
実施報告書

2019.６
学生団体 miU3



開催日：令和元年5月31日（金） 会場：上田市創造館

主催：学生団体miU3 合同主催：長野大学熊谷ゼミ

後援：長野県酒造組合 上田支部 協力：NPO法人 UFM
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開催概要

ご協力頂いた酒蔵

関係団体



参加者予約数

２８５名

参加者数
成人１６８名 未成年６２名

２３０名





目的

①学生の学生による学生のための地酒イベント。

➡「学生主催の地酒フェス」

②長野県の魅力である日本酒。熱い想いを持つ地域産業。

➡「日本酒業界との連携」

③地域社会に飛び出す第一歩。

地酒から始まる地域コミュニティを。

➡「学生が地域社会へ」

④上田市のおいしい地酒を知ってもらう、きっかけ作りの場。

➡「日本酒業界の未来への種まき」

⑤学生同士の新しいつながりから地域活動の活性化を。

➡「新たな人脈の創造」

開催経緯

①大学在学中に、自分なりの地域の魅力を一つでも多く
見つけてもらいたい。

②学校の授業のほかにも自主的に地域社会にかかわりを
持ってほしい。

③昔から地域と根強い関係のある地酒を通じて、大学生
同士の交流や地域社会での活動を促進したい。

そんな思いから、地域に出るきっかけづくりとして
本イベントを企画した。



経緯エピソード

上田市に四年間在住していた先輩学生が卒業の際に言ってい
た言葉「上田に魅力はない」「行きつけのお店がない」など。

その言葉を聞いた際はとても悲しかった。

四年間、この上田の地に住んでいたのに、上田に魅力を見い
だせず、親しい人やお世話になってる人にお店を紹介するこ
ともできない。ましてや、上田を案内することなんて出来な
いし、しようともしない。

そんなことは「地域共同の学び」が理念の長野大学としても
「学園都市うえだ」としても、変えなければいけないこと
である。

せめて少しでも自分なりの地域の魅力を感じていきたい。
みんなも感じてほしい。と強く思った。

もっと皆に地域に出てもらうにはどうしたら良いのか？
自分なりの魅力を見つけ出してもらうにはどうしたらいいの
か？

それらを考えているうちに、まずは自分が
「地域を感じるもの」、自分自身が「好きなもの」
皆に伝えようと思った。

それが「地酒・日本酒」である。

私自身、日本酒に出会ってから地域社会により出ていくよう
になり、地域の活動に積極的に参加したり、多くの人生の先
輩と親しくなることができた。

昔から地域に根差した産業の日本酒は今でも地域社会に密接
にかかわっている。

その為、私が感じたものが「地酒・日本酒」を通じて一人で
も多くの人に感じてもらえたらと思い、本イベントの企画を
した。





日本酒購入数の増加

SAKE TIMES 様のweb記載

参加者が家族のプレゼント用に購入

イベント終了後のアンケート調査

から若年層へのアプローチ（次頁参照）

上田市の地域活性化

信州民報様への記載・信濃毎日新聞様への掲載

テレビ信州様の取材

上田ケーブルビジョン様からの取材

うえだNavi様の広告・取材・学内外へのチラシ掲載

商店街の各店舗様に宣伝、掲載

上田電鉄様との協力で駅への記載

（別紙参照）

活動成果



テレビ信州
ストレイト
ニュース
6月1日放送

上田ケーブルビジョン放送（5月17日・6月5日

三回放送）

蔵元とのトークセッ
ション

各メディアでの取り上げ







各酒蔵紹介・タイムスケジュール 上田市の酒蔵・酒屋マップ

五蔵の前掛け暖簾 質問・感想コーナー

未成年・運転者首掛け成人者リストバンド

制作実績



写真スポット



受付開始17:00 開宴18:00 事前申し込み制

場所：上田市創造館
別所線 赤坂上駅から徒歩7分

詳細・申し込みは
公式ツイッターへ お
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自慢の地酒が

当たる抽選会

盛り沢山

運転者・未成年者の飲酒禁止 主催：学生団体miU3 後援：長野県酒造組合上田支部
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参加者全員にプレゼント

等々…

300人定員



本イベントの開催趣旨である、五つの目的

①「学生主催の地酒フェス」

②「日本酒業界との連携」

③「学生が地域社会へ」

④「日本酒業界の未来への種まき」

⑤「新たな人脈の創造」

に対して、本イベントでは

① 5月31日に開催をして、285名の学生予約を取りました。

② 長野県酒造組合上田支部の方々に全面協力していただき、学生ス
タッフと酒造組合との協力関係を築きました。また、参加学生は
イベント内での「蔵元とのトークセッション」や各酒蔵ブースで、
蔵元との交流が行われました。

③ 学生スタッフは今回のイベントをきっかけにして地域社会での新
しい活動を試みる予定です。なお、既に多くの地域団体から活動
の協力依頼等を受けています。

④ 日本酒を飲んだ事のない参加学生が半数以上おり、その学生たち
に地酒を味わってもらうことができました。

⑤ 今回のイベントを通して、スタッフは地域社会で多くの協力者や
応援者を獲得することができ、地域社会に対して新しい人脈を作
ることができました。参加学生は他大学生との交流や同じ大学内
でも話す機会の少なかった人との交流が行われ、お互いに影響を
与え合っていました。

以上のように、今回のイベントを通して、当初に示した目標を達成す
ることが出来たといえます。

今後ともこのような活動をきっかけに、学生の若い力が躍動し、市民
力と融合する活気ある地域づくりに展開が期待されるものであり、こ
れは公立大学法人長野大学のビジョンにまさに合致する内容となって
いると言えます。

活動総括



アンケート調査結果

1.調査目的

本イベントの参加学生の意見より

今後の活動への参考資料とする為。

2.調査期間

5月31日～6月6日（7日間）

3.調査対象者

本イベント参加学生

4.調査方法

グーグルフォームアンケート調査

5.回収状況

参加学生230名中83件

6.裏面資料

アンケート集計結果と考察

以上



⇒女性が半数以上占めているのことは、
女性向きのイベントの開催も視野に入れるべき。

⇒未成年でも４割近い参加があったことは、
成人後も日本酒を飲んでもらえる可能性あり。

⇒長大以外の学生との交流があった
⇒長野県以外の出身が多く、
今回のイベントで全国へのPRにつながった。

⇒47都道府県すべての出身者がいることは
大学生にイベントを行うメリットだと言える。

基本属性



⇒半数近い参加者が満足度「５」を選択した。

一方で、満足度「３」と「2」を選択した

参加者は１割いる。

⇒友人の紹介やスタッフの宣伝が大半を占めていることは
メンバーの営業による効果があったと考えられる。

アンケート結果



満足度５にしなかった理由（抜粋）

・未成年が楽しめるような取り組みがもう少しあれば嬉しかったです。
あとは、照明が暗すぎてちょっと場に馴染むのに時間がかかりました。
１９歳男性

・飲みたいお酒が途中売り切れてしまったため。おつまみやご飯ものが足りない
２０歳女性

・お酒を飲めるようになってからの方が良かった。
せっかく集まった学生ともっと交流する企画が欲しかった。
１８歳女性

・せっかく美味しい地酒だったのにつまみが駄菓子なのが残念だった。
・おにぎりとケーキと駄菓子の袋詰めで両手が塞がった。
手提げなどせめて片手が空かないと枡が持てない。邪魔くさかった。

・会場入りから開始時間までの間、開始から酒が飲めるまでの無駄な時間がストレスだった。
・いろんなお酒が飲み比べできて本当に楽しかった。途中で酒がなくなったのが残念。
・酒が飲めない人たちがつまらなそうだった。
２１歳女性

満足度５を付けた理由（抜粋）

・美味しい日本酒と甘酒が飲めた
２０歳女性

・未成年でも楽しめたから。
１９歳女性

・500円で沢山のお酒を飲むことができ満足したから
２４歳男性

・予想のはるか上を超えたイベントでした。
素晴らしかったという気持ちしかありません。
理由をあげると、地域の方とのつながりが大きいです。
酒蔵を営んでいる方々のお酒に対する想いを伺うと、
ひとりひとりがお酒に対する愛情と情熱をもって日本酒をつくっていることが
感じられました。日本酒のことを何も知らずにいた私でしたが、
SAKEFesと酒蔵の方々を通じて興味を持つことができました。
２２歳男性

アンケート結果



⇒９６％の人が行きたいと回答していることは
次回も参加する人が多数存在する。

次はどんなイベントに行きたいと思いますか？（抜粋）

・お友達が欲しい
・酒フェス
・いろんな人と繋がれるイベント
・食べ物
・飲み歩き
・お次はワインで！！笑笑
・地域共同のイベント！
・いろんなお酒があるイベント！
・自分の趣味や興味あるイベントに参加してみたい。
・日本酒以外の上田名物のイベントに行きたいです！

(味噌とかおいだれとか…)

アンケート結果



お酒を飲む頻度について

⇒全く飲まない人が４割近く、
日本酒を飲まない人が６割近くいる中で
参加者が２３０人集まったことは、
イベントの開催に意義があった。

本イベントを通して日本酒への印象は
どう変わりましたか？（抜粋）

・種類によって全然違くておもしろいと思った。 ２０歳女性

・意外と若い人も関わってる事業。 １８歳女性

・今まで飲みにくい印象でしたが、美味しかったです。 ２０歳男性

・とても美味しくて、良いなと思った。 ２１歳女性

・成人したら必ず飲みたいと思いました。 １９歳女性

・イベントを通してほかの日本酒も飲んでみたいと思うようになった。21歳男性

・先輩が美味しそうに飲んでいた。早く飲んでみたい。 19歳男性

・敷居はそんなに高くないんだなと感じました。 20歳女性

・もっと飲みにくいものだと思っていた。今までは日本酒と聞くと距離を置いていた
が、これからは機会があれば飲みたいと思う。 21歳男性

・日本酒ってとっても美味しいとかんじた！！今度は親と飲もうと思う！22歳女性

・日本酒が身近に感じることができた。21歳女性。他7名

アンケート結果



⇒特に、「家族へのお土産」として日本酒を紹介することが
今後学生へのアプローチとして有効と考えられる。

⇒特に、第二回のSAKEFesを望む意見が多かった。
イベントに対して高評価だったと考えられる。

アンケート結果



⇒多くの人が地域での活動に関心がある一方で
大学生になってからその機会が少ないと考えられる。

「はい」と答えた人はどのような活動に参加しましたか？
（抜粋）

・千本桜祭り
・ウォーキングイベント 5/19
・池田町つむぐプロジェクト
・上田街中演劇祭の運営・企画の手伝い
・棚田のイフガオ関連の聞き書きイベント
・柳町発酵祭り
・稲倉の棚田保全活動
・田植え
・「まち学」実行委員会

アンケート結果



・もう少し甘酒の種類があれば欲しかったです！
このような企画をしてくださり、ありがとうございました。
とても美味しくお酒を頂けました。

・途中、お酒が売り切れたのが残念でした。
また、お酒前の列や人だかりがもう少し工夫できたら、
次回はスムーズにお酒を取りに行けると思いました。
スタッフの皆さん、お疲れ様でした…！

・椅子が欲しい

・有料でもいいのでおつまみや、なにかアテのようなものがあれば
良かったです。せっかく日本酒が珍しくて楽しかったので、
おつまみがあればなと思いました

・みんなで頑張った甲斐があったと思う またやろう！

・お菓子、ご飯ものをもっと充実させていただきたいと感じます。

・楽しかったです！ありがとうございました！

・試飲コーナーは片側だけではなく両サイドに設ければ

もっとスムーズに進めることができると思った。

お酒のおつまみがおにぎりとお菓子などでしたが、

出店などを募って

その場で提供されるお料理だとより楽しいし、

上田の魅力が伝わりそうだなと思いました

ほんとに楽しかったです！

運営側も楽しそうだなとも思いました！！！笑

自由記述



・ステキなイベントをありがとうございました！
成人の方々はもっと値段あげて大丈夫だと思いますよ！
1000円とか！今回このイベントを開催してくれたスタッフ
皆さん、本当にお疲れ様でした！
そしてありがとうございます！とても楽しく参加することが
でき、普段交流できない人たちとも関わることができました。
日本酒だけじゃなくお酒がある場ってやはり楽しく、
いいなって改めて思いました。

・未成年の人への配慮もあり、とても楽しんでいたと感じました。
しかし甘酒の量が少なかった・甘酒があまり好きではない
という方がいたので、そういう人たちへの配慮がもっとあったら
素敵だな！と感じました。

・乾杯の時の写真撮影と2回乾杯するのが、正直間延びしていた感じ
がした。
トークセッションは、良い話なのにスクリーンで茶化す人がいたり、
学生があまり話を聞いていなくて、もっと工夫が必要だと思った。

酒造さんがせっかく来ていたのでもっと交流したかった。

ex)学生がお酒の説明をしながら注いでくれたが、
酒造さん本人がやるとか。

・会場内の装飾がとても可愛かった。
模造紙も情報としてはとても良いものだと思うが、
あまり見ている人がいない気がした。
データ化してSNSに載せたり、
パンフレットとして配ったりするのもありだと思った。
飲んだお酒の銘柄カードみたいなのが一緒に置かれていると
次飲みたい時に正確に買うことができると思った。

・1人だと楽しめなかったから、1人でも楽しめたらいいなと。

自由記述



学生団体miU3

団体概要



団体活動理念

①「地域社会と学生の窓口」

②学生同士の交流や活動により地域の魅力を

発見・発信し新たな人脈を創造する。

③学生が地域で主体的に活動する事により

「学園都市うえだ」を体現していく。

以上の3つを目指す。

昨年度の12月に発足し、現在では3年生4名
２年生7人名・1年生7名の計18名で活動をしている。

週に1～3回お昼休みに活動の打ち合わせを行う。
休日にはイベント運営や地域活動の手伝い
観光調査などを行っている。

名前の由来
miU3とは「3つのUをmixする」という意味がある
「3つのU」とは「Ueda（うえだ）」「University student（大学生）」
「Utopia（理想郷）」である。
この３つをミックスして、うえだを大学生が憧れる理想郷にしたいと
いう思いがある。
また、「ミューシー」と読むのはフランス語で感謝を表す言葉の
「メルシー」と似せているためである。

団体概要

代表 中村春斗
℡：080-49494-1999 E-mail：akaoni0327@i.softbank.jp

お問い合わせ


