
地域振興計画に基づく事業実施による成果・効果・課題・対応策
（鹿児島県垂水市）2022.５

大目標
熱く語れ 大きく動け
人がふれあう 境浜魂

対応策

事業実施／平成27年度

境
交経

事業を実施して見えてきた地域性： 経済 交流 観光

成 果
効 果

課 題

N E W ３振興会にゴミストッカー設置
（まちづくり交付金）

境浜ふれあい館、地区公民館の活用の検討
販売物の掘り起こし、地区外からの鮮魚搬入

地区外からの交流人口の対応として、
休憩所・宿泊施設の確保
販売許可の再取得が鮮魚まつりに影響大

・境地域交流会（R3.5～R4.5） （実施回数）４回

つながり広がる境浜の輪プロジェクトに
よる、鮮魚まつり（境浜ふれあい館）、
盆踊りの成功。
地区内外との交流機会が増えている。

牛根
交

大目標
牛根でしかできないこと、牛根だから
できることを みんなで考えよう

対応策

事業実施／平成26年度、平成30年度

あじさいロードの看板設置
（まちづくり交付金）

牛根交流促進事業により、世代間交流・
集落間交流が促進されている。

成 果
効 果

・ふれあい餅つき大会 （参加者数）70人
・伝統芸能｢棒踊り｣の次世代への保存･継承活動

（参加者数）19人

地区の特産（ビワ）を活用した交流が促
進されている中、組織の確立が求められ
ている

組織を確立し、交流をさらに加速させる

課 題

N E W

事業実施／平成27年度、令和２年度

大目標
桜島・カンパチ・温泉の町
みんなでつくろう 明るく活力ある協和

成 果
効 果

課 題

協和

観

N E W

対応策

サロン活動の調理備品購入、イベント備
品収納物置設置（まちづくり交付金）

協和の「新化」プロジェクトにより、協
和の魅力が拡散されるとともに、住民同
士のつながりが深化している。

・イベントの開催(R3) １回（写真コンテスト）

・「いっもんそ」交流の開催(R3) 28回

温泉に活気が戻りつつある中、新たな
取り組みが求められている

江之島の景観や地区の観光資源活用

対応策

事業実施／平成29年度

垂水
観交

大目標
明るく元気で郷土愛あふれるまち
～歴史と資源を大切に～

成 果
効 果

N E W 垂水づくり計画（見直し版）策定

次代につなぐ垂水ふれあいプロジェクトにより、初めて
取り組んだ「七夕祭り」「昔あそび体験」で世代間交流
が始まり、今後の地域づくりに弾みがついている。

・七夕祭り R1／全47振興会等参加 飾り設置数81本
R2／全47振興会等参加 飾り設置数73本
R3／全47振興会等参加 飾り設置数79本

・ふれあい館利用者数（R3.4～R4.3) 335名

新たな拠点「ふれあい館たるみず」のランニングコスト
の管理

使用規定に基づいた利用促進

課 題

大目標
わたしたちは大野に住む人・
来る人を増やし続けたい

対応策

事業実施／平成25年度、平成27年度

大野

交経

成 果
効 果

課 題

N E W R4過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援
事業 採択
大野ESD自然学校へのピザ窯設置、堀切交差
点への大野地区アピール看板設置
（まちづくり交付金）

うのばいブランド化事業により、住む人・
来る人が増加している。

・大野地区への転入者
11名（地区内人口１割に相当）、うち新規就農者５名

・大野原いきいきまつり（来場者数）1,500～1,700人
（R2,3は垂水市内道の駅にて販売会開催）

住む人・来る人を増やすため、交流人口を増や
す新たな取り組みが求められている

特産品の六次産業化推進、直売店の設置、
自然学校等を活用した体験活動の実施

対応策

事業実施／平成26年度

水之上
観交

大目標
みんなで力を合わせ、
住みよい大好きな水之上を未来へ！

成 果
効 果

課 題

N E W 第２期三和づくり計画策定
三和グラウンドの芝張り整備（まちづくり交付金）

三和団結促進事業をきっかけに、水之上生活笑楽校
へのＵターン者を含む参加者が増えている。

（R1参加者数）40人→50人
三和団結促進事業による、水之上の良さを自らが調
べた文化財・観光マップ作製や、おんだんこら祭り
の看板で、来場者数を維持している。

（参加者数）2,5000～2,800人
更に水之上の良さを高める

イベント・文化財・歴史を織り交ぜた参集しやすい工夫

新城 経

対応策

事業実施／平成26年度、平成30年度

大目標
人情・豊かな自然と歴史に抱かれた住みよい郷
新城を目指して

成 果
効 果

N E W

課 題

おたけどんの郷冷蔵ショーケース購入、巻き上げテント改修
国道沿いに「おたけどんの郷」看板設置（まちづくり交付金）

グラウンドゴルフ場交流加速事業により、他地区を含めた集落間交流が
盛んになっている。 （利用者数）毎年1,000人以上
おたけどんの郷運用促進事業により、売上向上に向けた議論が活発に
なっている。 ・リニューアル後の売上（11～10月） 720万円→990万円以上

・売上向上を考えるワークショップ（H30～R1） ４回

充実した品揃え・売り易さ・買い易さが求められている

生産グループの立ち上げによる多品目の生産・集荷システムの構築

柊原 交

対応策

事業実施／平成27年度、令和元年度

大目標
ひと・はま・みち
元気あふれる くぬっばい

成 果
効 果

N E W

課 題

２年ぶりの伝イベ柊原「おろごめ」「浜駅伝」
「壁うっくじぃ」開催

集え！くぬっばいプロジェクトにより、住民のつながりが深
まるとともに、伝統行事・伝統芸能を通して地区をアピール
している。

・グラウンドゴルフ等を通じた憩いの場での交流活動
・伝イベ柊原の開催（R3） ３回（おろごめ、浜駅伝、壁うっくじぃ）

新たな憩いの場を活用した交流活動の促進

憩いの場での育苗活動や交流イベントの実施

松ヶ崎
観

大目標
歴史と景観に恵まれた松ヶ崎を、
道の駅を生かして広めたい

対応策

事業実施／平成26年度、令和元年度

辺田自治公民館の壁画完成
（まちづくり交付金）

松ヶ崎「つなぐ」プロジェクトによ
り、地区内交流が盛んになり、防災
意識も高まっている。

・居世神社での松ヶ崎棒踊りお披露目会（R1）

（参加者数）100人
・防災計画策定・マップづくり(R1) ４回

周辺地区（牛根・境・協和地区・桜島）
を含む着地型観光地としての拠点化

「松ヶ崎のたからもの」と周辺地区の
景観や歴史とのリンク

成 果
効 果

課 題

N E W



地区の声（鹿児島県垂水市）

【NEW】　左：大野地区、右：松ヶ崎地区 №５　松ヶ崎地区　（令和元年度・平成26年度事業実施）

実施事業 つらさげの里看板設置 実施事業 辺田自治公民館壁画作成 実施事業 松ヶ崎部踊りのお披露目 実施事業 防災計画・マップ作製

・大野地区を地区外へアピールするため、大野
原振興会の入り口に看板を設置しました。
・土地の整備や芝張り作業は地区住民で行い、
サイクリング愛好家向けの記念撮影用看板も設
置されています。
・大野地区をアピールし、交流人口を増やすため
の取組を推進していきます。

・令和３年度、辺田自治公民館を地域内外のシン
ボルにするため、壁画を描きました。
・壁画作業は、地域住民や松ケ崎小学校、垂水
高等学校美術部員、地元業者の方々が協力して
実施しました。
・今後、辺田自治公民館を交流拠点として、地域
活動がさらに活発化することが期待されます。

・令和元年度、長年途絶えていた「松ヶ崎棒踊り」
を復活させました。
・平成２年に撮影されたビデオや高齢者の記憶を
頼りに、約４ヶ月の間、週3回の練習に励み、世代
間・地域間のつながりが深まっています。
・旧暦２月の棒踊り奉納行事として取り組み、復
活させた「松ヶ崎棒踊り」を伝えていきます。

・防災アドバイザー監修のもと、過去の水難箇所
や倒壊の恐れがある空き家などが盛り込まれた
防災マップ、辺田地区と麓地区の防災計画を集
約した「松ヶ崎地区防災計画」
を作成しました。
・防災計画と防災マップの全戸配布を行い、地区
の防災意識が高まっています。

№１　大野地区　（平成25・27年度事業実施） №６　境地区　（平成27年度事業実施）

実施事業 第２期大野づくり計画策定・推進委員会 実施事業 道の駅でのつらさげ芋販売会 実施事業 境地域交流会「親子でおじゃったもんせ」 実施事業 境盆踊り大会

・令和２年度に全10回の策定・推進委員会を経
て、「第２期大野づくり計画」を策定しました。
・令和３年度には、今後の事業実施に関する協
議を全５回行い、令和４年度過疎地域等集落
ネットワーク圏形成支援事業へ応募し、採択され
ました。
・一番のねがい実現のため、住民主体で大野づ
くりを推進していきます。

・新型コロナの影響で大野原いきいき祭りが中止
となったため、令和２、３年度は垂水市の両道の
駅でつらさげ芋の販売会を行いました。
・生芋、焼き芋に加え、令和３年度は加工品も販
売され、つらさげ芋を求める人が開始前から列を
なしました。
・これからのつらさげ芋を中心とした「うのばいブ
ランド」の取組を推進していきます。

・令和３年度から始まった境地域交流会「親子で
おじゃったもんせ」は、すでに４回開催され、地域
間・世代間交流のきっかけになっています。
・校区内の人口減少が進む中、交流人口を増や
し、愛着を持ってもらおうとはじめた地域交流会
は、境小学校グラウンドで行われ、地域内外の親
子連れでにぎわいました。

・平成27年度、境盆踊りが30年ぶりに復活しまし
た。
・その後も、雨天時を除き毎年8月15日に実施さ
れており、帰省中の方との交流が生まれていま
す。

№２　水之上地区　（平成26年度事業実施） №７　柊原地区　（令和元年度・平成27年度事業実施）

実施事業 第２期三和づくり計画策定・推進委員会 実施事業 三和グラウンドの芝張り整備 実施事業 伝イベ柊原「壁うっくじぃ」 実施事業

実施事業

空き地を活用した憩いの場整備

・令和３年６月から全８回の策定・推進委員会を
経て。「第２期三和づくり計画」を策定しました。
・令和４年度は、計画に掲載している事業の具体
的な内容を協議する予定です。
・地区の大目標「みんなで力を合わせ、住みよい
大好きな水之上を未来へ！」実現のため、住民
主体で三和づくりを推進していきます。

・地区の交流の場として活用するため、三和グラ
ウンドの芝張り整備を行いました。
・敷地整地等は地元企業のボランティア、芝張り
作業は60人の地区住民の協力により行われまし
た。
・グラウンドゴルフ大会や子どもから高齢者まで
参加できるイベントの開催を通して、住民同士の
交流活動を深めていきます。

・令和４年１月14日、２年ぶりに「壁うっくじぃ」が行
われました。
・「壁うっくじぃ」は、新婚家庭の庭などにつくった
垣（壁）を地域の子どもたちに打ち壊してもらうこと
で、家庭円満や子孫繁栄を願い、新婦と義父母と
の垣根を取り払う意味が込められた行事です。
・地域の子どもや保護者、近所の方々が集まり、
賑やかに行われました。

・空き地を活用し、上・中・下の各支部に１箇所ず
つ憩いの場を整備しました。
・きれいな芝生が張られ、ベンチやテーブルが設
置された空き地では、グラウンドゴルフなどの交
流活動が行われています。
・国道沿いの植栽活動で使用する苗づくりも行わ
れています。

№９　垂水地区　（平成29年度事業実施）

№３　牛根地区　（平成26・30年度事業実施） №８　協和地区　（令和２年度・平成27年度事業実施）

実施事業 あじさいロード整備 実施事業 ふれあい餅つき大会 実施事業 中俣自治公民館でのサロン活動

おたけどんの郷運用促進 実施事業 グラウンドゴルフ場での交流活動 実施事業

協和地区写真コンテスト

・「四季折々の花を植えたい」という想いから、あ
じさいロードの整備を行いました。
・あじさいロードの整備は、多くの地域住民の協
力により行われており、毎年６月頃には、約200
ｍのあじさいロードに色鮮やかなあじさいが咲き
誇り、見頃を迎えます。
・令和２年度には、あじさいロードの魅力を地区
内外にアピールするため、看板を設置しました。

・毎年12月に開催している「ふれあい餅つき大会」
では、子どもからお年寄りまで、約70名の地区住
民が参加し、世代間交流につながっています。
・餅つき大会後には、消防職員の指導による消火
訓練も実施されており、地区の防災意識の向上
につながっています。

・協和地区の中俣自治公民館では、いきいきサロ
ンや「愛のカレー宅配便」などを通した住民同士
の交流が活発に行われています。
・令和２年度は調理場を中心とした公民館の改
修、令和３年度は調理備品の購入を行いました。
・これからも高齢者が楽しく暮らせる地域づくりを
推進していきます。

・令和２年度から、協和地区の魅力を再発見し、
広めるイベントとして、「協和地区写真コンテスト」
を開催しています。
・第２回コンテストでは、22点の応募があり、最優
秀賞１点、優秀賞３点、入賞６点が選ばれ、地区
文化祭にて表彰式が行われました。

№４　新城地区　（平成26・30年度事業実施）

垂水づくり見直し計画策定・推進委員会 実施事業 垂水地区七夕まつり

・「おたけどんの郷」を改修し、売り場の再編やふ
れあいスペースの設置を行い、売り上げ向上に
つながっています。
・また、まちづくり交付金を活用してレジや冷凍
庫、冷蔵ショーケースの購入を行うとともに、売り
上げ向上を考える話し合いも行っています。
・令和４年３月には国道沿いに看板を設置しまし
た。

・グラウンドゴルフ場の整備には、地区住民もボラ
ンティアで協力しました。
・毎年1000人以上がプレーしており、地区内外と
の交流促進につながっています。
・令和２年度はまちづくり交付金を活用し、屋外ベ
ンチや交流拠点施設の空調整備等を行い、交流
の場としての更なる活用が期待されています。

・令和２年度から垂水づくり計画策定・推進委員
会を開催し、全11回の策定・推進委員会を経て、
令和３年４月「垂水づくり計画（見直し版）」を策定
しました。
・地区の大目標「明るく元気で郷土愛あふれるま
ち～歴史と資源を大切に～」実現のため、住民主
体で垂水づくりを推進していきます。

・平成29年度より開催しており、今年で５回目。
・垂水地区を横断する約600mの「マイロード」に、
各振興会主体で作った七夕飾りを飾り立てる取
組です。
・令和３年度は79本の七夕飾りが通りを彩り、
年々参加数が増えています。地区を代表するイ
ベントとして確立しつつあります。

実施事業


