一環として、2016 年より「彦根の熱き高校生の街おこしの夢を応援!～熱き高校生の地域活動支援～」を開

始しました。この企画は、地域住民との交流、地域資源の発掘や地域課題を発見・解決へ取り組む経験を通じ、高

校生が自ら考え行動し、夢に向かってチャレンジする力の醸成と地域への深い理解を促進することを目的としており、 

街づくりの次世代リーダーとなる地元彦根の高校生に「地域資源を生かした活動」や「地域の課題解決に繋がる活動」

等の企画を募集し、優秀賞を選定、

その企画の実現を３社がサポートする

取り組みです。 

これまで 6 回の実施で合計 734

件の応募をいただき、「彦根の町ツア

ー開催&観光ガイドブック制作」・「地

元 食 材 を 用 い た カ フ ェ メ ニ ュ ー 」

（2016 年）、「ひこねカラーをつくる」

（2017 年）、「カレンダープロジェク

ト」（2018 年）、「ひこねのユニバー

サルツーリズム（おもいやり MAP）」

（2019 年）、「ひこね思い出フォト

ブック」（2021 年）を優秀賞とし、

企画の実現をサポートしました。 

 

＜滋賀大学との連携＞ 

  高校生によるアイデアを、滋賀大学学生が講義の中で高校

生（企画者）とコミュニケーションを取りながら具体的な実現へ

向けて企画立案し、最終的に選考された企画の実現を、本プロ

ジェクトでサポートします。 

なお、今般 2022 年の高校生からのアイデアをもとに、滋賀大

学夏季集中講義にて企画・選考を行った「彦根かるたで街おこ

し」の製作が決定いたしました。彦根の歴史や名所をモチーフにし

た郷土かるた「彦根かるた」を用いた企画で、彦根の魅力的なス

ポットの認知度向上・観光活性化に繋がることを期待しています。 

                                             ＜大学生によるプレゼンの様子＞ 

 ▽参考資料:国立大学法人滋賀大学と株式会社平和堂、キリンビール株式会社、株式会社ブリヂストンとの連携

に関する協定書」締結式 概要 

 https://www.heiwado.jp/news/2021/0517_hikone.html 

 



 

2.ひこね思い出フォトブック 

■ダウンロードデータ   下記 HP からダウンロードができます。 

    専用 web サイト  https://mira-crea.com/yume-jitsugen/ 

                                             

こちらから HP へ⇒ 

 

                                           

←フォトブックサンプル↓ 

 

 

■フォトブック冊子版 

・設置店舗   彦根市内 7 店舗（フレンドマート大藪店、彦根銀座店、アル・プラザ彦根、ビバシティ平和堂、日夏

店、フレンドマート彦根地蔵店、フレンドマート稲枝店）にて無料配布。 

・設置総数   合計 200 冊 

※各店舗とも数量限定で在庫が無くなり次第、配布終了となりますので、ご要望の際は、ダウンロ

ードデータをご利用ください。 

           

その他製作した冊子（総製作数 1,000 部）につきましては、彦根市内の小中高校、滋賀大学、彦根市役所、彦

根観光協会、彦根観光案内所、キリンビール滋賀工場、ブリヂストン彦根工場等に進呈しております。 

 

 

3.これまでの取り組み実績について 

2016 年より開始したこの取り組みは、初年度 2016 年 169 件、2017 年 164 件、2018 年は 132 件、

2019 年は 66 件、2021 年は 75 件、2022 年は 128 件のご応募をいただき、合計 734 件ものご応募をいただ

きました。 

  その中から優秀賞に選ばれた高校生の方々には夢の実現に向け大変熱心に取り組みをいただきました。 

  ※2020 年は新型コロナウイルス感染症拡大の影響から、当企画の募集を見合わせました。 

  ※以下、所属や内容等は当時の情報に基づきます。 

 



 ■2021 年度優秀賞受賞企画 

優秀賞を受賞した３企画のうち、近江高等学校生徒さんの「インスタ映えまとめ MAP」というアイデアを、滋賀大学

の秋期講義・最終プレゼンテーションを経て具体化していただきました。 

 

 ＜採用された優秀賞企画＞ 

▽学校法人近江育英会 近江高等学校  佐野 はなり 様（チーム名:8・5 海賊王） 

《企画タイトル》「インスタ映えまとめマップ」 

《提案の内容・目的》 

彦根城や威厳のある兜、琵琶湖、綺麗な夕日や花火が見える場所、雪景色が美しい場所など、インスタ映

えスポットをたくさんまとめて、地図に書き入れて、インスタ映えまとめマップを作る。また、それを巡るツアーをする。

みんなが撮ったインスタ映えな写真を SNS に載せたり、見せ合いっこしたりして、彦根の素晴らしい場所がどんどん

いろんな人に知られていくと思います。 

 

  ▽参考資料 

  2021/11/22 〈平和堂・キリン・ブリヂストン「彦根発、笑顔いっぱいプロジェクト」受賞企画決定〉第 5 弾!彦根

の次世代を担う学生たちの街おこしの夢を応援! 

  https://www.heiwado.jp/assets/img/news/2021/pdf/1122_hkb.pdf 

 

 

 

 

■2019 年度優秀賞受賞企画 

【学校法人松風学園 彦根総合高等学校】 

「ひこねのユニバーサルツーリズム（おもいやり MAP）」               

   ・城下町彦根のユニバーサルデザインのピクトグラムとガイドマップの作成。 

   ・製作数（配布数）2000 部 

・彦根市内を中心に無料配布（彦根駅前 観光センター、いろは松観光 

案内所、駐車場など） 

   ・彦根市のホームページにも掲載されました。 

    https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/sangyo/3/hkb/12745.html 

 

 

 

■2018 年度優秀賞受賞企画 

【学校法人近江育英会近江高等学校】  

  「カレンダープロジェクト」  

・彦根の自然・風景等の写真を使用し、彦根の行事を 

記載した彦根ならではのカレンダーを作成・配布。 

・使用する写真は彦根市内の高校生を対象に募集し、 



高校生・審査員により選定。 

・製作数（配布数）:2,500 部 

・設置場所:近江高等学校、キリンビール滋賀工場、 

ブリヂストン彦根工場、平和堂彦根市内店舗、 

彦根観光協会、彦根市内ホテル、 

東京イベントにて「ここ滋賀 コクヨ展」「大近江展」、 

グランフロント大阪ほか 

 

 

 

■2017 年度優秀賞受賞企画 

【学校法人松風学園 彦根総合高等学校】  

   「ひこねカラーをつくる」  

    ・彦根総合高等学校の生徒さんが市内で撮影した写真を持ち寄り、ひこねカラーを決定。 

       井伊の赤備え 

       湖東の青空 

       彦根の水堀 

       冬の彦根城 

       彦根城の石垣 

・株式会社サクラクレパス様のご協力、ご支援のもと 

彦根総合高等学校の生徒のアイデアで、パッケージからクレパスのラベルまで、自分たちでデザインし、ひこねカラ

ークレパスを制作。 

   ・制作数:500 個 

   ・2018 年 5 月 13 日に国宝彦根城の一帯で開かれた「彦根城写生大会 2018」（彦根青年会議所主催）

で、先着 200 人に無料配布。 

 

 

 

■2016 年度優秀賞受賞企画 

  ・学校法人松風学園 彦根総合高校 クッキング部の皆様 「地元食材を用いたカフェメニュー」 

  ・滋賀県立彦根東高等学校 新聞部の皆様  「彦根の町ツアー開催&観光ガイドブック制作」 

 

【学校法人松風学園 彦根総合高校 クッキング部の皆様】 

  「地元食材を用いたカフェメニュー」 

   ・地元食材を活かしたレシピの考案とレシピカードの制作 

・平和堂食品売り場にレシピカードを設置、地元食材を PR 

・レストランやカフェの経営者向け試食会を開催 

考案したレシピのメニュー化に取り組みました。 

 

 

 



【滋賀県立彦根東高等学校 新聞部の皆様】 

  「彦根の町ツアー開催&観光ガイドブック制作」 

  ・地域の魅力を知っていただくための街歩きガイドブックを制作。 

地元の方への取材をもとに高校生らしい目線で制作。 

・ガイドブックを活用し高校生のガイドによる街歩きツアーを開催 

   ツアーの様子はスライドショーとし、ツアーの最後に上映。 

 

 

 

 

4.お問い合わせ 

彦根発、笑顔いっぱいプロジェクト事務局（平和堂内 担当:松嶌)  TEL:0749-26-9534 

彦根発、笑顔いっぱいプロジェクト事務局（運営委託先） 

:株式会社あいゆう広告（担当:米澤）i-data@eagle.ocn.ne.jp  TEL: 090-5135-5932 

専用サイト :https://mira-crea.com/yume-jitsugen/ 

 

 

 

 

 

5.注意事項 

・当リリースに記載されている内容は、全てリリース時点での情報に基づきます。 

・当リリースに使用しているパース、イラスト、写真、ロゴ、サイン、地図等はイメージですので、実際とは異なる場合があります。 

・新型コロナウイルス感染症拡大状況や都合により、予告なく内容やスケジュールを変更する場合がありますので、予めご了承

ください。 

以上 

 


