
第12回やねだん故郷創世塾（第12回までの卒塾生380人誕生）

からいも収穫

主な活動内容

1

自主財源確保に，土着菌や手造り
加工品等の製造販売を行ってい
ます。「焼酎やねだん」の製造販
売では，韓国まで輸出しており，自
主財源の余剰金で８５歳以上に
ボーナスを毎年支給しています。

自主財源でボーナス支給自主財源でボーナス支給 3

地域リーダー養成のために，「や
ねだん故郷創世塾」を２００７年に
開講しました。３泊４日の日程で，
５月と１１月に行っています。第
１２回までの卒塾生は，３８０人に
なりました。

毎年５月の連休に，約１週間，７人
の芸術家達の個展を中心に，
「めったに見られない芸術祭」を
開催しています。今年度，第５回
目を終了し，これまでに約５千人
が来訪されました。

4 めったに見られない芸術祭めったに見られない芸術祭
古民家を迎賓館にしたり，６年前
からアーティストの移住受け入れ
を行ったりしています。現在では，
７人のアーティストの方が居住さ
れています。「文化向上」と「子ど
も」をキーワードに集落が明るく
なり，Ｕターンが始まり，人口が約
３０人増加しました。特に未就学
児が１１人に増えました。

2 迎賓館を企画迎賓館を企画

やなぎ たに
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■受賞歴
平成１７年　ＭＢＣ賞
平成１８年　県民表彰，南日本文化賞
平成１９年　総務大臣賞，内閣総理大臣賞
平成２４年　法政大学イノベーティブ・ポリシー賞    など

やなぎ たに

代表者／豊重哲郎
所在地／〒893-1605 鹿屋市串良町上小原4964番地2
連絡先／TEL:０９９４－６３－１７３１
E-mail／toyoshige＠mail.yanedan.com
ホームページ http://www.yanedan.com/
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■鹿児島市内より車で約２時間10分
■霧島市内より車で約１時間20分
■垂水市より車で約1時間
■鹿屋市串良総合支所より車で約10分

アクセス

柳谷町内会活動事例
鹿児島湾

行政に頼らない「むら」興しをキーワードに，住民自治，自主財源確保，還元活動を１７年間継続して実施し
ています。地域活動には「感動と感謝」,「笑顔とフルネーム」と「笑顔と会話」。

団体の紹介 introduction

ここ数年，毎年約５千人の視察来訪者があり
ます。集落内の高齢者を中心に活気に拍車
がかかり，環境整備の充実と集落民の円満
な「輪」で，補欠のいない地域活動を通して地
域再生を継続していきたいと思います。

メッセージ
 Message
メッセージ
 

◀迎賓館マップ（ギャラリー・シ
ニア・子ども館等8号館をラリー
できます）

自治公民館・活動歴史館▶
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ほう　  そう

かのやコミュニティ放送活動事例

ラジオで地域づくり！だれでもラジオ！みんなのラジオ！を目標に，地域に密着した情報発信を目指して
います。あなたの周りの情報をお寄せ下さい。

主な活動内容 action

1

長雨や集中豪雨，台風接近の際
には，気象注意報・警報，大隅の
河川や道路情報を放送。鹿屋市
と防災協定を結び，連携して防
災情報や避難所開設情報等を
放送しています。
鹿屋市は毎月緊急割込み試験
放送を行っています。

2

インターネットラジオ放送で，パ
ソコンや携帯，スマートフォン，タ
ブレット端末などで，世界中，ど
こでも「FMかのや」を聞くことが
できます。
http://www.0033fm.net/
〈「おおすみFMネットワーク」で検索！〉
東京や大阪，福岡，北海道，高
知，カナダ，スペイン，ニカラグア
などで暮らす大隅出身者からお
便りが届きます。

3

代表者／永友良一
所在地／〒893-0064 鹿屋市西原4丁目12-12 フェスティバロ2F
連絡先／TEL:0994-41-1485　FAX:0994-41-0370
Email ／ info＠0033fm.net
ホームページ http://www.0033fm.net/

特定非営利活動法人 かのやコミュニティ放送

「FMかのや」スタジオ収録風景／壁に卵のパックを貼付けた手づくりスタジオ 地元の特産焼酎の杜氏さんにインタビュー

2005年に大隅半島初のコミュニティＦ
Ｍ開局と地域情報の発信をめざして設
立。「ＦＭかのや」は2006年に放送を
開始し，情報で人と人をつなぎ，情報に
よる地域活性化を目指しています。「Ｆ
Ｍきもつき」「ＦＭ志布志」「ＦＭたるみ
ず」と連携し，「おおすみFMネットワー
ク」として放送しています。

団体の紹介 introduction

メッセージ
 Message

ラジオ番組の制作と放送 防災緊急情報の放送 インターネットラジオ放送

61

「FMかのや77.2MHz」は24時
間365日放送。
「おおすみおはようラジオ！」
「ダーツに聞いて！」
「かのや市政インフォメーション」
「徳ちゃんのエコクッキング」
「鹿屋体育大ごあんど」
「大好き学校」
「ちゃりんこパラダイス」
「かのやブランドチャンネル」
「おおすみ刑事の捜査日記」
や住民制作番組を放送。
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から　 いも

唐芋ワールドセンター活動事例

国境を超えた交流を行うことで，唐芋の栽培，加工，販売法などを学び合い，豊かで平和な地域社会を守
り発展させたいと願っています。これから「唐芋パビリオン」構想の具体化をめざしたいと希望しています。

主な活動内容 action

唐芋をテーマにした国際交流を
行っています。
唐芋によって農村を蘇らせよう
という希望とともに６次産業構
築等を目指し，東アジアの唐芋
関係者で定期的にワークショッ
プを実施しています。

1

韓国，中国，アメリカなど世界各
国から訪れる視察団を受け入
れ，フェスティバロ農園・工場の
ほか，希望地への見学案内を行
うなど交流を深めています。
今後も幅広い交流を積極的に 
行う上で，地元の大自然と農業
を結びつけた観光の創出も大切
な事業として取り組みたいとこ
ろです。

2

唐芋の主産地に唐芋史料館を
作り，地元や国内に唐芋の栽培・
加工・販売 をはじめ，歴史的資
料の展示や料理開発・普及に取
り組むほか，国際交流の拠点を
作ろ うというものです。また，唐
芋だけではなく，他の農畜産物
の加工・販売・研究・普及・起業
などを推進する「6次産業構築セ
ンター」の開設もめざします。

3

代表者／郷原茂樹
所在地／〒893-0056 鹿屋市上野町１８６９
連絡先／TEL:０９９４-４３-３４６０　FAX:０９９４-４１-３３６６
ホームページ http://www.festivalo.co.jp/npo-karaimo/index.html

特定非営利活動法人 唐芋ワールドセンター

2012年11月22日~25日 世界唐芋フェスタ開催 韓国さつまいも中央産業連合会様

将来予想される食糧危機に備えるた
め，「唐芋」を見直し，「唐芋」を活用した
産業の創出・発展を図ることを目的とし
た運動体です。
地元に国際交流の拠点となる「唐芋パ
ビリオン」建設を目指しています。

団体の紹介 introduction

メッセージ
 Message

東アジア唐芋友好ワー
クショップ

世界各国からの視察団
受け入れ

唐芋パビリオン建設に
おける取組
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ローズリングかのや活動事例

多くの地元市民や関係者の熱心な取組やボランティア活動で培われてきた協働の精神を，さらに伸展さ
せていきたいと思います。

主な活動内容 action

平成24年度で第9期目となった
「ばらの栽培教室」や「ばらいっ
ぱいコンクール」の実施，ボラン
ティア自主活動グループ「花＊
薔薇＊会」の活動サポートによ
り，ばらいっぱいで元気なまちづ
くりを推進しています。

1

大隅地域の観光案内関係団体
や個人で組織する「Oh!すみっこ
クラブ」の事務局として，「Oh!す
みっこスタンプラリー」を実施し
ました。
また，おおすみ農山漁村ツーリ
ズム推進の一環として，教育旅
行受入体制を構築するための事
業委託を受け，研修会や視察研
修などを企画実施しています。

2

１）かのやばら園の新たな見どこ
ろとしてのイングリッシュロー
ズガーデンを活かした「ガー
デニング講座」などの企画の
実施

２）鹿屋生まれの新品種バラの
登録出願

３）ばら園をもっと楽しむための
イベント等の企画

3

代表者／尾曲伸一
所在地／〒893-0053 鹿屋市浜田町１２５０番地
連絡先／TEL:０９９４-４１-８７１８
Email ／ office＠rosering.jp
ホームページ http://www.rosering.jp

特定非営利活動法人 ローズリングかのや

■受賞歴など
平成22年2月　おおすみの地域力表彰　おおすみ活性化プラン

ナー（鹿児島県大隅地域振興局）

ばらの栽培教室（9月の剪定実習）の様子

私たちの目的は，地域資源を最大限に
活用し，行政との協働により，市民と一
緒になって「元気なばらのまちかのや」
を創造することです。

団体の紹介 introduction

メッセージ
 Message

ばらいっぱい創造事業
（鹿屋市との協働）の推進

大隅広域連携による誘
客の推進

かのやばら園の魅力ア
ップ事業

わくわく市の様子

体験講座の様子

ばらいっぱいコンクール受賞の庭

63

品種登録出願中のバラ
「おおすみ花＊薔薇＊会」
ローズリングかのやのアド
バイザー，デービッドさん
が作出し，ボランティアグ
ループの皆さんへの感謝
の気持ちで名づけました。
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まちづくりたるみず活動事例

活動の拠点としている文行館は，垂水島津家の品々等を常設展示している歴史資料館です。
ぜひ一度お越しください。

主な活動内容 action

山下清画伯の逗留話など貴重な
話を古老に聞き,記録に残す取
組を実施しました。（平成24年
度地域協働の仕組みづくり促進
事業）
その土地に行かなければ聞けな
いような逸話を大切な資源とし
て位置づけ，地域密着の歴史文
化継承を図っています。

1

「平成25年度藩校サミット」が鹿
児島で開催されるのを機に，郷
校一校目の文行館（本ＮＰＯの
拠点）でも平成24年７月より実
施しています。

2

昭和19年（1944年）に起こった
「第六垂水丸沈没事故（犠牲者
547名）」関連の資料を文行館
内で展示し，大切に保管してい
ます。遺族会の活動を引き継い
で悲劇を後世に伝え，当時の時
代背景も合わせて平和について
考える取組を行っています。

4

代表者／川井田 孜 
所在地／〒891-2123 垂水市本町１４番地
連絡先／TEL:０９９４‐３２‐８８３９
Email ／ tarumizu-bunkou＠kagoshima.email.ne.jp

特定非営利活動法人 まちづくりたるみず

古老に聞く（垂水島津家の最期に関わった本町商店の豪商たちの話を聞いている様子）

第六垂水丸
遭難者慰霊碑

百人一首

この法人は，垂水市民がよりよきまちづ
くりを目指す文化活動を支援し，垂水の
発展に寄与していくことを目的としてい
る団体です。

団体の紹介 introduction

メッセージ
 Message

市内３会場で「たるみず歴史
逸話」による観光ガイド育成

論語講座 第六垂水丸事故を後世
に残す

3年前から文行館講座として月１
回開催しています。小学生を対象
としていますが，未就学児の参加
もあります。また，年に2回「百人一
首かるた大会」を実施しています。

3 小学生の百人一首講座

64
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三 方 良活動事例

活気にあふれる郷土，そして誰もが住みやすい地域にすべく官民一体となってのまちおこし，地域活性化
のお手伝いが少しでも出来ればとの思いから，今後もできることから少しずつ活動を続けていきたいと思
います。

主な活動内容 action

代表者／下曽小川省一
所在地／〒899-7602 志布志市松山町泰野３４６８番地１
連絡先／TEL:０９９-４８７-９８８８　FAX:０99-４８７-８６３０
Email ／ sanpouryou@po4.synapse.ne.jp
ホームページ http://www4.synapse.ne.jp/sanpouryou/

特定非営利活動法人 三方良

■受賞歴など
平成２２年度　おおすみの地域力表彰 おおすみ活性化プランナー（鹿児島県大隅地域振興局）
平成２４年度　国土交通省九州地方整備局長　表彰状

さんふらわあ花壇整備風景 若浜中央緑地清掃

より良きまちづくりを目指すべく，経済
活動活性化の促進や環境保全を図り，
将来は志布志港における国内外交易や
貿易事業が発展するよう提言し，更には
国際協力活動をすることを目的とした
法人です。

団体の紹介 introduction

メッセージ
 Message

海の玄関口「志布志港」に来鹿・帰郷される方々や，
休憩に来られる市民の方々に少しでも気持よく過ご
していただこうとの思いから，毎年，お盆・お正月前に
緑地の伐採，ゴミ拾い等を行っています。

1

さんふらわあターミナル周辺を心休まる空間にしよ
うと，ターミナル前に設置した２ヶ所の花壇に，季節
の花々を年間3～4回植え替えて管理しています。

2若浜中央緑地清掃事業 さんふらわあ花壇整備事業
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ものネットクラブ活動事例

NPO法人ものネットクラブは，平成２３年７月，大崎町内に立地する12社の企業会員で設立致しました。地
域の豊かな経済と文化向上を目指し，産学官連携による地域貢献型の活動を積極的に進めてまいります。

主な活動内容 action

代表者／上中誠
所在地／〒899-8313 曽於郡大崎町野方6222番地1
連絡先／TEL:099-478-2611
Email ／ mail@mononet.org 
ホームページ http://mononet.org

特定非営利活動法人 ものネットクラブ

「野方deあさいち」では，地元の元気な生産者さんの直売
が大好評です。（大崎ものづくり会館敷地内にて）

NPO法人ものネットクラブは，地域企業
と地域行政，学校及び地域住民に対し
て，地域企業相互間の情報交換と人材
育成及び地域産業を創るまちづくりに
関する事業を行い，地域経済の発展，経
営基盤の充実及び住民福祉の向上に
寄与することを目的とし，様々な活動を
行っています。

団体の紹介 introduction

メッセージ
 Message

鹿児島大学との連携活動
の中で，地元の子供達を中
心に夏休み等を利用した期
間，実験教室や環境学習等
行う「キッズセミナー」を実施しています。

地元企業や地域住民が講
師となり，地元の子供達に
ものづくりの楽しさを体験
してもらう「ものづくり教
室」等，地元の子供を対象とした体験教室を 
行っています。

1 地域の子供達や地域住民
の方々が，インドネシア共和
国デポック市の子供達とス
カイプを通し交流を行う国
際交流体験教室を行っています。2012年10月
には，デポック市の高校生など15名を招待し，町
内の児童・生徒等と環境・文化・教育の体験交流
を実施しました。

地域の農家や主婦の方々
が，新鮮野菜や手作り小物
等を直接販売する「野方ｄｅ
あさいち」を定期的に開催
し，地域活性化のための事業を展開しています。

2

3

4
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インドネシアの子供達とスカイプを使った国際交流体験（大崎ものづくり会館にて）
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ほう　  えい かい

豊栄ひっとべ会活動事例

『日本一明るくのんきな崖っぷち笑店街　豊栄』には，にぎやかな店主達がわんさと生息しております。
昔懐かしい雰囲気の中で，笑いと癒しを求めて遊びに来ませんか？

主な活動内容 action

代表者／尾方広之
所在地／〒893-1612 肝属郡東串良町池之原70
連絡先／TEL:0994-63-2127
Email ／ onoue97@yahoo.co.jp
ホームページ http://www.gohouei.com

特定非営利活動法人 豊栄ひっとべ会

■受賞歴など
平成２４年 2月　おおすみの地域力表彰 おおすみ活性化プランナー（鹿児島県大隅地域振興局）
　　〃 １０月　東串良町８０周年記念式典における振興会表彰
  （豊栄地区商店街の活性化における自主的な取組における貢献）

東串良町豊栄商店街にあるひっとべ館（H21.4完成）

まちづくりの推進や地域活性化，青少年の
健全育成，文化・芸術スポーツの振興発
信，地域整備事業等に取り組む団体です。

団体の紹介 introduction

メッセージ
 Message

毎月第３水曜日に，豊栄ひっとべ館や商店街にて，手
作りの物産フェアーを開催しています。茶道，小物作
り等の体験も同時開催しています。

1

毎月第１土曜日の早朝，豊栄地区の清掃と花植え等
の美化活動を行っています。

2

小物作り，ピラティス，気功等のワークショップを開
催しています。

3豊栄ひっとべデー

美化活動

ワークショップ

不定期ですが，コンサート等のライブイベントを開
催しています。

4 コンサート
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元祖 豊栄しらゆき。町民のソウルフード，懐
かしの味を復活させました。とっても美味し
いです。

ひっとべ館 室内。イベントやコンサートを行う憩いの場とし
て，また，スポーツ合宿やグリーン・ツーリズムの受入の場
として活用しています。
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じょう    ほう　　か  　 すい      しん

きもつき情報化推進センター活動事例

私たちは情報発信事業を核として，地域の発展の新しい形を提案・実施していきたいと考えています。

主な活動内容 action

地域メディア「きもつき情報局」 
を通じて，地域の日常にスポット 
を当てた地域の魅力を全国に発 
信しています。具体的には地域
の人を紹介する「われら，きもつき
人」や自然を紹介する「お気に入
りスポット紹介」，地域のさまざま
なイベントや話題を詳しく伝える
「きもつきレポート」，また多彩な 
内容の「コラム」などがあります。

1

パソコンやインターネットなどに 
関する町民からの問い合わせに 
対応しています。基本は電話で
の対応となりますが，必要な場
合は 出張での対応も可能です
（ただし，その場合は有料となり
ます）。

2

町の重要イベント（例：やぶさめ 
祭）などをインターネットでライ 
ブ中継します。将来的には，大 き
なイベントだけではなく，地域の
さまざまな行事や学校関連の行
事などもカバーしていければと 
考えています。 

3

代表者／窪田伸一
所在地／〒893-1206 肝属郡肝付町前田3507-2
連絡先／ TEL:0994-45-6667　FAX:0994-45-6668
Email ／ info@kimotsuki.info
ホームページ http://kinfocenter.org (NPO) http://kimotsuki.info (きもつき情報局)

特定非営利活動法人 きもつき情報化推進センター

■受賞歴など
2012年　鹿児島ホームページ大賞の一般部門賞

きもつき情報局ホームページ。
ふるさとの豊かな自然を表す緑色たっぷりにデザインされたきもつき情報局のウェブサイト。

当NPOは，地域の魅力を全国に発信す
るとともに，町民が情報機器に慣れ親し
み，情報を自ら収集・発信できるよう手助
けすべく日々活動しています。

団体の紹介 introduction

メッセージ
 Message

情報発信 ヘルプデスク イベント中継
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やぶさめライブ。地域の日常に潜んでいる様々な「宝物」を
掘り出し，多彩な切り口で全国に伝えています。
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活動事例

1「大野原（うのばい）いきいき祭り」の開催

大野地区公民館

つらさげいも

大野地区公民館
代表者／田之上光雄
所在地／〒891-2104 垂水市田神3688
連絡先／ TEL:0994-32-4792

主な活動内容 action

垂水市大野地区に位置する地区公民
館です。大野地区は開拓の歴史を持
ち，「自分たちでできることは何でもす
る。なるだけ全員で話し合う場を持ち，
全員で取り組む。」という姿勢が先代
から引き継がれ，集落の地域性となっ
ています。

団体の紹介 introduction

12月上旬に開催する住民手作りの祭りです。当日は，特産品となり
つつある甘～い「つらさげいも」をはじめ，盛りだくさんの催しを用意
します。第３回目となった平成24年度は，1470名が来場されました。

2 大野自然学校との交流
地区公民館，地域の方々，鹿児島大学高隈演習林，学生ボランティ
ア等多くの組織団体が連携・協力し，自然学校が運営されています。

1 会員団体の活動を市民に紹介するための事業や情報交換

大阪府立城東工科高等学校の修学旅行受け入れ風景

曽於市地域づくり団体協議会

主な活動内容 action

22ある地域づくり団体の連絡・協調に努め，会員団体の活動を広
く市民に周知し，その活動を支援するとともに，共生・協働の地域
社会づくりの推進等に寄与することを目的とします。  

団体の紹介 introduction

２２の加盟団体の事業を広く市民に紹介するとともに，会員相互
の情報交換をはかる場を設定しています。
2 地域づくりに関する講演会の開催
曽於市地域づくりセミナー　毎年１回開催
3 先進地研修に関する事業
地域づくり先進地や九州地域づくり会議等への参加
4 共生・協働の地域社会づくりの推進に資する事業
研修会等への参加
5 グリーン・ツーリズム等の推進に資する事業
曽於市グリーン・ツーリズム協議会を設立（２４年３月）し，その運営を担っています。

大野地区公民館
おお　　の　　  ち　 　  く　 　  こう　  みん 　  かん

活動事例 曽於市地域づくり団体協議会
そ　　お　　   し　 　ち　 　いき だん　  たい　きょう　  ぎ　   か い

代表者／持田初穂
所在地／〒899-8212 曽於市大隅町月野２３７１-２
連絡先／〒８９９-４１０１ 曽於市財部町南俣４６０番地１
 曽於市教育委員会財部分室
TEL:０９８６-７２-０９４６　FAX:０９８６-７２-２２８９
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活動事例

1 地域拠点を利用した活動

ヒマワリの種まき風景

尾野見地区ふるさとづくり委員会
代表者／中島新互
所在地／〒899-7603 志布志市松山町尾野見３６番地
連絡先／TEL:０９９-４８７-８６１５　FAX:０９９-４８７-９１０９
ホームページ http://www6.ocn.ne.jp/~onomisyo/

（尾野見小ホームページ）

主な活動内容 action

未来に残したい魅力ある地域づくりと子どもたちの健全育成を 
目的としている団体です。また，地域の人材発掘やリーダー育成
のために，特色ある様々な活動を行っています。

団体の紹介 introduction

毎年ヒマワリ，コスモス，そば，サトウ
キビなどを植え付け，地域の景観ス
ポットとして人気を集めています。

2 体験活動
前の年に植えつけたサトウキビを利
用して，黒砂糖を作りました。子どもた
ちにも体験させ，祭で販売しました。

1 年３回の町内一斉ボランティア清掃

大崎町衛生自治会

主な活動内容 action

衛生思想の普及，環境衛生の向上改善に努め，全町民が健康で
快適な，しかも衛生的な環境の中で生活できるようにすることを
目的とする団体です。

団体の紹介 introduction

毎年３回の町内一斉ボランティア清掃日を設定し，各自治会ごと
に子どもから高齢者までが一緒になりゴミ拾いを実施しています。

2 月１回の資源ごみ回収日に150自治会で立会い活動
毎月第１～４木曜日が資源ごみ回収日となっており，決められた
回収時間に立会い活動を行っており，違反ゴミのチェック，安否
確認などのコミュニケーションの場となっています。

尾野見地区ふるさとづくり委員会
お　  の 　 　 み　 　ち　 　く い　 　いん　かい

活動事例 大崎町衛生自治会
おお　  さき　  ちょう　えい　   せい　 　じ　   ち　 　かい

代表者／中村幸一
所在地／事務局：〒899-7305 曽於郡大崎町仮宿１０２９
 大崎町役場住民環境課内
連絡先／TEL:０９９-４７６-１１１１（内線127）
Email ／ kankyo@town.kagoshima-osaki.lg.jp
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活動事例

大根やぐらのライトアップ

宿利原地区公民館
代表者／厚ヶ瀬博文
所在地／〒893-2301 肝属郡錦江町神川7260
連絡先／ TEL:0994-22-3032　携帯:０90-9566-6904
Email ／ yadoshin@town.kinko.lg.jp

主な活動内容 action

宿利原地区は，錦江町北部山間地の標高200mの大地に位置する
農村地帯で，葉タバコや漬物用大根の栽培が盛んな場所です。

団体の紹介 introduction

1 校区住民と参加者が交流・協力する交流事業
辺塚サポーターパンフレット

辺塚校区公民館

主な活動内容 action

緑豊かな山林や一望できる太平洋，きれいな川など自然環境に恵
まれた地域であり，農林水産業を中心とした人口約２５０人の校
区です。

団体の紹介 introduction

校区外の人々に辺塚に愛着を持つサポーターになってもらうこ
とを目的としており，メニューは以下のとおりです。
１．海体験交流活動
辺塚小学校に宿泊し，定置網漁業体験や浜辺清掃等を通じ，
参加者と校区民との交流を図る。

２．山体験交流活動
校区内にある稲尾岳登山やイノシシ鍋を囲んで校区民との
交流を図る。

活動事例 辺塚校区公民館
へ　  つか 　  こう　 　  く　 　こう　   みん 　  かん

代表者／熊之細康夫
所在地／〒893-2602 肝属郡南大隅町佐多辺塚
連絡先／TEL:０９９４-２６-４０２４
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やど　 　 り　　  はら　 　ち　  　  く　　  こう　 　みん　  かん

宿利原地区公民館

1 大根やぐらのライトアップイベント
地場産業でもある大根を地域内外にPRするとともに，イベントを
通して地域住民の方々に自信と誇りを持って頂くことを目的とし
て活動しています。

2 宿利原地区公民館講座の開設
中学校跡地活用の一環として，健康
運動教室や男の料理教室，そして公
民館講座や清掃活動など地域一帯と
なり楽しい地域づくりを目指し様々な
活動をしています。
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79第１章　共生・協働の事例

　２１世紀の新しい地方自治の姿として，共生・協働の地域社会を実現していくためには，地域

における自主的取組のより一層の広がりが必要であり，地域振興局・支庁の役割は，今後，ますま

す重要になってくると考えています。

　そのため，平成２２年度から地域振興局・支庁ごとに市町村，自治会，ＮＰＯ等で構成する地域

共生・協働推進協議会を設置し，協働の仕組みづくりに向けた具体的な取組の促進を図るための

協働事業の検討や啓発活動などを進めながら，地域における共生・協働の取組の一層の促進を

図っています。

　自治会・町内会，ＮＰＯ法人，ボランティア団体，企業，各種団体，市町村，地域振興局・支

庁，その他地域の多様な主体

構成団体

⑴ 協働事業の推進
① 地域の課題解決に向けた取組を進めるための協議・検討

② 協働事業の先進事例の調査・研究

③ 協働の取組のための資金調達手法の調査・研究

⑵ 共生・協働の取組に対する更なる理解促進活動
① 局・支庁単位での啓発セミナーの実施

② コミュニティ単位での啓発集会の促進

取組内容

啓発セミナー（大島地域共生・協働推進協議会） 先進地視察（後蘭孫八の城跡　和泊町）
［活動事例99参照］

共生・協働の豆知識③

7つの地域共生・協働推進協議会


