
九州経済産業局ｴﾈﾙｷﾞｰ環境広報室

九州経済産業局は、次世代のエネルギー問題への理解促進を図るため、省エネルギー対策について、中学生・高校
生が自ら考え、提案し、今後の活動に役立ててもらうことを目的とした「令和元年度省エネ政策提案型パブリック・ディ
ベートコンテスト」を開催しました。
当日は、中学校６チーム３７名、高校生８チーム３７名、引率者等も含めて全体で約150名が参加し、参加校は、それぞ
れ「ユニーク」かつ「斬新なアイディア」の省エネ政策提案をもとに論戦を繰り広げました。
今回は初の沖縄県からの参加、昨年度に引き続いての山口県からの参加もあり、本事業の広がりにも期待が持たれるところ
です。また、昨年度の要望を踏まえ、中学生の決勝戦も実施しました。
九州経済産業局としては、今後とも若年層も含めた省エネ・エネルギー環境広報に積極的に取り組んで参ります。

■ 開催日時： 令和２年1月11日（土）１０：３０～１６：３０

■ 開催場所： 福岡工業大学 Ｃ棟地下ホール 他 （福岡市東区和白東３－３０－１）

■ 論 題： パリ協定を踏まえた地球温暖化対策～「脱炭素社会」を目指し、取り組むべき省エネ政策とは～

■ 出 場 校： １３校 (中学校 ５校、高等学校 ８校）

Q.政策提案型パブリック・ディベートとは？
A. 一般的なディベートのイメージである肯定・否定に分
かれて議論し勝敗を決定するスタイルではなく、双方の
意見に耳を傾け、お互いに先方へ更に効果的と考えられ
る提案をし、双方で相手チームの意見を参考に提案内容
を練り、再度提案した内容・議論の展開の進め方で評価
を行う形式です。
一般市民にも聴き取りやすく、理解が容易なスピーチを
展開し、社会問題を解決するための政策について討論し
ます。

令和元年度 省エネルギー促進に向けた広報事業

省エネ政策提案型パブリック・ディベートコンテストの開催概要（その１）
中・高校生
による

▲小野基海
九州経済産業局 電源開発調整官

■主催者挨拶

▲池田賢治
ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ･ﾃﾞｨﾍﾞｰﾄｺﾝﾃｽﾄ実行委員会 委員長

■コンテスト会場風景

■御協力：福岡工業大学、
NPO法人全国教室ディベート連盟九州支部

■主 催：経済産業省九州経済産業局
パブリック・ディベートコンテスト実行委員会



■高校生の部の決勝■エネルギー・トークセッション

▲中学生・高校生決勝戦参加者は提案するエネルギー政策に対して、

意見や質疑などを交わし、解決方法を導いていく議論の展開がなされて
いました。レベルの高い試合運びに会場も熱気に満ちていました。

▲藤原洋記 氏

九州経済産業局ｴﾈﾙｷﾞｰ環境広報室
令和元年度 省エネルギー促進に向けた広報事業

省エネ政策提案型パブリック・ディベートコンテストの開催概要（その２）
中・高校生
による

エネルギートークセッションでは、参加校の省エネ政策提案をベースに、２人
の講師から参加校への提言に関する問いかけや助言を行うとともに、参加
校同士の質疑などで、大いに盛り上がりました。

▲林 真実 氏

■中学生の部の決勝

先攻：宮崎県立宮崎西高等学校附属中学校 （宮崎県）
「コンパクトシティの形成」
後攻： 国立大学法人大分大学教育学部附属中学校 (大分県)
「カーボンリサイクル技術を用いて日本の炭素排出量を
ニュートラルに」

先攻：学校法人宇部学園慶進高等学校 （山口県）
「エコが売れる国日本 ～CO2を膜分離することにより人工光合成酸素をオレフィン
に分解」
後攻： 学校法人熊本マリスト学園熊本マリスト学園高等学校 （熊本県）
「火力発電におけるCO2リサイクルシステムを活用した省エネ事業」
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中学生は、H30FYまでは
予選の成績で優勝・準優
勝を決定していましたが、
今回決勝戦を行いました。

高校生は、奇しくも昨年
と同じ組合せの決勝戦と
なりました。

■省エネ政策提案型パブリック・ディベートコンテスト試合結果

「みんなで話し合おうエネルギーの未来」



ご協力・ご後援をいただきありがとうございました。
■協力：福岡工業大学、NPO法人全国教室ディベート連盟

九州支部
■後援：福岡県教育委員会、佐賀県教育委員会、

長崎県教育委員会、熊本県教育委員会、
大分県教育委員会、宮崎県教育委員会、
鹿児島県教育委員会、北九州市教育委員会、
福岡市教育委員会、熊本市教育委員会、
朝日新聞社、産経新聞社、西日本新聞社、
日本経済新聞社西部支社、毎日新聞社、読売新聞社

～ 参加者からのコメント ～ （抜粋）
＜感想・評価＞
■様々な学校の方々との試合を通して、新しい価値観にふれ、
学ぶ事が出来ました。ディベートを通して、省エネ、議論の
重要性について学べました。（中学生）

■これからも中学生の決勝戦を続けてほしいです。（中学生）
■とても楽しく省エネについて学べました。また、協調性を意
識して試合するのは楽しいです。（高校生）

■パブリックということで、専門知識がなくとも誰でも参加がで
きるということにとても良さを感じることができました。（教
育関係者）

■現在、実際行うには壁がある政策提案も、30年後あたりま
えになる様に夢のある意見が提案されてたのもしく思いま
す。（保護者）

＜要望・改善点＞
■全国大会を開催してほしい。（中学生）
■決勝戦にオーディエンスからの質疑時間を下さい。（高校
生）

■相手からの提案がないため、再提案を行うことができない
ことがあるので、質疑内容で差別化ができるような工夫を
していただきたいです。（高校生）

九州経済産業局ｴﾈﾙｷﾞｰ環境広報室
令和元年度 省エネルギー促進に向けた広報事業

省エネ政策提案型パブリック・ディベートコンテストの開催概要（その３）
中・高校生
による

参 考



中学の部 省エネ政策提案概要

東明館中学校 （Ａ） 《佐賀》

精道三川台中学校 《長崎》

東明館中学校 （Ｂ） 《佐賀》

熊本マリスト学園中学校 《熊本》

宮崎西高校附属中学校 《宮崎》

大分大学附属中学校 《大分》

アミン溶液を活用した炭素繊維の精製

EVライドシェア

CO2燃料化と人工光合成

コンパクトシティの形成

海藻肥料を用いて牛からメタン排出量の削減

カーボンリサイクル技術を用いて日本の炭素排出量をニュートラルに

高校の部 省エネ政策提案概要

Ｎ高等学校 《沖縄》

城東高等学校 《福岡》

東明館高等学校 《佐賀》

精道三川台高等学校 《長崎》

熊本信愛女学院高等学校 《熊本》

熊本マリスト学園高等学校 《熊本》

宮崎西高等学校 《宮崎》

慶進高等学校 《山口》

火力発電におけるCO2リサイクルシステムを活用した省エネ事業

エコが売れる国日本
CO2を膜分離することにより人工光合成酸素をオレフィンに分解

地域エネルギーハブ～放棄森林を太陽パネルへ～

パブリックスペースを活用した地域一体化活動
～クールシェア防犯意識の向上、エコ活動etc.～

備長炭による炭素固定化

オール再生可能エネルギー化（家庭）
超臨界CO2タービン

N（日本を）H（本気で変える）３（0年プロジェクト）
アンモニア発電によるCO2の削減・マイクロ波による製鉄方法

昆虫食による脱炭素社会

（参考１）



九州経済産業局ｴﾈﾙｷﾞｰ環境広報室令和元年度省エネルギー促進のための広報事業

省エネ政策提案型パブリック・ディベートコンテストアンケート結果概要（参考2）

【考察】
決勝戦の投票用紙裏面を活用してアンケートを実施。
１４３名から回答。

中学生６０名（４２．０％）、高校生３１名（２１．７％）、教育関
係者２２名（１５．４％）、保護者１５名（１０．５％）と学校関係の
参加者が８６％。

■ パブリック・ディベートコンテストに参加（参
観）してみて、省エネ・エネルギー環境問題に
「自分なりの関心をもつようになった」者が、回
答者の７割近くを、「行動」、「関心・行動も変化
した」者が２割と、参加者の省エネ活動へ直接
繋がる面も期待できる。また本事業の継続を
回答者の９割が望んでいる。本事業には一定
の効果が現れているものと考えられる。
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