
大コあ－第 １６ 号 

令和３年８月２０日 

 

 

 

大学コンソーシアムあきた 

運営委員会委員 各位 

 

 

大学コンソーシアムあきた 

運営委員長 後 藤   猛 

 

 

令和３年度第２回大学コンソーシアムあきた運営委員会（持ち回り） 

の審議結果について（通知） 

 

メール持ち回りにより開催しておりました標記委員会における下記の議事について，審議の結

果，了承された旨ご報告いたします。 

 
記 

 
議事 
１．令和３年度学生交流活動支援事業について 
２．令和３年度学際的研究プロジェクトの追加募集について 

以上 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

大学コンソーシアムあきた事務局 伊藤昌之  
住所：〒010-8502 
   秋田市手形学園町 1-1 
   秋田大学総合学務課内 
TEL：018-889-2843 FAX：018-889-3194 
E-mail：conso@jimu.akita-u.ac.jp 



団体名 代表者所属 代表者 活動の名称（イベント名等） 申請金額（円） 採択結果 助成限度額（円）

1
秋田県学生スタジアム構想プロ
ジェクト

秋田県立大学　生物
資源科学部　４年

安藤　立星 秋田県学生スタジアム構想プロジェクト 100,000 ○ 100,000

令和３年度大学コンソーシアムあきた　学生交流活動支援事業　採択結果



大学コンソーシアムあきた「学生交流支援事業」 

 

団体名 

 

秋田県学生スタジアム構想プロジェクト 

 

（ふりがな） 

代表者役職・

氏名 

 

秋田県立大学 安藤立星 

 

活動名 秋田県学生スタジアム構想プロジェクト 

目的、趣旨 

本事業の目的は、『若者たちの声を届けること』、『スタジアムを通じて秋

田を元気にする』ことである。 

 

現在、秋田県において、外旭川地区を中心とした秋田県の新スタジアム

整備が話題となっている。しかし、新型コロナウイルスの影響、民間か

らの支援が乏しいことや整備への具体的なゴールが示されていないこと

から、行政・県民の意識が一致していない。 

 

また、スタジアムがもたらす社会的価値が認知されておらず、その可能

性やアイデア等、具体的なメリットが市民・県民に示されず、理解され

ていないことも影響し、今日のスタジアム整備に向けた動向が足踏み状

態になっている。 

 

 さらに、秋田県に拠点を置くサッカーチーム・ブラウブリッツ秋田に

おいては、新スタジアムの早期実現という条件をもとに、J２リーグクラ

ブライセンスを取得していることから、新スタジアムの整備は、クラブ

が上位カテゴリーに存続するうえでの至上命題となっている。 

 

 そのような背景を踏まえ、2021年 2 月、秋田に住む若者たちの新スタ

ジアムに求める声やスタジアムに対する想いを集約するために、同県内

に住む中学生、高校生、大学生、社会人と NPO団体、総勢 35名の若者た

ちの協力のもと、秋田県の新スタジアム設立にむけたシンポジウムを開

催し、その内容を秋田市長のもとへ提言した。しかし、その実現には、



若者に限らずもっと多くの民間の力が必要であると考えた。 

 

よって、本事業では、さらに多くの秋田県内の学生を募り、秋田県の新

スタジアム創設をテーマにシンポジウムで寄せられた若者たちの言葉や

その想いを、イメージ図・構想図の形にし、PVを作成する。そして、世

代を超えて人々が集い、楽しみ、歓喜し、憩う、夢と希望に満ちあふれ

た、スタジアムを中心とする新しい秋田のまちをデザインする。 

さらに、SNS、新聞、テレビ、イベント会場等各種メディアを利用し、秋

田県内さらには全国にそれらを展開する促進活動を行うことで、民間か

らの認知、理解、協力を募った、全員参加型のスタジアム整備につなげ

る。 

 

具体的な活動

内容と助成金

の用途 

<事業概要> 

秋田県学生スタジアム構想プロジェクトを推進するにあたり、以下の事

業を実施致します。 

①学生の考えるスタジアム構想図・設計図の作成 

・秋田県内の学生を募った建設チームによる、「若者が考える秋田の新ス

タジアム」の構想図・設計図を作成。 

 



 

※画像はイメージです 

〈助成金用途〉 

・現状のスタジアムを把握するための、ソユースタジアム（秋田市八橋

陸上競技場）施設見学費 

・交通費 

・画像作成・編集アプリやサービスプラットフォームの使用 

②完成したスタジアム設計図を基に、プロモーションビデオを作成いた

します。 

〈助成金用途〉 

・動画制作ノウハウ（設備・人材）の導入 

・楽曲使用料 

③各種メディアを通じた告知活動 

SNS や新聞、テレビ、ブラウブリッツ秋田ホームゲーム等での展開をし、

秋田県内および全国の民間企業・法人・個人等に周知する。 

〈助成金用途〉 

・構想図（チラシ）印刷経費 

・広告宣伝費（掲載費、動画・音声配信プラットフォーム） 

 

リモート推奨 

新型コロナウイルスの流行により、各大学機関でのオフライン交流がか

つてより難しくなっている。そのため、ポストコロナを見据えた学生交

流活動の推進に向け、ZOOM を利用したオンラインミーティングの定期的



 

な実施と Google Workspaceを例に挙げる SaaS型サービスを利用し、オ

ンライン上で複数の人間による同一データを共有・編集する業務体系を

実施いたします。 

 

事業の有効性 

スタジアムが整備されることで、ホームゲームや様々なイベントに人

が集まり、地域経済の活性化が期待できる。そして、そこに集まった人 ・々

住民の交流促進、地域コミュニティの形成・強化につながり、「災害に強

い街」、「育児・教育水準の向上」、「健康の促進」に発展することで、全

ての人に開かれた魅力ある秋田県・秋田市のイメージづくりを育て上げ

ることができる。さらに、人々や事業者が集まることで地域経済が活性

化され、コミュニティが形成・強化することで、全体的な社会的価値が

相乗的に大きくなっていくと考える。 

 

スタジアムにはこのような社会的価値が潜在しており、秋田県におけ

るスタジアム整備においてもその可能性が期待できる。そして、若者が

考える、広域に多世代の人々を惹きつける魅力的な施設や機能が集積し

た「スタジアムを中心とした街づくり」の創設は、秋田の街が「遊びに

行きたい・働きたい・住みたい・暮らしたい」、いっそう魅力のある地域

に発展していく契機になり、秋田の文化の発展・継承に寄与すると考え

る。 

 

さらに、投票率や若者世代の政治参加率の低下が課題となっている秋

田県または日本国内において、本事業の県内の学生を中心とした「若者」

たちが「まちづくり」に参画することで、県内の政治参画に対する意識

の向上を促し、全世代参加型のまちづくりに寄与する。 

 

また、多額の費用が掛かることが懸念されるスタジアム整備において、

本事業は、スタジアムがもたらす可能性を県内に限らず、日本国内に示

すことができる。そして、現状の行政からの出資のみに頼ったビジネス

モデルから脱却し、民間の協力と理解を獲得することで民間からの投資

や寄付を集積し、全員で創り上げる「スタジアムを中心とした街づくり」

の実現に寄与することができると考える。 

 



大コあ-第 １４ 号 

令和３年７月８日 
 
大学コンソーシアムあきた 

運営委員会委員 各位 
 

大学コンソーシアムあきた 
運営委員長 後 藤   猛 

 

令和３年度第２回大学コンソーシアムあきた運営委員会（持ち回り）の 

開催について（通知） 
 
下記の議事について，持ち回り（メール）により運営委員会を開催いたしますので，別紙回答

様式により７月１９日（月）正午までに下記担当宛ご回答くださいますようお願いいたします。 
 
【議事】 
１．令和３年度学生交流活動支援事業について（資料 1-1，1-2） 

別添資料 1-1～1-2のとおり，標記事業への１件の応募がございましたので，採択の可否につ

いて，別紙回答様式によりご審議願います。 

 
２．令和３年度学際的研究プロジェクトの追加募集について（資料２） 

７月５日（月）を締切として募集した標記事業について，応募がございませんでした。 
つきましては，資料２のとおり追加募集（７～８月頃）を提案いたします。 

 
【報告】 
３．企画開発部会及び高等教育茶話会について 
  ６月２１日（月）に開催した第１回企画開発部会及び高等教育茶話会において，令和３年度

高等教育セミナーについてはオンラインにより開催することとしました。 
なお，「新たな時代の大学教育」を仮テーマとして，講師候補者，実施時期及び研修内容を引

き続き高等教育茶話会にて検討する旨，報告いたします。 
 
○添付資料 
資料 1-1   令和３年度学生交流活動支援事業 申請一覧 
資料 1-2   申請書（秋田県学生スタジアム構想プロジェクト） 
参考資料１  令和３年度学生交流活動支援事業 実施要項 
資料２   令和３年度学際的研究プロジェクト実施要項(追加募集) (案) 
 

大学コンソーシアムあきた事務局 伊藤昌之  
住所：〒010-8502 
   秋田市手形学園町 1-1 
   秋田大学総合学務課内 
TEL：018-889-2843 FAX：018-889-3194 
E-mail：conso@jimu.akita-u.ac.jp 



名簿１

N0. 構成機関名 役  職 氏  名 備  考

1 秋田大学
理事(教育･学生・国際担
当)・副学長

後　藤　　　猛 運営委員長

2 秋田県立大学 理事兼副学長 吉　澤　結　子

3 国際教養大学 教職課程代表／教授 佐　藤　健　公

4 ノースアジア大学 教授 道　端　忠　孝

5 秋田看護福祉大学 看護福祉学部長・教授 水　木　暢　子

6 日本赤十字秋田看護大学 看護学部長 高　田　由　美

7 秋田公立美術大学 理事兼副学長 毛　内　嘉　威

8 秋田栄養短期大学 教授 廣　川　忠　男

9 聖霊女子短期大学 教務部長・教授 横　溝　眞　理

10 日本赤十字秋田短期大学 介護福祉学科長 湊　　　直　司

11 聖園学園短期大学 学生部長 永　井　博　敏

12 秋田工業高等専門学校 副校長(総務担当） 安　東　　　至

13 放送大学秋田学習センター 所長 西　田　　　眞

14 秋田職業能力開発短期大学校 能力開発部長 渡　部　　　聡

15 秋田県あきた未来創造部 高等教育支援室長 高　島　知　行 特別委員

令和３年度　大学コンソーシアムあきた運営委員会委員名簿



                                 別   紙 

 
構成機関名：                     

 
議事１．令和３年度学生交流活動支援事業について 

（該当欄に○を付けてください。） 
 

活 動 名 称：秋田県学生スタジアム構想プロジェクト 
申請団体名：秋田県学生スタジアム構想プロジェクト 

採択  

不採択  

 
自由記述欄（不採択の場合は，必ず理由・ご意見等を記載願います。） 

 
 
 
 
 
 
 
議事２．令和３年度学際的研究プロジェクトの追加募集について 

（該当欄に○を付けてください。） 

 

  

 

 

 

自由記述欄（否の場合は，必ず理由・ご意見等を記載願います。） 

 

 

 

 

 

 

※７月１９日（月）正午まで，FAX またはメール（conso@jimu.akita-u.ac.jp）でお送りください。 

可  

否  

 

 



団体名 代表者所属 代表者 活動の名称（イベント名等） 申請金額（円）

1
秋田県学生スタジアム構想プロ
ジェクト

秋田県立大学　生物
資源科学部　４年

安藤　立星 秋田県学生スタジアム構想プロジェクト 100,000

※令和３年度採択予定　１～２件（1件，5～10万円）

令和３年度大学コンソーシアムあきた　学生交流活動支援事業　申請一覧

1



令和３年度大学コンソーシアムあきた学生交流活動支援事業  申請書  

団体等名  

秋田県学生スタジアム構想プロジェクト 

代表者所属・学年：秋田県立大学  生物資源科学部  生物環境科学科  4 年  

氏名：安藤立星  

連絡先  

TEL： 

E-MAIL：

活動の名称（イベント名等）  

秋田県学生スタジアム構想プロジェクト  

活動の趣旨（目的，趣旨）  

秋田県のまちを元気にするまちづくりを県民の皆さんに見える形でお届けする。

市民・県民のスタジアムをみんなでつくる  

秋田の次世代を担う若者たちの想いを形にする  

これまでの活動実績  

・秋田県内の中学生～大学生、NPO 団体を交えた、新スタジアム設立に向けたシンポ

ジウムを開催。  

・秋田市長にシンポジウムの内容をまとめた、新スタジアム建設への提言書を提出。

今年度の活動内容（活動計画）  

・秋田県の学生による、スタジアム構想図・動画の作成。

・プロモーション画像・動画の作成

・メディア等を利用した告知活動

活動に要する経費総額  110,000  円  

（内訳） 50,000 円（動画編集・企画・構成）  

40,000 円（広告費）  

10,000 円（交通費）  

10,000 円（施設利用）  

支援を申請する経費  100,000 円（上限 10 万円）  

他機関からの支援がある場合は，金額と機関名

金額        円  機関名：  

注）適宜行を追加し，複数ページで作成してください。  

申請書に記載された個人情報は、申請内容の確認、採択された場合の支援関係業務

の際に使用します。  

2



別紙  

構 成  員 名 簿  

氏 名  所 属  学年  担当業務（役割）  

１ 安藤立星  秋田県立大学  ４ プロジェクトリーダー  

２ 高野光  国際教養大学  ４ サブリーダー

３ 白井亮  秋田県立大学  ４ アカデミーアドバイザー

４ 田口雄大  秋田県立大学  ４ 動画編集・企画・構成アドバイ

ザー  

５ 三澤大樹  秋田県立大学  ３ スタジアム構想図・設計図作成

（リーダー）

６ 佐藤海翔  秋田県立大学  ３ スタジアム構想図・設計図作成

７ 設樂歩嵩  秋田県立大学  ３ スタジアム構想図・設計図作成

８ 塚本竜晟  秋田県立大学  ３ スタジアム構想図・設計図作成

９ 山崎颯汰  秋田県立大学  ３ スタジアム構想図・設計図作成

10 大井雅晴  秋田県立大学  ３ スタジアム構想図・設計図作成

11 富澤魁人  秋田県立大学  ３ スタジアム構想図・設計図作成

12 長橋夏希  秋田県立大学  ３ スタジアム構想図・設計図作成

※構成員は今後の活動に伴い、増加すると思われます。
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令和３年度大学コンソーシアムあきた「学生交流活動支援事業」実施要項  

○実施目的

大学コンソーシアムあきた構成機関の学生が共同して取り組んでいるボランティ

ア，地域貢献，国際交流等の活動に対し，活動支援を行う。また，リモートの利活用

などポストコロナを見据えた学生交流活動を推進する。

○支援対象

複数機関の学生５名以上が共同して行う活動（新型コロナウイルス感染症対策を

十分に行った上で実施すること）  

○支援件数・支援金額

  １～２件  （採択件数に応じ、５～10 万円を支援。）  

○支援対象経費項目

活動に要する旅費，消耗品購入費，印刷経費，会場借用費等。ただし，飲食費及び

備品となるパソコン・カメラ等汎用性のある機器の購入費は対象としない。  

また，他機関等から支援される経費は不可とする。  

○提出書類

  申請書・構成員名簿  （別紙様式）  

○申請受付期間

６月 14 日（月）～７月５日（月） 必着 

○提出先

  代表者が所属する大学等  

○選考・結果通知

 事業内容の有効性，安全性等を基に総合的に判断し，第２回運営委員会（７月頃）

で選考。必要に応じて，プレゼンテーションを実施する。なお，プレゼンテーション

を実施する場合は，受付期間終了後，代表者が所属する大学等を通じて連絡する。 

また，選考結果も同様に所属する大学等を通じて通知する。  

○その他

・２月末までに活動報告書を提出するとともに，２月末～３月に予定している運営委

員会等で活動報告を行う。  

・支援方法は，原則として領収書の提出による精算払いとする。
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令和３年度大学コンソーシアムあきた学際的研究プロジェクト実施要項（追加募集）

（案） 

○実施目的

大学コンソーシアムあきた構成機関の研究者が共同して取り組む秋田県の地域課題

の解決や活性化に結びつく研究，本構成機関の教育開発に寄与する調査研究等に経費

の助成を行います。 

○助成対象

  複数の構成機関の研究者が共同して行う研究 

○助成件数・金額

  １件・上限 10 万円 

○助成対象経費項目

研究に要する旅費，消耗品購入費，印刷経費，会場借用費等。ただし，飲食費及び

備品となるパソコン・カメラ等の機器の購入は対象としません。 

○申請受付期間

７月 28 日（水）～８月 25 日（水）必着 

○提出書類

申請書（別紙様式）

○提出先

  大学コンソーシアムあきた事務局（郵送，またはメール） 

住所 〒010-8502 

秋田市手形学園町１－１ 秋田大学総合学務課内 

  TEL 018-889-2843

E-mail conso@jimu.akita-u.ac.jp

○選考

運営委員会（９月頃）で選考します。なお，必要に応じて，プレゼンテーションを

実施します。プレゼンテーションを実施する場合は，受付期間終了後，申請代表宛に

連絡します。 

また，多様なプロジェクトへの助成を行うため，応募多数の場合は，採択実績が 

ない，または少ないプロジェクトを優先的に採択します。 

○結果通知

  申請者代表宛にメール又は郵送にて通知します。 
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○その他 

・研究終了後，実施報告書を提出してください。（様式任意，２月末まで） 

また，２月末～３月に予定している運営委員会等で研究報告を行っていただきます。 

 ・助成方法は，原則として領収書の提出による精算払い（旅費を含む）とします。 

  なお，宿泊費は実費とし，原則１泊あたり１万円を上限とします。 

 ・採択となった場合，翌年度の大学コンソーシアムあきた高大連携授業への御協力を

お願いする場合があります。 
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令和３年度大学コンソーシアムあきた学際的研究プロジェクト 申請書 

申請代表者 

所属機関  

役  職  

氏  名  

電話・FAX 番号  

E - MAIL  

研究テーマ 

研究内容（研究目的，実施計画等具体的に記載すること） 
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見込まれる成果等 

共同研究者 

氏 名 所属・役職 分担課題 

申請経費   円（上限 10 万円） 

（内 訳）  

  円 

  円 

  円 

  円 

その他特記事項（ＰＲ等必要に応じて，記入してください。） 

注）適宜行を追加し，複数ページで作成。
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