


は じ め に

　近年，少子・高齢化が急速に進行するとともに，住民ニーズが複雑・多様化する中で，

行政だけでなく，地域の自治会やボランティア，ＮＰＯ，企業など多様な主体が地域社会

の担い手となり，それぞれが連携・協力し支え合うことが求められていると考えています。

　このため，私は知事就任以来，「地域に必要なサービスを提供する新しい仕組みの形成」

と，「共生・協働型コミュニティの形成」を二つの柱とする共生・協働による地域社会づ

くりに取り組んでまいりました。

　このような取組の結果，本県のＮＰＯ法人数は飛躍的に増加するとともに，自治会等

と協働して地域づくりに取り組むＮＰＯ法人や，自主財源による事業展開を行う自治会

等が増加し，全国表彰を受けるような自治会やＮＰＯ法人等が現れるなど，全国に誇れ

る地域集団が成長してきています。

　また，平成２４年３月には，「かごしまニューライフプラン検討委員会」から，県民一

人ひとりが将来を展望できる生涯生活設計を描けるよう，行政や民間で取り組むべき施策

等をまとめた「かごしまニューライフプラン」が提言され，ここで掲げられた仕事・生活・

絆の「３つの安心」を実現するための各種施策の実施においてもＮＰＯ法人等は，様々

な役割を果たすことが期待されております。

　このたび，共生・協働の取組の必要性や重要性について，より理解を深めていただく

ため，本県の自治会やＮＰＯ法人の取組事例を広く県民の皆様に御紹介する「共生・協働・

かごしま」を作成しました。

　本誌が，鹿児島の良き伝統や風土を十分に生かしながら，すべての人がお互いを思いや

り，支え合う，優しく温もりのある共生・協働の地域社会づくりの参考になれば幸いです。

　終わりに，本誌の作成に当たり，御協力いただいた自治会やＮＰＯ法人など多くの方々

に対し，心から御礼申し上げます。

平成25年3月

鹿児島県知事  伊藤 祐一郎
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第 1 章

共生・協働の事例
（ＮＰＯ法人，自治会等の活動事例）

と おく たん   けん    たい

ひっ翔べ！奥さつま探険隊活動事例

平成18年度に，地域づくりを切望する有志が集まり，さつま町で最初に設立されたNPO法人です。今後
も，鹿児島の名言，「泣こかい，翔ぼかい，泣こよっか，ひっ翔べ！」の精神のもと，地域づくりのパートナーと
して，流域圏とも連携しながら，挑戦してまいります。

主な活動内容 action

川内川で見られるゲンジボタル
の遊覧を行っているさつま町ホタ
ル舟を活用し，伊佐市・薩摩川内
市・霧島市でも川舟遊覧を行い，
地域間交流に寄与しています。

1

鶴田ダムの流木を国土交通省より
譲り受け，「まき」に加工して，無料
配布しています。ゴミを有効活用で
きるエコ活動を推進しています。

2

子ども達の幸せを願い，一針一
針作り上げた縁起物「さげもん」
を「ささ福かざり」として制作・指
導を行い，商工会等への普及・
啓発を行っています。

3

代表者／小牧紘一
所在地／〒895-2102 薩摩郡さつま町神子3985-9 大鶴ゆうゆう館内
連絡先／TEL&FAX:0996-59-2522

特定非営利活動法人 ひっ翔べ！奥さつま探険隊

■受賞歴など
平成21年度　国土交通省九州地方整備局鶴田ダム管理所長
 表彰「河川環境の保全美化功労」

さつま町ホタル舟を有効活用した第８回秋の大鶴湖水辺探検隊（曽木発電所跡）
Ｅボート体験

郷土の豊かな自然環境や文化・歴史との
共生，川内川を活かした自然体験・環境
学習に関する活動をとおして，地域の自
立的・持続的な活性化，社会教育へ寄与
することを目的としています。

団体の紹介 introduction

メッセージ
 Message

さつま町所有のホタル
舟を活用した自然体験
及び地域間交流

鶴田ダムの流木再利用
に伴うカーボンニュート
ラル事業

「さつま，ささ福かざり」
の制作・指導・普及・啓
発事業

川流れ体験

43

鶴田ダムの流木処理天降川フェスティバル（霧島市） ささ福かざりの製作
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活動内容の写真です。 団体名です。

団体の自己紹介です。

団体の主な活動内容
をご紹介しています。

団体情報（代表者，住
所，連絡先等）を掲載
しています。

団体代表者からのメッセージです。

凡 　 例
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1 地域サポートよしのねぎぼうず
2 あなただけの乳がんではなく
3 いじめ対策プロジェクト
4 ＳＣＣ
5 ＮＰＯさつま
6 ＮＰＯ設立・運営支援センター
7 ＮＰＯデフＮｅｔ．かごしま
8 かごしまＮＰＯ支援センター
9 鹿児島県ＮＰＯ事業協会
10 鹿児島県有機農業協会
11 鹿児島砂防ボランティア協会
12 かごしま特産品販売促進協会
13 こども医療ネットワーク
14 桜島ミュージアム
15 薩摩ＲＯＣＫ・ＣＬＵＢ
16 ＣＳＳ九州
17 日本から HTLV ウイルスをなくす会
18 ネイチャリング財団／ネイチャリング・プロジェクト
19 ピンクリボンかごしま
20 ふく松
21 まちづくり地域フォーラム・かごしま探検の会
22 いちごいち笑～明日香の家族～
23 江口浜ビーチサービス
24 人・自然の南風
25 みしま村子育てひろば野いちご
26 トカラ・インターフェイス
27 中之島ふるさとづくり委員会

28 プロジェクト南からの潮流
29 子育てふれあいグループ自然花
30 いぶすきマルシェ実行委員会
31 かごしま青少年自立センター
32 縄文の森をつくろう会
33 本と人とをつなぐ「そらまめの会」
34 エコ・リンク・アソシエーション
35 頴娃おこそ会
36 福祉相談センターにじ
37 柳田校区自治公民館連絡協議会

●鹿児島地域振興局

●南薩地域振興局

38 峰山地区コミュニティ協議会
39 ぷれでお
40 さわやか出水女性の集い
41 じゃっど
42 ハート＆スマイル
43 ひっ翔べ！奥さつま探検隊
44 六月田下自治会
45 久富木区公民館
46 大馬越地区コミュニティ協議会
47 ながしま造形美術展実行委員会

75 よかとこ安納自立協議会
76 ジュントス
77 こすも
78 茎永ミニ独立村「赤米のふるさと千石村」
79 屋久島うみがめ館
80 屋久島エコ・フェスタ
81 星原地区定住促進委員会
82 平野自治公民館
83 屋久島里めぐり推進協議会

48 北山校区地域コミュニティ協議会
49 大隅横川駅保存活用実行委員会
50 きりしま創造舞台
51 霧島食育研究会
52 Ryouiku Circle はなはな
53 トータルサポートネットワーク
54 うるし里山ミュージアム
55 くすの木自然館
56 Ｌａｂ蒲生郷
57 富隈地区自治公民館
58 平出水校区コミュニティ協議会
59 川添地区公民館・子ども会

84 ディ！
85 ＡＳＡ奄美スポーツアカデミー
86 奄美青少年支援センター「ゆずり葉の郷」
87 チャレンジドサポート奄美
88 エフエムうけん
89 奄美大島自然体験学校
90 よんよ～り喜界島
91 親子ネットワークがじゅまるの家
92 徳之島虹の会
93 沖永良部島食育サポートあぐヘルシー
94 川内集落
95 大棚結の会
96 秋名・幾里集落
97 松原西区集落
98 木之香集落
99 後蘭孫八の城跡整備委員会
100 茶花自治公民館

60 鹿屋市柳谷町内会
61 かのやコミュニティ放送
62 唐芋ワールドセンター
63 ローズリングかのや
64 まちづくりたるみず
65 三方良
66 ものネットクラブ
67 豊栄ひっとべ会
68 きもつき情報化推進センター
69 大野地区公民館
70 曽於市地域づくり団体協議会
71 尾野見地区ふるさとづくり委員会
72 大崎町衛生自治会
73 宿利原地区公民館
74 辺塚校区公民館

●北薩地域振興局 ●熊毛支庁

●姶良・伊佐地域振興局
●大島支庁

●大隅地域振興局

掲載団体一覧　100 事例

《表紙写真》

活動事例
26

活動事例
60

活動事例
65

活動事例
92
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