
ＪＣＩ ＪＡＰＡＮ ＴＯＹＰ ２０２０ エントリーシート  

氏  名*  鈴木 杏奈 

フリガナ*  スズキ アンナ 

所属団体*  東北大学 流体科学研究所 

活動内容*  

（200 文字以内）  

温泉地域で、地域資源に根ざした地域づくりのための最適化モデルの研究開発、ならび

に都会と地域をつないだ市民との対話の場づくりを行なっています。また、『Ｗａｋｕ２   

ａｓ ｌｉｆｅ－温泉地域で、働きながら、健康になりながら、楽しみながら、生きる

-』というライフスタイルを提唱し、異分野異業種の企業や地元住民を巻き込んだ、リモ

ートワーク合宿やサマーキャンプなど様々なイベントを企画しています。 

活動カテゴリー*  □ビジネス・経済・起業 ■学術 □文化 ■倫理・環境 □青少年育成・世界平和・人権 ■人道支援・ボラン

ティア □科学技術 □自己啓発 □政治・法律 □医療革新 □ □その他（        ）  

紹介者氏名  淺野 峻一 

紹介者所属団体  公益社団法人 仙台青年会議所 

JCI JAPAN TOYP を  

どこで知りましたか？*  

 青年会議所会員からの推薦 （仙台青年会議所） ・ ホームページ ・ フェイスブック ・   チラシ ・ メディ

ア（             ） ・ その他（               ）  

  

紹介理由  

（200 文字以内）  

  

エネルギー資源の少ない日本において、自然エネルギーを注目し、仙台の地域性を活か

した、持続可能な地熱資源の活用を研究開発しております。 

地熱資源の活用の研究開発は、技術的な研究をするだけでなく、地熱を利用した地域の

職や事業の創出、人材の地域定着など地域への貢献、また集客や投資対象とするなど他

の地域との連携も含めた、地熱を利用した地域づくりのモデルケースとなっています。 

  

  



■ＰＲ活動 （全２００文字以内厳守）  

顔写真*  

 

 

 

 

 

経歴  

（200 文字以内）  

２００９年 東北大学工学部機械知能・航空工学科卒業 

２０１４年 東北大学大学院環境科学研究科 博士修了 博士（学術） 

２０１１年－２０１４年 日本学術振興会特別研究員（ＤＣ１） 

２０１４年－２０１６年 スタンフォード大学地球科学部エネルギー資源工学科ポスドク

(日本学術振興会海外特別研究員) 

２０１６年  日本学術振興会特別研究員（ＰＤ）（東京大学大学院数理科学研究科）） 

２０１６年－東北大学流体科学研究所 助教 

活動ＰＲ１*  

（200 文字以内）  

【資源利用最適化に向けたステークホルダーとの理解促進・合意形成】 

日本は世界一の温泉国、世界第３位の地熱ポテンシャルを有します。発電や熱の直接利用

を増やすことで、純国産資源の利用率を向上できます。様々な用途が想定される分、みん

なが納得する資源利用を、資源量の定量評価や、市民の満足度の定量評価手法を提案し、

第三者的立場の大学が研究・教育活動を通して、地域内外の人が対話できる場を創ります

（研究歴１４年）。 



 

活動ＰＲ２*  

（200 文字以内）  

【新しいライフスタイル・働き方の提唱と実践】 

『Ｗａｋｕ2 ａｓ ｌｉｆｅ』が目指すライフスタイルでは、都会の働き手が温泉地でリ

モートワークをすることにより、純国産資源の利用率を向上させるほか、個人のストレス

抑制、健康増進、都会の混雑緩和、温泉地域の活性化など、個人・社会の幸福度向上を狙

います。また、子供向けキャンプと組み合わせ、働き手の子供に自然環境教育の場も提供

します。（活動歴２年、延べ参加者２５０名） 



 

活動ＰＲ３*  

（200 文字以内）  

【掛け算の価値創造とイノベーション】 

温泉地域は、熱資源以外にも、森林や水力などのエネルギー資源が豊富であり、かつ、食

と農業の拠点になりうるため、食とエネルギーの自給率を向上させるポテンシャルがあり

ます。また、温泉は療養や休養、文豪たちのモノ書き場所として使われ、温泉地における

営みは、日本人の生き方や文化に密接に関わっていることから、温泉地域を舞台とするこ

とで異分野・異業種様々な連携が期待できます。 

 

ＳＤＧｓのゴールと 

ターゲット番号及び 

結びつきの説明 

番号の記入（１．４） 

（１．貧困をなくそう） 

１.４ ２０３０年までに、貧困層及び脆弱層をはじめ、全ての男性及び女性が、基礎的

サービスへのアクセス、土地及びその他の形態の財産に対する所有権と管理権限、相続財



産、天然資源、適切な新技術、マイクロファイナンスを含む金融サービスに加え、経済的

資源についても平等な権利を持つことができるように確保する。 

結びつきの説明 

（地熱資源の利用について、温泉井戸所有者と地熱開発業者との間で衝突が起きやすく、

日本では温泉以外の地熱資源利用が進まないという問題がありました。温泉資源に関して

利害関係のある人同士、関係のない人も、みんなで地域資源である地熱資源をどのように

利用すれば良いのか、フラットに意見交換ができる対話の場を作ることを目指していま

す。） 

 

番号の記入（２．３） 

（２．飢餓をゼロ） 

２.３ ２０３０年までに、土地、その他の生産資源や、投入財、知識、金融サービス、

市場及び高付加価値化や非農業雇用の機会への確実かつ平等なアクセスの確保などを通じ

て、女性、先住民、家族農家、牧畜民及び漁業者をはじめとする小規模食料生産者の農業

生産性及び所得を倍増させる。 

結びつきの説明 

（温泉地域の地元住民・小規模食料生産者と連携しており、彼らが生産する食料を地産地

消で最も美味しい形で提供できます。） 

 

番号の記入（３．４） 

（３．すべての人に健康と福祉を） 

３.４ ２０３０年までに、非感染性疾患による若年死亡率を、予防や治療を通じて３分

の１減少させ、精神保健及び福祉を促進する。 

結びつきの説明 

（都会で働く人々が温泉地域で働くことによって、混雑を緩和させ、温泉地にいる間、通

勤通学にかかるストレスが解放されます。自然の中での生活を営むことによって、精神衛

生上の安定が保たれ、温泉療法と組み合わせることで、健康への意識が高まります。） 

 

番号の記入（４．７） 

（４．質の高い教育をみんなに） 

４.７ ２０３０年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイ

ル、人権、男女の平等、平和及び非暴力的文化の推進、グローバル・シチズンシップ、文

化多様性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通して、全ての学習者が、持続

可能な開発を促進するために必要な知識及び技能を習得できるようにする。 

結びつきの説明 

（都市部と地域での教育格差・情報格差を是正するため、世界の第一線で活躍する研究者

や企業人が温泉地域で地元民と交流し、また、彼らの研究や仕事内容を聞ける場を提供し

ます。また、活動を通して、日本が有する資源や地熱・温泉資源についての知識を参加者

みんなに提供し、持続可能な地域づくりを考えるきっかけを与えます。） 

 

番号の記入（５．４） 

（５．ジェンダー平等を実現しよう） 

５.４ 公共のサービス、インフラ及び社会保障政策の提供、並びに各国の状況に応じた

世帯・家族内における責任分担を通じて、無報酬の育児・介護や家事労働を認識・評価す

る。 

結びつきの説明 

（昔ながらの湯治宿には、男女別のお風呂ではなく、性別で分けない貸切風呂があり、Ｌ

ＧＢＴの人が入りやすいインフラとなります。そのような、これまで着目されなかった視

点での温泉活用に目を向けてもらえるように情報発信を行なっていきます。） 

 



番号の記入（６．ｂ） 

（６．安全な水とトイレを世界中に） 

６.ｂ 水と衛生に関わる分野の管理向上における地域コミュニティの参加を支援・強化

する。 

結びつきの説明 

（温泉井の管理やその難しさについて、地域内・地域外コミュニティで共有し、情報共有

できるような場づくりを目指します。） 

 

番号の記入（７．２） 

（７．エネルギーをみんなに そしてクリーンに） 

７.２ ２０３０年までに、世界のエネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの割

合を大幅に拡大させる。 

結びつきの説明 

（本取り組みは、地熱資源（直接熱利用も含め）や他の地域エネルギー（木材・水力な

ど）の最大限の利用を目指すものであり、電力として消費される化石燃料の消費を下げる

ことを目的としています。本取り組みを通して、エネルギーに関心のない人も巻き込み、

地域にあるエネルギー源に目を向けることを狙っています。また、これまでの地熱開発で

は技術的に難しいだけでなく、温泉地域からの反対を受けるなど社会的に受容されていな

いことが問題として挙げられました。地域コミュニティに地域外の人が入り、本当にみん

なが幸せになる資源の利用について考える場を創出し、地元住民も納得する地域資源利用

の最大化を目指します。） 

 

番号の記入（７．ａ） 

（７.ａ ２０３０年までに、再生可能エネルギー、エネルギー効率及び先進的かつ環境

負荷の低い化石燃料技術などのクリーンエネルギーの研究及び技術へのアクセスを促進す

るための国際協力を強化し、エネルギー関連インフラとクリーンエネルギー技術への投資

を促進する。） 

結びつきの説明 

（海外研究者に日本の温泉地でワークショップやワーケーション（ｗｏｒｋ＋ｖａｃａｔ

ｉｏｎ）を実施してもらいます。その中で日本の温泉地域の現状を知ってもらい、新しい

技術の導入の可能性を検討します。） 

 

番号の記入（８．２） 

（８．働きがいも経済成長も） 

８.２ 高付加価値セクターや労働集約型セクターに重点を置くことなどにより、多様

化、技術向上及びイノベーションを通じた高いレベルの経済生産性を達成する。 

結びつきの説明 

（リモートワークの対象は主に知的生産活動を主とする働き手（研究者・プログラマー・

コンサルティング業）であり、彼らの通勤通学にかかる日々のストレスを低減しながら、

温泉地域で集中力を高めることによって、生産性向上を図ります。） 

 

番号の記入（８．４） 

（８.４ ２０３０年までに、世界の消費と生産における資源効率を漸進的に改善させ、

先進国主導の下、持続可能な消費と生産に関する 10年計画枠組みに従い、経済成長と環

境悪化の分断を図る。） 

結びつきの説明 

（都会でエネルギー消費をせずに、資源のそばでの直接利用、実現させます。） 

 

番号の記入（８．９） 



（８.９ ２０３０年までに、雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能

な観光業を促進するための政策を立案し実施する。） 

結びつきの説明 

（温泉地域における雇用創出、温泉文化の振興を狙います。） 

 

番号の記入（９．４） 

（９．産業と技術革新の基盤をつくろう） 

９.４ ２０３０年までに、資源利用効率の向上とクリーン技術及び環境に配慮した技

術・産業プロセスの導入拡大を通じたインフラ改良や産業改善により、持続可能性を向上

させる。全ての国々は各国の能力に応じた取組を行う。 

結びつきの説明 

（地熱資源の熱の直接利用も含めた利用法を発信し、事業者と連携して行くことによっ

て、資源利用効率の向上と技術導入の促進を行います。） 

 

番号の記入（１１．ａ） 

（１１．住み続けられるまちづくりを） 

１１.ａ 各国・地域規模の開発計画の強化を通じて、経済、社会、環境面における都市

部、都市周辺部及び農村部間の良好なつながりを支援する。 

結びつきの説明 

（温泉地域と都市部をつなげることにより、人・モノ・カネ・情報が回るシステムを目指

します。都市部の人にとっては、温泉地域の自然やエネルギー、食が提供され、温泉地域

では、雇用創出、温泉文化の振興が期待されます。） 

 

番号の記入（１２．２） 

（１２．つくる責任 つかう責任） 

１２.２ ２０３０年までに天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用を達成する。 

結びつきの説明 

（地域にある地熱資源の資源量の評価を行い、市民の満足度も踏まえた最適な資源利用を

提案します。） 

 

番号の記入（１２．３） 

（１２.３ ２０３０年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の

廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食品ロスを減少させ

る。） 

結びつきの説明 

（温泉地域で地元の農家からの食料が提供されることにより、市場に出ない食料も入手し

やすくなります。） 

 

番号の記入（１２．８） 

（１２.８ ２０３０年までに、人々があらゆる場所において、持続可能な開発及び自然

と調和したライフスタイルに関する情報と意識を持つようにする。） 

結びつきの説明 

（Ｗａｋｕ2  ａｓ ｌｉｆｅが提唱するのは、まさに持続可能な開発及び自然と調和し

たライフスタイルであり、このライフルタイルに関する情報を発信していきます。

http://waku2life.jp/） 

 

番号の記入（１３．１） 

（１３．気候変動に具体的な対策を） 

（１３.１ 全ての国々において、気候関連災害や自然災害に対する強靱性（レジリエン

ス）及び適応の能力を強化する。） 



結びつきの説明 

（地熱資源は、エネルギーを生み出すだけでなく、火山や地震災害にも関わってきます。

地熱資源の観測を行うことによって、得られるデータから防災にもつなげることができま

す。本取り組みでは、データ取得までは行わないものの、火山学者等と連携し、温泉地域

の防災についても考えていきます。） 

 

番号の記入（１６．７） 

（１６．平和と公正をすべての人に） 

１６.７ あらゆるレベルにおいて、対応的、包摂的、参加型及び代表的な意思決定を確

保する。 

結びつきの説明 

（大学が第三者的な立場で地域自治体と連携をし、地域資源に関して利害関係を持つ地元

住民や地域外企業との対話の場の提供し、参加型の意思決定法を提案します。） 

 

番号の記入（１７．１４） 

（１７．パートナーシップで目標を達成しよう） 

１７.１４ 持続可能な開発のための政策の一貫性を強化する。 

結びつきの説明 

（地域の自然資源量を基準とするため、人の欲や、時代の流れに左右されずに、開発を進

めることができます。） 

 

番号の記入（１７．１７） 

（１７．パートナーシップで目標を達成しよう） 

１７.１７ さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果的な公的、

官民、市民社会のパートナーシップを奨励・推進する。 

結びつきの説明 

（大学が第三者的な立場で地域自治体と連携をし、地域資源に関して利害関係を持つ地元

住民や地域外企業との対話の場の提供を目指します。） 

■質問事項 （全２００文字以内厳守）  

質問１*  

（200 文字以内）  

活動を始めた きっかけを教えてください  

中学生の頃からエネルギー問題に関心を持ち、２０歳から地熱エネルギーの研究を始めま

した。また、東日本大震災で大学発の震災ボランティア団体を立ち上げましたが、東北地

域は様々な面で他地域に頼っていると痛感し、地域資源を生かして自立することが必要だ

と考えました。地熱エネルギーの「湧く湧く」と、未来に対する希望感の「ワクワク」と

を組み合わせることで、明るく問題解決ができるのでは、と考えています。 

質問２*  

（200 文字以内）  

この活動 を通してどのような未来を実現したいと思っていますか（ビジョン）  

自然資源を有する地域において、地域内・地域外の人々の満足度を最大限に満たしなが

ら、その資源を地域で最適に活かせる社会にしたいと思います。そのために、人・カネ・

モノ・情報が集中する都市部を地域につなぎ、資源を有する地域に投資ができる社会を実

現したいと思います。資源を有する地域が自立し、国全体の自給率向上に寄与し、他国の

エネルギー資源に依存しない国を作りたいと思います。 

質問３*  

（200 文字以内）  

未来を実現する ために今行っている具体的な活動をお答えください（アクション） 

研究活動のほか、地元住民と賛同企業との協働で、リモートワーク合宿や働き手の子供達

向けのサマーキャンプを実施し、働き方改革・子育て支援・環境教育・エネルギーと食の

地産地消を狙っています。 また、第一線で活躍する研究者や企業人に、温泉地でワクワ

クする話をしてもらう場を企画したり、地域資源に根ざしたワクワクする地域づくり最適

化モデル構築のため、地域内外の声を聞くワークショップや対話の場を設けています。 



質問４*  

（200 文字以内）  

あなたの行っている 活動は社会にどのような影響を与えていますか（インパクト）  

エネルギー問題や少子高齢化、地方の過疎化を問題としてとらえるのではなく、ワクワク

することと組み合わせることで、みんなが楽しみながら問題に自分ごととして取り組むき

っかけを与えています。また、地域内外の異分野異業種の人たちが意見を出し合える、プ

ロセスを重視した地域づくりを通して、色々な立場の意見を尊重できる力、制約がある中

で毎日にワクワクを見つける力をみんなで養っています。 

質問５*  

（200 文字以内）  

あなたの考える リーダーシップをお答えください 

解を示すのではなく、問題設定からみんなで考え、みんなで問題を解くことに挑戦できる

ような場を作ることがリーダーには必要だと考えます。正しさだけでは人はついてきませ

ん。人をワクワクさせ、人を巻き込む力が大切だと思います。一方で、最終的な責任を取

れるのがリーダーだと思います。巻き込んでいる人たちが正しい方向に進んでいるのか、

常に自問自答を繰り返す責任感が必要だと思います。 

■推薦者情報   

ブロック名*  宮城ブロック協議会 

青年会議所名*  公益社団法人 仙台青年会議所 

担当役職*  法令会計審査会議 副議長 

担当者氏名*  佐々木 勇一 

フリガナ*  ササキ ユウイチ 

推薦理由*  

（200 文字以内）  

地域資源に着目し、特に温泉地域において、純国産資源の利用効率を向上させることの

研究開発を行うとともに都会と地域をつないだ市民の対話の場づくりを行い精力的に活

動されております。彼女の地域に根差した活動に対する情熱は、我々仙台青年会議所の

メンバーも手本にする所であり、彼女が行う運動や情熱を更に拡大することで、明るい

豊かな社会の実現に向けた一歩になると考え推薦します。 

  


