かごしま近代化産業遺産パートナーシップ会議
令和元年度事業報告
「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。
「明治日本の産業革命遺産」が世界文化遺産に登録されて４年を迎え、本市構成資産を活用し
たイベント等を通じて効果的な情報発信・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。

１

会議関係

（１）総会
開催日：5 月 22 日（水）
場所：市役所西別館４階・４０１会議室
内容：○平成３０年度事業報告（案）及び収支決算（案）
○令和元年度事業計画（案）及び収支予算（案）
○スケジュール、プロジェクトの進め方
○かごしま近代化産業遺産協働行動計画行動リストの取組状況

など

（２）企画運営委員会
開催日：第１回

４月１９日（金）、第２回

６月１８日（火）

第３回

７月１２日（金）、第４回

２月１８日（火）

場所：市役所みなと大通り別館６階・ソーホー会議室
内容：○事業計画案、地域活性化プロジェクト募集要領の作成、応募審査
○各プロジェクト（ファン拡大、地域魅力アップ、地域活性化活動、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

２

事業関係

（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 プレミアムジャズナイト仙巌園
担当：上町タウンマネジメント
内容：仙巌園内の反射炉跡をライトアップし、
特設野外ステージを設置しての JAZZ
コンサートを実施
時期：１０月１３日（日）
参加数：８０名（一般・留学生）
入場料金：４,０００円（仙厳園入場料・ワンドリンク付き）
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② なるほどガッテン！大木先生に学ぶ吉野台地の歴史とジオ
担当：吉野兵六会
内容：大木先生による座学及び現地研修を実施
〔活動状況〕
（ア）大木公彦先生講座「吉野の成り立ちとジオ」
・時

期：８月８日（木）

・場

所：吉野公民館

・参加者：４４名
（イ）大木公彦先生の寺山現場ジオ研修
・時

期：８月２２日（木）

・場

所：吉野ふれあい公園集合⇒南州翁開墾地跡
⇒寺山展望台

・参加者：１４名
（ウ）大木公彦先生講座「鹿児島の石の文化と歴史」
・時

期：９月１２日（木）

・場

所：吉野公民館

・参加者：２９名
（エ）大木先生の吉野台地の生い立ちとジオ現地研修
・時

期：９月２６日（木）

・場

所：吉野公園集合⇒白銀坂⇒吉田の貝層
⇒稲音館⇒関吉の疎水溝⇒実方・大明丘
⇒吉野公園帰着

・参加者：２８名
③ イベントでの PR 活動
担当：若手会（大学・短大生）
内容：イベント等におけるブース出展や清掃活動、視察及び情報発信を実施
〔活動状況〕
（ア）おはら祭「You 遊ひろば」
・時

期：11 月 3 日（土）

・場

所：みなと大通り公園内

・内

容：各種リーフレット等配布、VR アプリ体験コーナー、お絵かきコーナー

・参加者：１３０名
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（イ）クリーンにしよう産業遺産
・第１回（磯地区） ：１２月１５日（日）

参加者：10 名

※3 月に予定していた 2 回目及び 3 回目の活動は、新型コロナウイルスの影響に
より中止
（ウ）他県の世界遺産！研修（長崎・福岡）
・時

期：1２月２４日（火）～２７日（金）

・場

所：長崎県、福岡県の世界遺産施設及び関連博物館

・内

容：
「明治日本の産業革命遺産」の構成資産のほか、キリスト関連の他世界遺
産の視察及び他県の VR の体験

・参加者：７名
（エ）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：７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、音楽やウォーキングなどのイベントを実施
〔活動状況〕
(ア) 関吉の疎水溝パワースポットヨガ
・時期：６月１６日（日）
・内容：関吉の疎水溝の歴史・文化を学ぶとともに水音を
感じながらのヨガの実施
・参加者：２０名
(イ) 秋の田園風景楽しく絵手紙講座
・時期：10 月６日（日）
・内容：関吉の疎水溝を見学し田園を散策したのち、絵手紙を作成
・参加者：２０名
(ウ) 「世界遺産の散歩道」ウォーキング＆演奏会
・時期：１月１１日（土）
・内容：関吉の疎水溝や田園風景を楽しみながら歩く
ウォーキング及びリコーダー演奏会の実施
・参加者：３０名
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(エ) 関吉ニコニコ元気ウォーキング
・時期：８ 月１４日（水）、９ 月 18 日（水）、10 月１６日（水）
11 月 20 日（水）、12 月１８日（水）
・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：５名、１８名、２５名、２１名、１６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

２，０００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：関吉の疎水溝の魅力を伝えるため、歴史講話や演奏会、おもちゃ作りなどのイベ
ントを実施
〔活動状況〕
(ア) もっと知ろう「関吉の疎水溝」
・時期：８月２５日（日）
・内容：歴史講話、ライアー（竪琴）の演奏会
木のおもちゃ「パタパタ」作り
・参加者：計８８名
(イ) もっと楽しもう「関吉の疎水溝」
・時期：10 月６日（日）
・内容：歴史講話、音楽交流会、ジャズライブ
木のおもちゃ「パタパタ」作り
・参加者：計３６２名
地域魅力アッププロジェクト
①磯地区魅力アップ！「旧集成館」周辺の清掃活動とおもてなし活動、磯地区マップ作成
担当：磯町内会
内容：「旧集成館」周辺の清掃活動とおもてなし活動、磯地区マップ作成
〔活動状況〕
(ア) 清掃活動
第１回：

5 月１２日（日）

第２回：

7 月２1 日（日）※雨天中止

第３回：

9月

８日（日）

第４回：１１月１０日（日）
第５回：

２月

２日（日）

第６回：

３月１５日（日）
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(イ) 磯地区マップの作成、配布
・時期：11 月
・仕様：A3 観音折り・両面カラー、４，０００部
・活用：磯地区周辺の店舗等に配布

(ウ) 異人館来訪者へのおもてなし活動
・時期：３月８日（日）※新型コロナウイルスの影響により中止
・場所：異人館敷地内（管理棟前）
(エ) 鹿児島マラソン２０２０でのおもてなし応援
・時期：3 月１日（日）※鹿児島マラソン中止に伴い中止
・場所：仙巌園前
② 寺山炭窯跡周辺の清掃活動、夏休みの自由研究教室及び歴史勉強会
担当：吉野町東菖蒲谷町内会
内容：寺山炭窯跡周辺の清掃活動、夏休みの自由研究教室及び歴史勉強会を実施
〔活動状況〕
(ア) 清掃活動
第 1 回：４月２８日（日）
第 2 回：５月２６日（日）
※６月以降は大雨による土砂崩れで
寺山炭窯跡が埋没したことから中止
(イ) 『寺山炭窯跡について学ぼう』：夏休み自由研究教室
・時期：８月４日（日）
・内容：かごしま探検の会東川氏
吉野町東菖蒲谷町内会前会長内村氏による講義
・参加者：４０名
(ウ) 寺山炭窯跡事業：歴史勉強会
・時期：１１月７日（木）
・内容：かごしま探検の会東川氏のガイドで異人館、
反射炉跡等を巡り集成館事業について学ぶ。
・参加者：２９名

③ 関吉のアジサイロード及びコスモスや菜の花等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、植栽活動（水路沿いや道路脇にアジサイやコス
モスを植栽）、町内会女性部によるＰＲ活動を実施
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〔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２１日（日）

第２回：

５月１６日（木）

第３回：

７月

７日（日）

第４回：

９月

第５回：１０月

９日（水）

第６回：１１月２４日（日）

第７回：

８日（日）

２月２３日（日）

(イ) 植栽活動（アジサイやコスモス等）
第１回：５月 1８日（土）

第２回：６月１６日（日）

第３回：６月２３日（日）

第４回：７月２１日（日）

第５回：８月１０日（土）
(ウ) その他ＰＲ活動
・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
地域活性化プロジェクト
① 石の文化と世界文化遺産を活かした地域活性化事業
担当：石橋記念公園子どもガイドの会
内容：世界遺産歴史講座、バスツアー、歴史マップ作成、美化活動などを実施
〔活動状況〕
(ア) 石の文化と世界遺産等の歴史探検会
・時期：８月２４日（土）
・内容：東川隆太郎さんを講師に周辺を散策案内解説及び記念館での解説
・参加者：２５名
(イ) 「薩摩文化の祭典 IN 石橋記念公園」への参加協力
・時期：10 月 2６日（土）～2７日（日）
・内容：イベントの紹介、公園の案内（石橋文化、世界遺産、ジオ等の紹介）
地域おこしシンポジウム（2７日）への参加、協力
(ウ) 「近代化産業遺産を訪ねる」バスツアー
・時期：12 月 1 日（日）
・内容：世界文化遺産の現地学習、新たな魅力発見を目的としたバスツアーを実施
・参加者：２７名
(エ) 世界遺産等の魅力などを伝える「クイズで学ぼう～石の文化と世界遺産～」作成
・時期：１月～3 月
・仕様：A3 両面カラー

2,000 部

・配布場所：石橋記念館入館者、観光案内所、鹿児島まちの駅 130 駅等
(オ) 「世界遺産周辺魅力マップ」作成
・時期：１月～3 月
・仕様：B4 三つ折り・片面カラー１種類

300 部

・配布場所：石橋記念館入館者、観光案内所、鹿児島まちの駅 130 駅等
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(カ) 公園沿線ルート沿いの景観形成（美化活動）
・時期：２月 2９日（土）、３月 28 日（土）
・内容：石橋記念公園及び鹿児島駅、桜島フェリー乗り場までの歩道、園地等清掃活
動、ボランティア花壇への花植え
※両日とも雨天中止
(キ) 石の文化と世界遺産を学ぼう(やさしい歴史講座)
・時期：３月 28 日（土）
・内容：東川隆太郎さんを講師に周辺を散策案内解説及び記念館での解説講座（石の
文化と世界文化遺産を分かりやすく現地解説）
・参加者：30 名程度
（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：１２月６日（金）
・場所：天保山砲台跡、射場山、玉里別邸跡、
ふるさと考古歴史館
・参加者：２１名
(イ) バスガイドを対象とした講座実施
・時期：１月２９日（水）
・場所：天保山砲台跡、射場山、玉里別邸跡、
ふるさと考古歴史館
・参加者：３１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６日（金）
メンバー：(株)島津興業、鹿児島観光まち歩きステーション
(有)アイエス通訳システムズ、ＮＰＯ法人ゆめみなと鹿児島
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、まち歩きマップ、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 まち歩きマップ、ガイドブックの更新作成（日本語、外国語版）
担当：鹿児島市世界遺産・ジオパーク推進課
内容：
・まち歩きマップ （3 月）
日本語：１０，０００部
英語、繁体字：各３，０００部
簡体字、韓国語：各２，０００部
・ガイドブック（3 月）
日本語：５，０００部

まち歩きマップ

英語、繁体字：各３，０００部

ガイドブック

簡体字、韓国語：各２，０００部

（４）情報発信プロジェクト
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・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

4 日間（1 日 1 コース）
８月４日（日）、9 月１５日（日）、10 月１２日（土）、11 月９日（土）

・訪問ルート（鹿児島中央駅 発着）
石橋記念公園
⇒

⇒

関吉の疎水溝

・ガイド

旧集成館（異人館・仙巌園・尚古集成館）

⇒

稲音館

⇒

⇒

原五社神社

寺山展望台

⇒

寺山ふれあい公園

前半２回：かごしま探検の会

東川

後半２回：鹿児島大学名誉教授
・所要時間

９：００～１６：００

・参加料金

一般１，８００円

大木

隆太郎氏
公彦氏

（７時間００分）

小・中学生以下１，３００円（小学生未満は無料）

（※各施設入場料と昼食代を含む）
・定員・申込

定員 120 名（各回 30 名×４回）、申込１７７名

・参加者数

１０８名

※当日キャンセルあり
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② 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）

③ 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（６月）

関吉の疎水溝リーフレット：三つ折りＡ５サイズ

５，０００部（６月）
１０，０００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≫

④「鹿児島マラソン 2020」応援用小旗の作成及び活用
担当：鹿児島市世界遺産・ジオパーク推進課
数量：1,000 本（2 月）
※鹿児島マラソン中止のため次年度へ繰越

⑤ かみしばい動画の制作及び活用
担当：若手会
内容：小学校高学年から中学生の子供達や集成館事業
の知識がない人向けの動画の制作及び活用
活用方法：
・市ホームページ「動画で見る鹿児島市」に掲載
・パートナーシップ会議や若手会の SNS における発信

- 9 -

（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：７月２６日（金）
参加者：４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）
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