
美郷町魅力PR！動画配信！新たな魅力発見！

平成２８年度学生地域活動支援事業

活 動 名

広島市立大学町おこしサークル活動団体

地域ニーズ

活動地域 邑智郡美郷町 比之宮地区

活動内容

【課題】
・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。休耕田が増え、地域の景
観悪化も進んでいる。

・これまでも学生の協力を得ながら、雇用確保
のための特産品開発（菊芋、ポポー、ホンモ
ロコ）を進めてきており、少しずつ
芽が出始めている。

【学生へ…】
・地域の魅力を発掘し、情報発信してほしい！

【活動目的】
美郷町の魅力発見・体験活動を通して動画を
作成・配信し、地域の魅力をＰＲする

【活動概要】
・農作業体験（菊芋の栽培・収穫）、
カヌー体験、餅つき体験、民泊体験

・地域住民との交流会の開催
・動画作成、ホームページ、SNS等を通じた
地域の魅力や特産品に関する情報発信

地域の暮らしを体験し、発見した魅力をまとめ
た動画を作って発信を実施

学生提案

【団体名】広島市立大学町おこしサークル
（8名）

【概 要】広島市立大学国際学部３回生のゼミを中心と
し、地域の活性化を目的に活動するサークル。

【団体名】比之宮都市交流実行委員会
【概要】比之宮地域と都市地域との交流の活性化を図
ることを目的し、以下の団体により構成。
・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）
・地域おこし協力隊比之宮事務所（ホンモロコ養殖）

【活動成果】
・地域の方と一緒に地域の魅力、気付かな

かった観光資源をを発見できた。
・動画配信により地域内外にむけ、学生目

線で感じた地域の魅力が発信し、地域の
ファンの増加のために力になれたこと。

【地域の反応】
・学生との交流で、普段の生活の中に新た

な発見があり、地域にも良い刺激になっ
た。

【今後の展開】
・交流を継続させ、より多くの人に魅力を

伝えること。
・菊芋の商品化の継続、アート要素を取り

入れるなど新たな視点での活動の発展



子どもによる空き地の利用

平成２８年度学生地域活動支援事業

活 動 名

ポリテクカレッジ島根大工部活動団体

地域ニーズ

活動地域 江津市都野津町

活動内容

【課題】
・学童保育所横の広場の有効活用
・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

・大人が作るのではなく、子どものための空間
を作りたい。

【学生へ…】
・広場を使って子どもと交流し、ものづくりや、
みんなと作り上げる楽しさを伝えてほしい！

【活動目的】
自分たちの技術や知識を活かし、子ども達に
ものづくりの楽しさを伝える。
中山間地域の空き地にある自然や木材の
利用事例とする。

【活動概要】
・広場の状況や、子ども達の遊びを調査
・ものづくりワークショップを開催し、子ども
達と一緒に「グッリドジャングルジム」作成

・広場を使って、子どもたちの作りたい遊具の
ものづくりワークショップを実施

学生提案

【団体名】ポリテクカレッジ島根大工部
（10名）

【概 要】ポリテクカレッジ住居環境科を中心としたモ
ノづくりサークル。学校の課題や、技能検定など様々な
モノづくりを通して技能・技術の向上を図っている。

【団体名】つのみやっこ広場
【概要】放課後、小学生の勉強や遊びのサポートを

行っている。勉強も遊びも子どもの自主性を尊重
して「見守る」ことを重視して活動。

【活動成果】
・子供たち主体のものづくりワークショップ
を行うことで、ものづくりの楽しさや興味、
関心を高めることができた。
・中山間地域に点在する空地の有効活用の事
例を、地域のみんなで認識することができた。

【地域の反応】
・地元にいる若者や地域外から来た人と、一
緒に地域づくりができることは非常に楽しみ
・子どもたちに積極的に関わってくれ、学生
のイメージが新たになった。感謝している。
・継続して力を借りたい。

【今後の展開】
・空き地の活用モデルとして普及していく



キタ、キタ、キタ、キタ！夏は木田～木田ツーリズム～

平成２８年度学生地域活動支援事業

活 動 名

島根県立大学 石見神楽舞濱社中活動団体

地域ニーズ

活動地域 浜田市旭町木田地区

活動内容

【課題】
・地域住民の高齢化が進み、地域活動に若い力
の注入が期待できない状況

・地区内外への情報発信力が弱く、地域資源で
ある木田暮らしの学校（H25閉校の木造校舎）
が充分に活かされていない

・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必要あり

【学生へ…】
・木造校舎を活用した、元気の出るイベントの
企画をしてほしい！

・地域の取組みを応援してくれるファンを増や
したい！

【活動目的】
地域資源である「木田暮らしの学校」継続的
に利用し、思い出を風化させない取り組みを
行う。地域内外の交流を促し、木田小ふぁん
ず（ファンクラブ）の会員を増やす

【活動概要】
・木田暮らしの学校を会場としたイベントの
開催

－校庭で学神楽楽団体（島根県立大学、浜田商業
高校）と地元神楽社中による神楽共演を実施

－校舎内で、木と石州和紙を使った神楽グッズ作
りと面の絵付けのワークショップを開催

・「伝統（木造校舎）と伝統（神楽）」、
「木（校舎）と木（石州和紙）」をコンセプト
にした夏祭りイベントの企画

学生提案

【団体名】島根県立大学
石見神楽舞濱社中 （12名）

【概 要】島根県立大学の石見神楽サークル。
神楽の習得を通し、学生の神楽認知度向上と地域
交流促進を目的に活動を展開。

【団体名】木田地区振興協議会
【概 要】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

【活動成果】
・新聞やテレビ等のメディアに取り上げら

れ、地域の方に木田暮らしの学校や舞濱
社中に関心を持ってもらうことができた。

・地域と学生の継続的な繋がりができた

【今後の活動展開】
・夜桜鑑賞会など、地域資源と学生の得意

分野を活かしたイベントを開催し、地域
の魅力を地域内外にむけアピールし、
ファン獲得に向けて活動していきたい



「みさと・みちくさ日和」プログラムの企画・実施

平成２８年度学生地域活動支援事業

活 動 名

MCA（島根大学）活動団体

地域ニーズ

活動地域 邑智郡美郷町

活動内容

【課題】
・町内の観光施設や店舗が乏しく、観光客数も
少ない

・地域の人が体験プログラムを作って町内外の
参加者と交流する「みさと・みちくさ日和」
の取り組みに、新たな視点を取り入れ、町の
賑わい作りと情報発信を持続させていくこと
が必要

【学生へ…】
・「みちくさ日和」のプログラムのアドバイ
ザーになってほしい！

・情報発信、ＰＲをしてほしい！

【活動目的】
町内の地域資源について、体験プログラムの実
施と情報発信によりその魅力を町内外に広める

【活動概要】
・地域の行事・活動団体等について調査、取材
・地域の祭りの魅力を更に知ってもらうための体
験プログラムの企画・実施
（伝統芸能や祭りについてのプレゼンテーショ
ン、竹灯籠づくり体験）

（ちょっと視点を変えて･･･）

「みさと・みちくさ日和」の体験プログラムの
１つを、学生が企画・実施

学生提案

【団体名】MCA（Misato Challenge Academic）

（９名）
【概 要】地域と学生をつなぐことを目的に発足した、
島根大学の学生で構成するサークル島大Spirits!のメン
バー有志を中心に集まった任意団体。

【団体名】美郷町観光協会
【概要】美郷町の観光情報の発信

「みさと・みちくさ日和」の運営

【活動成果】
・地域の方に、地元の魅力を再確認してもら

うきっかけ作りができた。
・地域と大学生が交流する場を設けられた。
【地域の反応】
・参加者に楽しんでもらる企画ができた。
・事業の枠組みの中で企画してもらったので、

もっと学生の自由な発想で好きなことをや
れるよう、合わせていくやり方でできたら
良かった。

【今後の展開】
・地域行事にも中心人物とその他の住民では

温度差があることが分かった。地域外との
交流だけでなく、地域内の交流の場を作り
も重視していく。



LB-1グランプリ

平成２８年度学生地域活動支援事業

活 動 名

LB推進委員会（島根県立大学）活動団体

地域ニーズ

活動地域 浜田市紺屋町商店街

活動内容

【課題】
・人口が減少、大型商業施設やコンビニエンス
ストアの出店等による客足の減少。

・近隣に住む学生も多く、これまで空き店舗で
の学生企画や、イベントへの学生サークルの
誘致等を実施。学生との連携を継続しながら
地域貢献の取り組みをしていく必要あり。

【学生へ…】
・浜田市の地産地消の取り組みに積極的に参加
してほしい！

・若い力で、地元の賑わいづくりをして、商店
街を盛り上げてもらいたい！

【活動目的】
地域産品の魅力を地域の方に再認識してもらう
と共に他地域の方々にもPRを行い、認知度向上
を図る。イベント開催を通じた商店街の活性化
に寄与する。

【活動概要】
・地元食材を使用した創作料理コンテストを開催
・事前に食材提供者に取材を行い、材料名、作り
手のこだわり等の情報を看板やパンフレットに
掲載することで、地元食材の魅力を発信

紺屋町商店街で、地元食材を使った創作料理対決
「LB-1グランプリ」（LB＝Local Brand）を開催

学生提案

【団体名】LB推進委員会 12名
【概 要】ゼミで地域小売業の事業展開を研究し
たことをきっかけに結成され、地産地消の促進を
目指す有志グループ。

【団体名】紺屋町商店街振興組合
【概 要】紺屋町商店街にある４０店舗で構成され、
各種イベント実施による地域の賑わいづくりを実施

【活動成果】
・地元産品の認知度向上、生産者の意識向上に

貢献できた。
・商店街の集客に繋がり、賑わいを生み出せた。
・商店街で開催することで、地域の方と学生の

継続的な交流を促進できた。

【地域の反応】
・今回のアンケート結果や、地元とのコミュニ

ケーションをしっかりとりながら、今後の活
動につなげてほしい。

【今後の活動展開】
・一過性のイベントだけでなく、日常的に住民

の方々が地元産品に目を向けるような仕掛け
づくり、若者向け商品・サービスの周知や企
画提案をしていきたい

・活動の継続体制の検討が必要



商店街の活性化

平成２８年度学生地域活動支援事業

活 動 名

島根県立大学 てごねっとサークル（B）活動団体

地域ニーズ

活動地域 江津市江津町

活動内容

【課題】
・商店街の利用人数の減少による売上減少
・新規顧客の開拓の必要性
【学生へ…】
・新規開拓のための企画している商店街バルに
人を呼び込み、楽しいイベントにするための
仕掛けを考えてほしい！

【活動目的】
顧客の減少傾向の商店街で、利用客を増やす

ためのイベントの企画などを通して、来た人に
楽しんでもらえ、「また来よう！」と思っても
らえるような活動をする
【活動概要】
・住民参加型のカボチャのランタンを作りと、
それを用いた店舗の飾り付け

・商店街の一角を使った、お化け屋敷の企画・
運営

・ハロウィン時期に開催される商店街バルに合わ
せ、多世代を呼び込み、ハロウィンナイトを楽
しんでもらえるような装飾やブース作りを実施

学生提案

【団体名】島根県立大学

てごねっとサークルB（５名）
【概 要】地域の活性化と交流促進を目的に活動を展開
しているサークルの有志による団体。

【団体名】NPO法人てごねっと石見
【概要】江津市・石見地域の産業振興、人材育成

【団体名】江津万葉の里商店会
【概要】商業活動の実施・地区内の環境の整備改善

【団体名】江津市中心市街地活性化協議会
【概要】活性化に関する事業の総合調整と推進

【活動成果】
・商店街を普段あまり利用しない中高生、

大学生などの若い世代を呼び込み、商
店街や江津市に足を運んでもらうきっ
かけづくりができた。

・娯楽施設の少ない地域で、いつもと
違った雰囲気を楽しんでもらえた

【今後の活動展開】
・新たな要素を入れながら、企画を発展

させていきたい。商店街について若者
の意見を聞く機会を作っていきたい。

・江津自体に関心をもつきっかけになっ
たので、今後様々な地域イベントに参
加していきたい


