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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３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。

令和 3 年度も新型コロナウイルス感染症の影響があった中で、各団体と連携し本市構成資産

を活用したイベント等を実施ほか、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。
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（１）総会

開催日：４月 2０日（火）

  内 容：○令和２年度事業報告及び収支決算

○令和３年度事業計画（案）及び収支予算（案）  など

（２）企画運営委員会

開催日：第１回 ６月１日（火）、第２回 ７月２日（金）、第３回 ２月２１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３０４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

○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 世界文化遺産オンラインツアー 旧磯街道～異人館を訪ねて～

担当：上町タウンマネジメント

内容：世界遺産への関心を深めてもらうため、鹿児島市民および

留学生等を対象に zoom を使用したオンラインツアーを

実施。

   後日、ツアー動画を YouTube にて配信。

日時：１２月５日（日）

場所：磯街道～異人館（配信スタジオは MARK MAIZAN）

人数：２６名

② 寺山のおタカラ発見！～おタカラをつなぎ、寺山炭窯跡の復元を願う～

担当：吉野兵六会

内容：寺山炭窯跡を吉野地域の世界遺産として未来につないでいく

ために、寺山おタカラ発見と題して、寺山散策と心岳寺詣り

を実施。

日時：１１月２３日（火・祝）

場所：寺山ふれあい公園

人数：心岳寺詣り４２名、寺山散策１４名、中高生ガイド２５名

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）

〔活動状況〕

(ア)ＳＮＳで発信・産業革命遺産と幕末明治の薩摩の歴史

時 期：通年

内 容：世界中の人たちに明治日本の産業革命遺産や幕末明治

の薩摩の歴史について知ってもらうため、ＳＮＳの画

像付きツイートなどで紹介。

投稿数：４月～１月 計３１回

(イ)異人館で世界遺産「明治日本の産業革命遺産」カルタを作ろう！

日 時：３月１３日（日）

場 所：旧鹿児島紡績所技師館（異人館）

内 容：若手会の創設時メンバーであるオフィスいろは

代表の下豊留佳奈氏を講師に迎え、小学生と保

護者向けに異人館のガイド解説とカルタづくり

体験を実施。

参加者：９組１８名

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：世界遺産の価値や下田の魅力に触れていただくため、年間を通じてウォーキング

を実施し、ウォーキングマップを作成する。

〔活動状況〕

(ア)関吉ニコニコ元気ウォーキング

・時 期：4 月２１日（水）、５月１９日（水）、6 月１６日（水）

   ７月２１日（水）、８月 1８日（水）、９月１５日（水）

    １０月２０日（水）、11 月 17 日（水）、12 月２３日（木）

・内 容：世界遺産関吉の疎水溝から出発、１年通じて季節の自然を感じ下田町のの

どかな里山を散策し楽しむ。

・参加者：14 名、12 名、16 名、１５名、１４名、16 名、17 名、18 名、12 名

(イ)「歴史散策コース」新春元気ウォーキング

・時 期：１月１９日（水）

・内 容：関吉の疎水溝歴史散策説明とウォーキング

・講 師：石野劦一氏（ウォーキング）

・参加者：３２名

(ウ)「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：８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
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⑤ もっと知りたい 世界文化遺産関吉の疎水溝

担当：せきよしの物産館

内容：世界文化遺産「関吉の疎水溝」周辺の田んぼあぜ道でのバ

ザー、マルシェ、花火のほか、せきよしの物産館近くの野

外ステージでジャズライブを実施。

日 時：１１月２７日（土）

場 所：関吉の疎水溝周辺の田んぼあぜ道など

参加者：約１,０００人

地域魅力アッププロジェクト

① 寺山の森を知ろう！森を育てよう！

担当：吉野町東菖蒲谷町内会

内容：寺山炭窯跡周辺の森の植生や炭窯が作られた歴史背景等に

   ついて、勉強会を実施する。

講師：寺田仁志氏 鹿児島大学・近畿大学非常勤講師

   藤井大祐氏 鹿児島市文化財課：寺山炭窯跡担当 ほか

〔活動状況〕

(ア)あいご会夏休み自由研究

・日時：７月２５日（日）

・参加者：３７名

(イ)女子会・青壮年会・小中生勉強会

・日時：１０月３１日（日）

・参加者：３５名

(ウ)しょうぶ会勉強会

・日時：１１月２４日（水）

・参加者：３５名

(エ)寺山炭窯跡周辺清掃作業

・日時：５月２３日（日） 町内会６名

     １２月５日（日） 町内会５名・森山清組５名
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② 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

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１１日（日） 第４回： ９月 ５日（日）

第２回：5 月１６日（日） 第５回：１１月１４日（日）

第３回：７月 ４日（日） 第６回： ２月１３日（日）

(イ)植栽活動（アジサイやコスモス等）

第１回：5 月２０日（木）  第４回： 7 月１８日（日）

第２回：6 月 16 日（水）  第５回： ８月３１日（火）

第３回：6 月２０日（日）

(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）

地域活性化プロジェクト

① 吉野の子らで見出す世界遺産の発信拡大

担当：ＮＰＯ法人地域サポートよしのねぎぼうず

内容：中高生が地域の世界遺産について学び、来訪者へのイン

パクトのある発信のため、立体クラフトやパンフレット

を作りイベントで発表した。

〔活動状況〕

(ア)作成物：吉野中・・・関吉の疎水溝の説明冊子作成

吉野東中・・・寺山炭窯跡の立体クラフト模型作製

鹿児島東高校・・・旧集成館周辺のパンフレット作成

(イ)イベントでの発信

・日 時：１１月２３日（火・祝）＠寺山おタカラ発見【再掲】

・場 所：寺山ふれあい公園

・参加者：９４名

吉野東中 鹿児島東高 吉野中
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（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：３月１４日（月）

・場 所：磯地区、寺山炭窯跡など

・参加者：７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：２月２４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

（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

世界遺産と桜島・錦江湾ジオパークを一緒に楽しめるバスツアーや委託事業にて鹿児島

の世界文化遺産標語・川柳コンテストの実施を行ったほか、令和３年度に世界自然遺産に

登録された奄美市と相互でパネル展示等を行った。また、本市構成資産について情報発信

を図るために PR グッズの作成を行った。

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



７

・実施日：全４回（1 日 1 コース）

8 月 8 日（日・祝）、10 月 16 日（土）、1１月１３日（土）、1２月１２日（日）

・訪問ルート（鹿児島中央駅 発着）

旧鹿児島刑務所正門 ⇒ 鹿児島県立博物館考古資料館 ⇒ 鶴丸城御楼門

⇒ 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   ８月・１０月：鹿児島大学名誉教授 大木 公彦氏

１１月・１２月：かごしま探検の会 東川 隆太郎氏

・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６０名（各回１５名×４回）、申込 227 名

・参加者数  ５９名

②鹿児島の世界文化遺産 WEB 動画を見て応募、世界文化遺産標語・川柳コンテスト

担当：NPO 法人愛らんどマルシェ

内容：「鹿児島の世界文化遺産」をテーマとした WEB 動画作成、「世界文化遺産標語・川

柳コンテスト」の開催

〔活動状況〕

・募集期間：１２月１５日（水）～1 月３１日（月）

・動画再生回数：191 回

・応募作品数：７２３作品（２２６名）

・応募作品はホームページに掲載したほか、小中学生の作品を

関吉の疎水溝案内所内に展示。

③奄美市と連携した取組（奄美市役所庁舎・鹿児島市役所庁舎でのポスター掲示）

担当：鹿児島市世界遺産・ジオパーク推進課

場所：鹿児島市役所東別館、奄美市役所庁舎（デジタルサイネージ表示）

時期：９月上旬～３月下旬
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④世界遺産 PR グッズの作成

担当：世界遺産・ジオパーク推進課

内容：PR 用扇子 1,000 個（各種イベント等での配布）

  PR 用ポーチ 1,000 個（各種イベント等での配布）

    （表）          （裏）           ポーチ

（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４日（水）

参加者：１２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：鹿児島市立小学校７８校、国立・私立小学校３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 ５４０部（３月配布）

・配布先：鹿児島市立小中学校 117 校、国立・私立小中学校９校

    （表）           （裏）


