
 ＮＯ.１  

 

地域課題調査シート（地域用） 

 

市町村・地区名 江津市江津町 

地域課題 商店街の活性化 

 

課題等の概要 

江津市の駅前商店街にある「江津万葉の里商店会」では、商店街の

利用人数の減少による売り上げの減少が課題となっている。今後は商

店の売上増加を図るよう、顧客の新規開拓を行っていく必要がある。 

学生に参加して 

欲しい活動内容 

新規開拓のため、今年度からハロウィンの時期に商店街バルを開催

し、毎年の恒例行事にしていく予定である。その際の来客者の回遊性

やより楽しいイベントにするための仕掛けを考えてほしい。 
 

・商店会ハロウィンバルが盛り上がるための仕組み、雰囲気作り。 

・「毎年10月31日は江津へ」のムーブメントづくりの参画。 

活動期間 平成 28 年 8 月 ～平成 28 年 11 月 頃 

地域での連携団体等 

江津万葉の里商店会 

江津市中心市街地活性化協議会 

NPO法人てごねっと石見 

連携団体の活動概要 

江津万葉の里商店会 

「商店会員のために必要な商業活動の実施・地区内の環境の整備改善

を図るための事業の実施」 

江津市中心市街地活性化協議会 

「活性化に関する事業の総合調整と事業の推進」 

NPO法人てごねっと石見 

「江津市を中心とした石見地域の産業振興、人材育成」 

その他 特記事項等 

 

 

 

 

 

 



ＮＯ.２  

 

地域課題調査シート（地域用） 

 

市町村・地区名 邑智郡美郷町 

地域課題 地域体験プログラム「みさと・みちくさ日和」の魅力化 

 

課題等の概要 

美郷町は自然豊かですが観光施設や店舗が乏しく、観光客数も少ない

のが現状です。そこで、地域で暮らす人たちに体験プログラムを作っ

てもらい、町内外からの参加者と交流する「みちくさ日和」という取

り組みを実施しています。地域の人たちは周りの資源や暮らし方が日

常的になっているため、価値を発信することが不得意な人も少なから

ずおられます。新たな視点を取り入れながら、町のにぎわい作りと情

報発信を持続させていくことが必要です。 

学生に参加して 

欲しい活動内容 

・体験プログラムのうちのいくつかについて、企画者である地域の人

のアドバイザーとなっていただき、企画づくりや予行練習、当日の運

営への協力 

・活動の様子を情報発信しながら、「みちくさ日和」のＰＲ 

・関わった体験プログラム実施後に、企画者との意見交換 

活動期間 平成 28 年 8 月頃 ～平成 28 年 11 月末 頃 

地域での連携団体等 

・美郷町観光協会 

・体験プログラム企画者（個人または団体）は、現在募集中 

（平成28年7月15日まで） 

連携団体の活動概要 

 

その他 特記事項等 

「みさと・みちくさ日和2016」は平成28年9月～11月実施予定。 

Ｗｅｂサイトで情報更新します。 

http://www.misato-kankou.com/experience/251 

 

 

 

 

 

 



ＮＯ.３  

 

地域課題調査シート（地域用） 

  

市町村・地区名   浜田市 旭町木田地区 

地域課題   木造校舎の旧木田小学校の有効活用とファンづくり 

 

課題等の概要 

木田地区は、少子高齢化が急激に進み地域活動に若い力の注入が期待で

きない状況である。本地域には、シンボルであり歴史的財産価値のある

木造校舎（H25.3閉校）があり、地元有志による活用がスタートした。

しかしながら、地域内の資源が充分に活かされていないことや地域内の

盛り上がりが少ない状況である。さらに、地域外への情報の発信力が弱

いために、期待された交流がなされていない。木造校舎を拠点とした地

域内外の交流や賑わいをつくっていくことが課題である。 

学生に参加して 

欲しい活動内容 

・旧小学校の木造校舎を活用した元気の出るイベント企画 

・木田暮らしの学校の取組みを応援してくれるファンづくり企画 

・旧小学校の木造校舎での学生主催のイベントの開催 

   （例 木造校舎を会場とした学園祭） 

活動期間 平成２８年７月 ～平成２８年１２月 頃 

地域での連携団体等 

・木田地区振興協議会 

・木田地区自治会 

・木田地区まちづくり推進委員会 

・木田公民館 

連携団体の活動概要 

木田地区振興協議会（H25.7設立 地域の有志を中心とした任意団体） 

木造校舎や地域資源を活用したイベントを実施 

  ・廊下での雑巾がけタイムトライアル、・ご縁をむすぶひな祭り 

  ・田植えから始めるもちつき体験 など 

その他 特記事項等 H28.4から旧木田小学校（「木田暮らしの学校」と命名）を指定管理 

 

 

 

 

 



ＮＯ.４  

 

地域課題調査シート（地域用） 

 

市町村・地区名 大田市大代町 

地域課題 高山そば道場と大江高山自然保護活動の魅力体験活動 

 

課題等の概要 

・大代町のそば打ちグループ「はぐるま会」は、これまで栽培から一

貫して地元産そばにこだわり、毎週日曜日に提供しているが、会員の

高齢化に伴い、最近では原材料のそば栽培が困難となっている。 

・大代町のシンボル大江高山(808ｍ)には大田市自然環境保全条例に

指定された｢イズモコバイモ｣と｢ギフチョウ｣が生息しており、大代高

山会では登山道整備など自然保護活動を行っているが、高齢化（53％）

により継続が困難となっている。 

・高山そば道場と大江高山には年間併せて6,000人が町外から訪れて

いる。この地域資源を維持し地域の活力に繋げていくことが課題であ

る。 

学生に参加して 

欲しい活動内容 

・高山そば道場体験（栽培からそば打ちまで） 

・大江高山登山道整備と希少動植物の保護 

活動期間 平成２８年７月 ～平成２８年１２月 頃 

地域での連携団体等 

大代高山会：町民全員参加により、大江高山の自然保護とふる里と都 

市の親睦を図る目的で設立。町の活性化活動を実施 

はぐるま会：十割そばにこだわった、そば打ち同好会 

連携団体の活動概要 

大代高山会：大江高山登山道整備・大江高山自然観察会・ふる里と都 

市交流会 

はぐるま会：そば栽培(栽培→収穫→製粉→そば打ち)・毎週日曜日営 

業(高山そば道場)・出張そば打ち・そば打ち体験 

その他 特記事項等 

大代高山会：平成 25 年度「みどりの日」自然環境功労者環境大臣表

彰、環境保全部門の表彰を受ける。 

HP：www.oetakayama.com 

 

 

 

 

 

 



ＮＯ.５  

 

地域課題調査シート（地域用） 

 

市町村・地区名 浜田市紺屋町商店街 

地域課題 紺屋町商店街の活性化 

 

課題等の概要 

最近は周辺に大学生が住むアパートも多く、これからは大学生との共

同イベントが不可欠となってきました。 

「ＢＵＹ浜田」運動を展開する浜田市の取り組みに積極的に参加し、

地元の賑わいづくりをして、若い力で大いに盛り上げてもらいたい。 

学生に参加して 

欲しい活動内容 

紺屋町商店街の賑わいづくり 

浜田市のＰＲ活動 

活動期間 平成２８年７月 ～平成２８年１２月頃（変更の場合あり） 

地域での連携団体等 
紺屋町商店街振興組合 

ＮＰＯ法人 浜田フットサルクラブ 

連携団体の活動概要 ＬＢ推進委員会中心のイベント企画運営に協力 

その他 特記事項等 

全国でも有数な浜田市ふるさと納税の「お礼の品」に代表されるよう

に、地元の品、食材、地域資源を有効に活用して更なる商品開発に繋

げればと思っています。また浜田市のＰＲにもなります。 

 

 

 

 

 

 



ＮＯ.６  

地域課題調査シート（地域用） 

 

市町村・地区名 益田市・真砂地区 

地域課題 野菜生産者の担い手不足・耕作放棄地の活用 

 

課題等の概要 

真砂は、人口 389 人・高齢化率 52.7％（Ｈ28.5 月末現在）の中山間

地区で何をするにも担い手不足が課題となっています。地域で取組ん

でいる小さな経済活動もいつ途絶えるか分からない為、とくに耕作放

棄地対策として、若い人材に少しでも関わってもらえるようなアイデ

アを求めています。 

学生に参加して 

欲しい活動内容 

地区ホームページのリニューアルに係る新コンテンツ（ブログ形式）

の企画とライティングを通して課題解決を図っていただきたいです。 

礼儀正しく、誰とでも仲良くなれる前向きな学生を望みます。 

参考） http://masagoplus.jp/（現行サイト） 

活動期間 平成 ２８年 ７月 ～平成２９年 １月 頃 

地域での連携団体等 
真砂の食と農を守る会「大地」 

真砂地区振興センター（上記団体事務局） 

連携団体の活動概要 

地域の生産者（主に７０～８０代の高齢女性）がつくる低農薬で安心

安全な野菜を益田市内の４保育所に給食食材として提供、またローカ

ルスーパーに卸しています。これにより、小さな経済循環が生まれる

だけでなく、子ども達に自分達がつくった野菜を食べてもらうという

事が高齢者の生きがいとなっています。 

またこれらの取組から、今年度は来春開通予定のトワイライトエクス

プレス瑞風（ＪＲ西日本）のランチの監修をされる上田シェフの協力

で、フレンチやイタリアンレストランで使ってもらえる西洋野菜の作

付実証実験や野菜の品質や生産力を高める土づくり教室を実施して

います。 

その他 特記事項等 
次年度以降も地域とつながりを持ちながら継続して活動してもらえ

る可能性のあるプランを期待します。 

 

 

 

 

 

 



ＮＯ.７  

地域課題調査シート（地域用） 

 

市町村・地区名 江津市二宮町 

地域課題 子供による空地の利用 

 

課題等の概要 

津宮小学校の学童保育所横に、木々がまばらに立ち、子供たちにとっ

て絶好の遊び場がある。 

そこを木と自然と触れ合える遊びのフィールドと考え、放課後に小学

生が集う場を作り上げたいと考えている。ただ大人が作るのではな

く、子供の子供による子供の為の空間、それを通じて、子供にものづ

くりやみんなと作り上げる楽しさを伝えたい。 

学生に参加して 

欲しい活動内容 

・フィールドを使って子供との交流。 

・放課後子ども教室のお手伝い。 

活動期間 平成２８年 ７月 ～平成２８年１２月 頃 

地域での連携団体等 放課後子ども教室 つのみやっこ広場 

連携団体の活動概要 

放課後、小学生に対して、勉強や遊びのサポートを行っている。 

勉強も遊びも小学生の自主性を尊重し、見守る活動。（サタデースク

ール等） 

その他 特記事項等 

 

 

 

 

 

 

 

 



ＮＯ.８  

地域課題調査シート（地域用） 

 

市町村・地区名 美郷町比之宮・笹目地区 

地域課題 比之宮・笹目地区の魅力・特産品のＰＲ 

 

課題等の概要 

比之宮・笹目地区では高齢化と人口減少が著しく、将来の地域存続

が危ぶまれている。また、休耕田が増え、地域の景観悪化も進んでい

る。 

4年前から、「ＵＩターン者の受け入れ体制づくり」を目標に、大学

の学生の協力を得ながら、地域の魅力発信と雇用の確保のための特産

品開発を進めてきた。現在、休耕田を利用したホンモロコの養殖、菊

芋の栽培、ポポージェラートの商品開発など、少しずつ芽が出始めて

いる。 

学生に参加して 

欲しい活動内容 

 地域事業・イベント等に参加して、地域の魅力を発掘してもらい、

今までの交流の集大成として、比之宮・笹目地区の魅力をまとめた動

画（英語字幕付き）を作成し、国内外に地域の魅力を発信してもらう。 

活動期間 平成２８年７月 ～平成２９年３月 頃 

地域での連携団体等 

農事組合法人ファームむらじ 

農事組合法人ひじきドリーム 

地域おこし協力隊比之宮事務所 

連携団体の活動概要 

農事組合法人ファームむらじ：菊芋の栽培 

農事組合法人ひじきドリーム：ポポージェラートの商品開発 

地域おこし協力隊比之宮事務所：ホンモロコの養殖 

その他 特記事項等 

 

 


