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かごしま近代化産業遺産パートナーシップ会議 

令和２年度事業報告 

 

「かごしま近代化産業遺産協働行動計画」を推進するため、近代化産業遺産について市民の

関心を高めるための普及啓発や関係者の理解を深めるための取組を行った。 

 年度当初から、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響があった中で、「明治日本の産業

革命遺産」の世界文化遺産登録５周年を記念するイベント等を実施するなどの情報発信・ＰＲ

を行ったほか、構成資産周辺の清掃活動やおもてなしのさらなる充実など来訪者を受け入れる

ための環境づくりを進めた。 

  

世界遺産登録５周年記念イベント「わっぜかど！近代日本始まりの地」 



２ 

 

 

 

 

（１）総会 

開催日：４月 2８日（火）※書面開催 

  内容：○令和元年度事業報告及び収支決算 

○令和２年度事業計画（案）及び収支予算（案） 

○会則の一部改正              など 

 

（２）企画運営委員会 

開催日：第１回 ７月１４日（火）、第２回 １０月８日（木）、第３回 ２月２２日（月） 

場所：市役所みなと大通り別館６階・ソーホー会議室、３階３０２会議室 

内容：○事業計画案、地域活性化プロジェクト応募審査、５周年記念イベントの計画 

○各プロジェクト（ファン拡大、地域魅力アップ・活性化活動、おもてなし、受入

環境整備、情報発信、学習普及啓発）の事業計画・実施報告  など 

 

 

（１）ファン拡大イベント開催、地域魅力アップ、地域活性化プロジェクト 

産業遺産のファン拡大や、構成資産周辺の魅力アップ、遺産を活用した地域の活性化を

図るために、学生、市民団体、地域住民等による自由企画の活動・イベントを実施した。 

 

ファン拡大イベント開催プロジェクト 

① 世界遺産登録５周年記念エコバッグ配布活動 

担当：上町タウンマネジメント 

内容：３構成資産を取り入れたデザインのエコバッグ 

   を作成し、関連地域の小学生に配布。 

   併せて、世界遺産解説動画を作り公開し、 

   プリントにＱＲコードを付けて配布。 

時期：８月～１２月 

場所：関連地域の小学校（名山、大竜、清水、川上、吉野東） 

配布人数：509 人（対象：６年生） 

協賛企業：30 社 

動画作成協力：尚古集成館 

 

 

② いっぺこっぺさるっが！寺山トリプル散策 

担当：吉野兵六会 

内容：吉野寺山トリプル散策マップを作成、 

   いっぺこっぺさるく手元資料として配布。 

   ５周年記念イベント in 寺山でも活用。 

       

 

 

 

 

１ 会議関係 

２ 事業関係 
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③ 若手会ファン拡大プロジェクト 

担当：若手会（大学・短大生） 

内容：清掃活動や情報発信を通して、現地のお客さんへのおもてなしを行い、 

   現地に赴いて遺産の魅力や特徴を学ぶ。 

〔活動状況〕 

  （ア）クリーンにしよう！産業文化遺産 

・時 期：1２月１３日（日） 

・場 所：異人館周辺 

・参加者：９名 

 

（イ）SNS で情報発信！世界遺産！ 

・時 期：通年 

・内 容：清掃活動やイベントに合わせて若手会公式の 

Twitter 及び Instagram で世界遺産の魅力発信 

・投稿数：４回 

 

（ウ）動画による PR 活動 

・時 期：通年 

・内 容：昨年度作成した紙芝居動画 

    「集成館事業～日本近代化の起爆剤～」 

     を YouTube チャンネルで公開し、 

     Twitter 等で広報を行う。 

・再生回数：約４５０回 

 

④ 関吉の疎水溝魅力アッププロジェクト 

担当：稲音会 

内容：関吉の疎水溝の魅力を伝えるため、５周年記念ウォーキングマップの作成、 

   音楽やウォーキングなどのイベントを実施 

 

〔活動状況〕 

(ア) ５周年記念押し花体験 

・時 期：７月７日（火）～９日（木） 

・内 容：押し花コースター作り、記念コースタープレゼント 

 

(イ) ５周年記念ウォーキング 

・時 期：７月１５日（水） 

・内 容：ウォーキングと演奏会、プレゼント 

・参加者：２６名 

 

(ウ) 関吉ニコニコ元気ウォーキング 

・時 期：4 月 15 日（日）、5 月 20 日（日）、6 月 17 日（日） 

     8 月 19 日（日）、9 月 16 日（日）、10 月 21 日（日） 

     11 月 17 日（日）、12 月 16 日（日） 

・内 容：関吉の疎水溝や田園風景を楽しみながら歩くウォーキング 

・参加者：14 名、12 名、16 名、14 名、16 名、17 名、18 名、12 名 
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(エ) 「歴史散策コース」ウォーキング 

・時 期：１月 20 日（日） 

・内 容：関吉の疎水溝歴史散策説明とウォーキング 

・講 師：東川隆太郎氏（歴史散策）、 

     石野劦一氏（ウォーキング） 

・参加者：28 名 

 

(オ) 「関吉の疎水溝ウォーキングマップ」の作成 

（歴史と自然を歩く「世界遺産の散歩道」） 

・時 期：７月 

・仕 様：B4 三つ折りカラー ３，０００部 

・内 容：「歴史散策コース」、「田園散策コース」、 

 周辺情報など 

 

⑤ 関吉の疎水溝情宣プロジェクト 

担当：せきよしの物産館 

内容：関吉の疎水溝と下田の歴史の DVD 製作 

   ５周年記念イベント前夜祭（ジャズライブ、朗読劇など） 

 

〔活動状況〕 

(ア) 「音楽と映像でつづる世界遺産関吉の疎水溝と 

   下田で暮らす人々の歴史と今」DVD 製作 

・時 期：８月～１１月 

 

(イ) ５周年記念イベント in 関吉前夜祭 

・時 期：11 月 7 日（土） 

・内 容：バンド演奏、ジャズライブ、尺八の演奏、 

     吉野兵六ゆめものがたり朗読劇  

・参加者：約 100 名 

 

地域魅力アッププロジェクト 

①磯地域の魅力を SNS を活用し、世界に発信すると共に、 

 SNS 利用者に発信してもらおう！！ 

担当：磯町内会 

内容：異人館や旧集成館機械工場等の世界に誇れる観光資源がある磯地区 

   のＰＲ動画を作成し、新たに作ったＳＮＳアカウントを通じて世界に発信する。 

 

〔活動状況〕 

(ア) ＰＲ動画作成、ＳＮＳアカウント作成、情報発信 

 

 

 

 

     

Facebook  YouTube 



５ 

 

 

② 吉野台地について学ぼう 

担当：吉野町東菖蒲谷町内会 

内容：あいご会や長寿会の勉強会を実施 

 

〔活動状況〕 

(ア) 『吉野台地の歴史を学ぼう』：あいご会勉強会 

・時 期：１０月４日（日） 

・内 容：吉野台地の成立ち・姶良カルデラ・ 

     寺山炭窯が作られた歴史背景等 

・講 師：鹿児島大学名誉教授 大木公彦氏 

・参加者：３２名 

   

(イ) 『吉野台地は奇跡の大地：成り立ちと石の文化』：長寿会勉強会 

・時 期：１０月２９日（木） 

・内 容：吉野台地の成立ち・歴史について 

 集成館事業及び石の文化について 

 鹿児島近郊の温泉について 

・講 師：鹿児島大学名誉教授 大木公彦氏 

・参加者：３０名 

       

 

③ 関吉のアジサイロード・桜並木等を主とし自然の景観で彩る下田の世界遺産 

担当：下田町町内会 

内容：「関吉の疎水溝」周辺の清掃活動、水路沿いや道路脇にアジサイやカンナ、コスモ

ス、ヒガン花の植栽、田んぼの裏作に菜の花やれんげ草の植栽 

   女性部太鼓クラブによる宣伝活動 

参加：１回あたり１０人程度、青壮年部の時は４０人程度 

 

〔活動状況〕 

(ア) 清掃活動（関吉の疎水溝と桜並木周辺） 

第１回：４月１９日（日）  第４回： ９月１３日（日） 

第２回：5 月１６日（土）  第５回：１１月１８日（水） 

第３回：７月１９日（日）  第６回： ３月 ７日（日） 

 

(イ) 植栽活動（アジサイやコスモス等） 

第１回：5 月 1０日（木）  第４回： 7 月１９日（日） 

第２回：6 月 16 日（火）  第５回： ８月２５日（木） 

第３回：6 月 2４日（水） 

 

(ウ) その他ＰＲ活動 

・除草、薬剤散布、施肥は適宜実施。農道、水路等の清掃実施。 

・町内会女性部による世界平和太鼓演奏を通じたイベント等での世界遺産の宣伝活動 

  （新型コロナウイルス感染症のため活動減少） 
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地域活性化プロジェクト 

① 世界文化遺産「薩摩狂句＆鹿児島川柳」コンテスト 

担当：愛らんどマルシェ 

内容：「鹿児島市の世界文化遺産」をテーマとした「薩摩狂句コンテスト」の開催。 

 

〔活動状況〕 

(ア) 「薩摩狂句＆鹿児島川柳」コンテスト 

・時 期：募集期間１１月３日～１２月２５日 

・参加者：２１名及びその家族（応募作品数：５８句） 

・新型コロナウイルス感染症の影響により発表イベントを 

 中止とした代わりに、参加者に記念品を贈呈。 

 

(イ) 美化活動 

 ・新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

 

（２）おもてなしプロジェクト 

来訪者のおもてなしを充実するために、観光従事者等を対象に遺産の概要や価値につい

ての講座の開催やガイド団体の連携を図った。 

 

① おもてなし人材育成講座（研修）の開催 

担当：NPO 法人まちづくり地域フォーラム・かごしま探検の会 

内容：ボランティアガイド及びバスガイドを対象に遺産の概要や価値などについて理解

を深めるための現地研修を実施 

 

(ア) ボランティアガイドを対象とした講座実施 

・時 期：２月１２日（金） 

・場 所：竹下清右衛門屋敷跡、島津斉彬遺髪塚、  

市來四郎屋敷跡、精錬所跡 など 

・参加者：１１名 

 

(イ) バスガイドを対象とした講座実施 

・時 期：３月１３日（土） 

・場 所：江夏十郎屋敷跡、寺島宗則屋敷跡、 

 開成所跡・赤倉病院跡、中原猶介誕生地 など 

・参加者：１６名 

   

② ガイド団体の連携 

担当：NPO 法人まちづくり地域フォーラム・かごしま探検の会 

内容：各団体における観光客増加への対応、外国人対応等についての相互報告や情報共

有、意見交換を行う連絡会を開催 

連絡会：３月１８日（木） 

メンバー：(株)島津興業、鹿児島観光まち歩きステーション（観光コンベンション協会） 

クイーンズしろやま、ＮＰＯ法人ゆめみなと鹿児島、吉野兵六会 

NPO 法人まちづくり地域フォーラム・かごしま探検の会 
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（３）受入環境整備プロジェクト 

来訪者に産業遺産についてわかりやすく伝え、案内するため、まち歩きガイドブックの

情報を更新し、受入環境の充実を図った。 

 

① まち歩きガイドブックの更新作成（日本語版） 

担当：鹿児島市世界遺産・ジオパーク推進課 

内容：・ガイドブック（3 月）   

日本語：５，０００部  

                                            ガイドブック 

（４）情報発信プロジェクト 

世界遺産登録５周年記念「わっぜかど！近代日本始まりの地」を開催した。 

また世界遺産と桜島・錦江湾ジオパークを一緒に楽しめるバスツアーを開催するととも

に、各種リーフレットの更新増刷を行った。 

 

① 世界遺産登録５周年記念「わっぜかど！近代日本始まりの地」 

・内容：新型コロナウイルス感染症の影響により、登録月である７月に開催予定であっ

た５周年記念イベントを１１月に実施した。新型コロナウイルス感染症対策の

ため、各構成資産周辺での分散開催のかたちで実施した。  

〔実施状況〕 

(ア)世界遺産登録５周年記念イベント in かんまちあ 

 ・実施日：１１月８日（日） 

 ・場 所：かんまちあ 

 ・内 容：鹿児島異人館物語の上演、“西郷＆大久保”コント、 

      芝居裏パネルディスカッション 

 ・参加者：約１５０名 

 ・参加者には、今年度ファン拡大プロジェクトにて上町タウンマネジメント 

  が作成した、５周年記念エコバッグを贈呈した。 

 

(イ)世界遺産登録５周年記念イベント in 関吉 

 ・実施日：１１月８日（日）（実施：稲音会、せきよしの物産館、下田町町内会） 

 ・場 所：稲音館、せきよしの物産館 

 ・内 容：世界遺産登録５周年を記念したイベント（民謡、ギター、リコーダー、 

      歌謡ショー、ジャンベ演奏） 

      おにぎり・ソフトクリーム抽選会 

      関吉の疎水溝バンダナ製作 など 

 ・参 加：約３００組 

 

(ウ)世界遺産登録５周年記念イベント in 寺山 

 ・実施日：１１月２３日（月・祝）（実施：吉野兵六会、吉野東菖蒲谷町内会） 

 ・場 所：寺山ふれあい公園 

 ・内 容：寺山トリプル散策、心岳寺詣り、 

      兵六ウォーク、おもてなし、 

      世界遺産ガイド、クイズ大会 

 ・参 加：約１５０名 



８ 

 

 

② 世界遺産・ジオパークバスツアー 

・担当：鹿児島市世界遺産・ジオパーク推進課 

・内容：本市構成資産（旧集成館、関吉の疎水溝）や石橋記念公園、寺山公園など 

桜島・錦江湾ジオパークの見どころを巡るバスツアー 

・実施日 全３回（1 日 1 コース） ※９月６日は台風により中止 

 ９月２２日（火・祝）、10 月２４日（土）、11 月２１日（土） 

・訪問ルート（鹿児島中央駅 発着） 

 

鶴丸城御楼門 ⇒ 旧島津氏玉里邸庭園 ⇒ 関吉の疎水溝 ⇒ 稲音館（昼食） 

⇒ 旧集成館（仙巌園・尚古集成館） ⇒ 石橋記念公園 

 

・ガイド   ９月：かごしま探検の会 東川 隆太郎氏 

１０月・１１月：鹿児島大学名誉教授 大木 公彦氏 

・所要時間  ９：００～１６：００ （７時間００分） 

・参加料金  一般１，８００円 小・中学生１，３００円（未就学児は無料） 

       （※各施設入場料と昼食代を含む） 

・定員・申込 定員４５名（各回１５名×３回）、申込 135 名 

・参加者数  46 名 ※市関係者含む 

 

 

 

 

 

  ③ 集成館リーフレットの更新増刷 

担当：鹿児島市世界遺産・ジオパーク推進課 

内容：Ａ4 三つ折りサイズ（折り加工後） 20,000 部（３月） 

 

 

 

 

 

 

 

④ 寺山炭窯跡、関吉の疎水溝リーフレットの更新増刷 

担当：鹿児島市世界遺産・ジオパーク推進課 

内容：寺山炭窯跡リーフレット：三つ折りＡ５サイズ ５，０００部（３月） 

関吉の疎水溝リーフレット：三つ折りＡ５サイズ ５，０００部（３月） 

                      

 

 

 

 

 

≪寺山炭窯跡リーフレット≫        ≪関吉の疎水溝リーフレット≫ 
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⑤ 世界遺産登録５周年記念８県１１市パネル展示 

担当：鹿児島市世界遺産・ジオパーク推進課 

場所：鹿児島市役所みなと大通り別館１階観光工芸サロン 

時期：１１月 

 

⑥ 世界遺産登録５周年アクセスガイドマップ鹿児島外国語パネル展示 

担当：鹿児島市世界遺産・ジオパーク推進課 

場所：かごしま国際交流センター１階 

時期：２月下旬～３月中旬 

 

（５）学習普及啓発プロジェクト 

子どもたちを含め市民の遺産の認知と理解を深めるため、教育関係者を対象とした現地

見学会や市民を対象とした講座、小学生児童用の文具作成などを行った。 

 

① 教職員現地見学会 

担当：NPO 法人まちづくり地域フォーラム・かごしま探検の会 

内容：遺産の概要や価値などについて理解を深め、 

学校教育活動の促進を図る 

時期：８月１１日（火） 

参加者：１０名 

 

② 学習普及啓発用文具（下敷き）の作成 

・担当：鹿児島市世界遺産・ジオパーク推進課 

・内容：学習普及啓発用文具（下敷き） 

・作成：６，２００枚（３月配布） 

・配布先：市内の小学校８０校（新小学６年生児童に配布） 

 

 

 

 

 

 

    （表）          （裏） 

③ 学習指導用リーフレットの更新・増刷 

・担当：鹿児島市世界遺産・ジオパーク推進課 

・内容：学習指導用リーフレット ５５０部（３月配布） 

・配布先：市内の小中学校 125 校 

 

 

 

 

    （表）           （裏） 


