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1
長高水族館　映像発

信プロジェクト事業

長浜高等学校水

族館運営協議会

継続

（6年目）

　長高水族館では、平成24・25年度の2カ年で屋外にタッチングプールと大型水槽を

設置した。平成26年度は、中庭へのアプローチを階段からスロープに改修し、庭石や

樹木の整理を行い、安全で機能的かつ美しく整備し、来館者に快適な場を提供でき

るようにした。平成27年度は、テーブル、チェア、ステージなどを整備し、カフェを行える

環境を整えた。平成28年度は、カフェを本格的にオープンするとともに、中庭でのパ

フォーマンスを充実させ、長高水族館の新たな魅力を生み出した。

　今年度は、映像コンテンツ制作のための機材を入手して番組制作をするとともに、

YouTubeなどの動画サイトで情報を発信する。また、プロジェクターなどの機材を入手

し、館内で映像上映できる環境を整える。

900,000 900,000

　長高水族館を第3土曜日に一般公開し、自然体験の場を提供した。幼稚

園、小学校などの教育団体には、必要に応じて臨時公開し、環境学習の場

を提供した。天候の良い日は屋外で、悪い日は屋内でカフェを実施した。また

今年度は、松山空港で開催された空港水族館に出張水族館を出展した。本

年度の来館者の内訳は次の通りであった。一般公開日：5,842人、保育

園・小学校等の臨時公開：531人、出張水族館等：3,000人、合計

9,373人｡また、本事業でプロジェクター、音響設備を整備し、館内で映像上

映できる環境を整え、9月以降製作した映像コンテンツを上映し、来館者の満

足度の向上を図ることができた。製作した映像コンテンツは、YouTubeで配信

しており、長高水族館の魅力を多くの人に提供できた。

　映像コンテンツの制作と情報発信により、動画サイト閲覧者に対して長高水

族館の魅力を伝えるとともに、知名度を上げることができた。また、プロジェクター

による館内での映像上映は、来館者の満足度の向上につながった。さらに、映

像コンテンツの制作は、本校生徒に対する教育的効果につながった。

　今後も毎月１作品を目標として映像コンテンツを制作し、YouTubeに公開

する予定である。本事業では、プロジェクションマッピングなどの映像活用は実現

しなかったが、今後映像技術の向上を図り、長高水族館の魅力をさらに高め

たいと考えている。

2

大洲エビネの地域ブラ

ンド化推進事業（魅

力ある地域づくり推進

事業）

大洲農業高等学

校（生産科学

科）

継続

（6年目）

　地元大洲の特産品である大洲エビネは、一般的には知名度が低く、愛好家の高齢

化が深刻化しており、栽培技術や文化の継承が困難となっている。また、自生地の環

境破壊や乱獲のため絶滅危惧種に指定されていることから、ふるさと意識の向上、地

域資源のPR強化、環境保全意識の向上を推進する。

　引き続き、エビネ文化のPR活動や新品種の作出と後継者の育成、倍数化技術の

確立に取り組む。

360,000 360,000

　大洲の特産品であるエビネにかかわる文化を積極的に活用し、全国はもちろ

ん世界へ大洲のエビネをPRした。

　大洲エビネ会などの関係機関と連携し、新品種の作出と後継者の育成を行

い、高齢化が深刻なエビネ文化の技術継承を図った。

　エビネの倍数化技術を確立し、大洲のエビネの高品質化を図った。

　ウイルス病対策としてウイルス検定を実施し、大洲のエビネの品質向上を図っ

た。

　絶滅危惧種に指定されているエビネを自生地に戻す活動を行った。

　ヨーロッパの専門業者との連携を図り、欧州市場への進出の足がかりができ

た。今後も連携を継続する。

大洲エビネのPR活動により、認知度が向上し、全国・世界から大洲エビネを

見に買いに学びに訪れ地域が活性化した。他の地域にはない技術（倍数化

技術）と付加価値（ウイルス検定による安心感）の確立により、類似地域と

の差別化を図り、地域ブランドを推進することができた。

　また、環境保全活動の実施により、地域住民の環境保全に対する意識を

向上させることができた。

　これにより、大洲＝エビネの産地としての認識が向上し、地域住民の地元愛

の向上や若年層の定着につながり、地域の発展に貢献できた。

　ヨーロッパの専門業者との連携を図り、大洲エビネの海外進出を実現し、大

洲エビネはもちろん地元大洲市のPRにつなげていきたい。

　大洲エビネを愛媛県の特産品に認定していただけるよう関係機関に働きかけ

を行う。

　活動の効果として、エビネに限らず、ウチョウランなどの地域特産植物も海外

での高いニーズがあることが分かった。今後は、これらのニーズを「和植（造

語：和の植物を愛する文化）と捉え、活動範囲を広げていきたい。

3

高校生による大洲の

食文化継承事業

（魅力ある地域づくり

推進事業）

大洲農業高等学

校（生産科学

科）

継続

（6年目）

　農山漁村部における地域の食文化は、後継者不足や高齢化により活動や技術の

継続が危ぶまれており、地域に伝わる伝統食や郷土料理の食文化が廃れてきてい

る。生活研究会との交流活動（伝統食の料理教室など）により、加工品開発の技

術や料理を学び、大洲市の食文化の継承するとともに、それを基に高校生の柔軟な

発想を活かした新たな加工品開発により、地域の新たな食文化の形成に取り組み、

地域の活性化を図る。

　引き続き、そば打ち技術の向上を図り、地域住民に伝える活動にも努める。

180,000 180,000

　豊茂自治会とは、昨年開発した地元産の赤シソを使ったジュレを「食べる宝

石ルビージュレ」として本格的に商品化し、白滝の産直市場、愛たい菜で販売

を行った。また、新たな加工品づくりに取り組む予定で商品開発検討会で計

画していたが災害のため実施できなかったので次年度取り組むこととした。

　生活研究会との食文化継承に向けた交流活動では、大洲市特産の里芋を

使った加工品づくりを実施し、その活動がテレビで全国放送され大きな反響が

あった。

　正山地区においては、そば打ちの交流会を5回もち、希望者にそば打ちの指

導を行った。また、6月には旧正山小学校で「そばcafe」をオープンし、地域と

一緒になり魅力ある地域づくり活動を実践した。

　3月には、市商工産業課の依頼により、松前町の大型商業施設でそば打ち

のデモンストレーションを実施した。

　大洲市生活研究会と伝統食の伝承に向けた交流会を持つことで、高校生

の食文化に対する意識が高まっている。敬遠されがちであった郷土料理につい

て興味を持ち、交流会を楽しみにしている。この交流会は、教育的効果が非

常に大きいと感じており、今後も継続していきたい。

　正山地区においてそば栽培の機運が高まっており、今年度は40ａでそば栽

培が行われている。今後も耕作放棄地を利用して栽培面積を増やす予定で

ある。地域の活性化のためにそばcaféのオープンできたことは大きな成果であっ

た。また、高校生が指導者となり、地域にそば打ちのできる方を増やすことがで

きたことも大きな成果であった。地域の活性化に向けて地域の方の気運が盛り

上がっている。

　高校生の伝統食を継承する活動としてこの3年間活動してきた。地元で伝

統食の継承に尽力されている生活研究会や愛媛県生活研究協議会の方々

との連絡体制を築くことができた。

　これにより、高校生は食文化の継承者としての役割を自覚することができた。

今後もこうした取り組みは継続して実施していきたい。

　そばの栽培やそばcaféの取組みについては、これまで高校生主導で行ってい

たが今後は地域住民主導型で実施をしてもらう方法で地域の活性化につな

げていきたい。5月のそばcaféオープンに向けて地域で検討してもらっている。

　地域住民とのこうした交流会は高校生にとって意義のある活動であり、知識

や技術の習得だけでなく人間性の向上やコミュニケーション能力の向上など教

育効果も大いため継続して取り組んでいく。

4

草花の活用と大洲菊

文化の継承による地

域貢献事業

大洲農業高等学

校（生産科学

科）

継続

（2年目）

　大洲農高には、地域から農業振興に対する大きな期待が寄せられており、知識や

技術を地域に還元していくため、フラワーデザインに関する新しい技術、多肉植物と菊

の栽培技術を向上させ、地域住民を対象とした講習会を開催していく。

　また、高齢化が深刻な菊花の関連団体から高い技術を継承し、大洲市の菊文化

を守っていく。

　小・中学生を対象とした満足度の高い交流学習を継続的に実施できる体制を整え

ることにより、「大洲農業で草花を勉強したい」という意識付けにつなげ、地域住民から

の大洲農高の存在意義を高めていく。

360,000 360,000

フラワー装飾に関する定期的な講習を受講し技術の向上に努め、競技県大

会にて最優秀賞を受賞し、10月の全国大会では2名が出場し、銅賞を受賞

するなど成果を収めた。また、JA愛媛たいき、肱北公民館にて講習会を開催

し、参加した方々に喜んでいただいた。

菊栽培においては、大洲市菊花協会から苗の提供をしていただき、多様な

菊の栽培に尽力した。今年度50回目を迎えた大洲市菊花展に貢献すること

ができた。

多肉植物業者を訪問し栽培に関する指導を仰ぎ、本校の活動に還元する

ことができた。また、寄せ植え講習を実施していただき技術の習得に努め、中

学生を対象とした講習会に還元することできた。

　フラワー装飾は、継続的な技術講習により、全国大会での入賞を果たすこと

ができた。また、草花関連の就職・進学生徒を4名輩出し、将来地域を担う

農業後継者の育成につなげれた。

　菊文化の継承では、大洲市菊花協会との積極的な交流により、生徒たちは

大洲の菊文化について学ぶことができ、また、協会及び菊花展の活性化に貢

献することができた。

　多肉植物では、専門業者による寄せ植え講習会を受講した。後日作製した

多肉植物の寄せ植えは3月の「だんだん肱川」で好評であった。

　地域との交流としては、フラワー装飾、多肉植物を用いて講習会を開催し、

81名の方々に参加していただき大盛況であり喜んでいただいた。

　活動を通して一定の成果を収めることができた。生徒の技術やコミュニケー

ション能力の向上が顕著に表れ、進路実現にもつなげれたことに教育的効果

の高さを実感した。

　近年、介護福祉施設利用者のフラワーアレンジメント体験による身体的効

果が話題になっている。地域住民、中学生に加え、介護福祉施設利用者を

対象とした講習会を新たに開講し、本校での教育活動を地域へと還元できる

場を継続して構築したい。

　本事業は、講習会や菊花展等の交流活動を通して、本校の存在意義を向

上させることを目的としている。活動のマンネリ化を防ぐため、新しいアイディアの

創造や積極的な地域交流を今後も実践していきたい。

5
戒川地区樫谷の棚田

保全事業
樫谷棚田保存会

継続

（5年目）

　棚田啓発事業として、田植え祭、収穫祭などのイベントを継続するとともに、棚田の

特徴や歴史、周辺の見所などを紹介することで、地域の魅力を効果的に伝える。

　また、棚田のオーナー獲得を図るためのＰＲツールの作成や説明会の開催など、棚

田オーナー制度のＰＲ活動を推進する。

　棚田オーナー制度改革を定着させるとともに、新たなオーナー、トラスト開拓の方法

を編み出すとともに、地元生産者へのオーナー制度のPRをすすめ参加を促す。

149,000 149,000

　棚田オーナーに加えて、棚田トラスト会員が誕生し、保全活動に参加しやす

くなった。また、イベント時の賄いを止め、手弁当に変更したことで、スタッフの負

担軽減により活動の持続性が向上した。

　平成31年度オーナー募集に向けて「写真展＆募集説明会」を松山市で開

催した。愛媛県、松山市はじめ関係団体の支援も頂き、県下、大阪・東京等

でもポスター・チラシ配布など広報活動を行った。また、団体オーナーの募集活

動を開始した。協力生産者が2名に拡大した。

　東温市井内地区活性化協議会との交流会を実施した。棚田オーナーの共

同募集については、実現に至っていないが今後とも模索を続けたい。

　松山市内での説明会の開催は、棚田保全を訴える場として有効であるとと

もに、説明会に広報活動を通じて、樫谷棚田の存在をアピールする上で果た

している役割が大きい｡

　3年間のオーナー募集活動で20名前後のオーナー獲得が恒常的に確保さ

れ、加えてトラスト会員が上積みされることで、保存会の自立の条件整備が進

んだ。

　団体会員獲得に向けた営業活動の本格化するとともに、愛媛大学社会共

創学部との共同で、効果的な広報や制度設計の改善点について研究する。

　愛媛県総合イベントサイト「イマナニ」など、SNSを活用した情報発信力をつ

ける。
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6 肱川あらし予報事業 肱川あらし予報会
継続

（5年目）

　世界に類のないこの自然現象を市の貴重な観光資源として日本全国に・世界に向

けてＰＲしていきたいと考えている。

　今年度が、期間中における予報業務を確実に実施するとともに、マスコミ等の活用

したＰＲ活動や先進地（類似自然現象の発生地）の視察を含め、共同でのＰＲ

事業などファンづくり活動に向けた活動を行う。

　また、日本三大あらしとして、鹿児島県薩摩川内市、兵庫県豊岡市との交流を開

始し、ＰＲ活動や研究活動を共同で進める。

1,181,000 945,000

　予報業務(10月から2月の間)を継続するとともに、新たな嵐ガールによる予

報を開始した。

　ＰＲ活動事業として、ポスター(600部)を作成し、配布等を行い、HPにお

いて「嵐ガール」の出演による予報PR等を行った。また、シーズン中は、マスコミ

の取材が10回以上あり、全国ニュース「報道ステーション」では特集が組まれ

た。

　兵庫県豊岡市で3市交流事業に参加し、今後の交流を深め、国内外への

情報発信等の協力を協議した。

　全国放送である「報道ステーション」で特集があり、大きな宣伝効果があっ

た。この番組で取り上げられることになったのも、肱川あらしの予報を継続して

行っているからこそである。

　また、兵庫県豊岡市と鹿児島県薩摩川内市との交流が実現し、今後の活

動が広がることが期待されている。

　目標　　「肱川あらしを世界遺産(自然遺産)」

　このように設定しており、日本三大あらしとして、「鹿児島県薩摩川内市」

「兵庫県豊岡市」と一緒に活動をしていくことで、地域一体となった波を起こし

ていくこととしたい。

7
銀河鉄道９９９でま

ちおこし事業

新谷一万石まちお

こしの会

継続

（5年目）

　平成26年度より内容を拡充しながら事業を継続実施したことにより、松本先生と

新谷のつながりがより強固なものとなったことや、マスコミにも数多く取り上げられ認知度

が向上したことで、新谷地区においても、まちおこしの気運は高まっている。

　この気運をさらに高めるためにも、今年度も引き続き、イラスト審査会や路上長テー

ブル食事会を中心にイベントを開催し更なる活性化につなげる。

　また、経常的なPRのため、モニュメントを整備するとともに、イラスト審査で受賞され

たものでカレンダーを作成する。

2,000,000 2,000,000

　地域活性化を図るため、漫画家の松本零士先生の作品を活用し、各種イ

ベント開催や観光の基盤整備を継続して行ってきたことで、松本零士先生と

新谷のつながりも深くなり、マスコミにも多く取り上げられるようになった。

　また、ＰＲ活動として、西予市三瓶町で開催されている「銀ちゃんの仮想大

賞」に出場した。

　今後も関係性を密にするとともに、イラスト審査（カレンダープロジェクト）や

テーブル食事会を引き続き実施し、年間を通じて市内外からの集客を図るた

めモニュメントの設置や観光案内看板等の整備を行い、新谷にとどまらず大洲

市全体のまちおこし事業として発展させたい。

　松本先生から「こころの古里新谷」という言葉をいただき、松本先生と新谷

（大洲市）との繋がりや松本先生が新谷を愛されていることが、イベントの参

加者はもちろん、取材に来られた多くのマスコミを通じて全国に発信できた。

　また、当イベントを実施するにあたり、地元の商工会、老人会などの各種団

体や、小・中学校、高校が一つとなって、新谷地区関係者で運営しつながりが

強固になったことが、まちやこしの原点だと誰もが感じた。

　これまで実施してきたイラストをカレンダーにする「カレンダープロジェクト」を実

施したところ好評であったため、引き続き実施していきたい。

　初期目標である「松本零士こころの古里　新谷」の発信は、ある程度成果を

得たと感じているが、次の目標としてはイベントの継続実施による知名度の更

なる確立、そして単なるイベント開催にならないよう、観光客を楽しませるため

のハード整備、その対応ができる組織づくりが必要であり、それらを継続・維持

していくための(補助終了後の）財源の確保が重要である。

8
野鳥による肱川町活

性化2018事業
やませみ２２

継続

（3年目）

終了

　ＩＢＡ（ Important Bird Areas ) 重要野鳥生息地プログラムで重要湿地と

して指定されている鹿野川ダムで越冬するオシドリの観察会（エコツアー）の試行及

び、そのために必要な備品等の整備を行なう。

　県レッドデータブックの絶滅危惧1類(CR+EN)に指定されているブッポウソウの巣箱

を設置し、保全活動に取組むことにより繁殖地として確立するための環境づくりを行な

う。ブッポウソウの巣箱設置は、繁殖ペア10つがいを目標に継続する。

305,000 299,000

　オシドリの観察会は、集合場所を道の駅「清流の里ひじかわ」として、参加者

への特産物の販売につなげたかったが、集中豪雨の影響で使用できなかったた

め、広く広報できなかったが、日本野鳥の会愛媛の広報誌「コマドリ」に掲載し

ていただくとともに、日本野鳥の会愛媛とNPO法人かわうそ復活プロジェクトの

Webページに掲載していただいた。

　ブッポウソウの巣箱の作成および設置、観察について、大洲市立肱川小学

校と調整しながら進めた。これには、大洲市地域おこし協力隊の方も参加して

いただいた。

　写真展は、豪雨の影響により、道の駅「清流の里ひじかわ」から風の博物館

に変更した。また、道の駅の入り口に、写真展のチラシを掲示してもらった。さら

に、日本野鳥の会愛媛とNPO法人かわうそ復活プロジェクトのWebページにチ

ラシを掲載していただいた。

オシドリの観察会には、当地の大洲市内からはもちろんのこと、他地域からの参

加に情報発信を行なえたことで、肱川地域の自然のすばらしさの認知度が高

まった。

　大洲市立肱川小学校と協働で、ブッポウソウの子育てのようすを観察したり、

巣箱を５個作成し、巣箱かけを行ったりした。参加してもらった生徒の皆さん

に、地域の自然を守る活動を協働で行うことで、体験を通して地域のすばらし

さを実感していただいた。

　オシドリやその他冬鳥の写真展を行ったことで、肱川町にいろいろな野鳥が暮

らしていることに気づいていただいた。

　ブッポウソウの巣箱設置は、繁殖ペア10つがいを超えることができたので、しい

たけのブランドに向けて、森林組合と協議をして、ブッポウソウの保全についてと

シイタケのブランド化について発表していきたい。

9

「なわとび」による新た

なスポーツ文化の醸成

事業

愛媛県なわとび協

会

継続

（3年目）

終了

　小学校低学年から高学年まで気軽に取り組むことができ、個人競技も団体競技も

可能な「なわとび」に着目し、普及活動に取組むことにより、青少年の健全育成とス

ポーツ文化の継承を図るとともに、大洲市を愛媛のなわとびの中心として、県内外に

活動を発信し地域活性化の一助とする。

　また、スポーツを通じて地域の人々が交流を深めることで、住民相互の新たな連携

を促進するとともに、地域の一体感や活力の醸成を図る。

　今年度は、なわとび競技の普及活動を行い、子どもの体力の向上、技術の向上を

目指すとともに、大洲市で大会を行うことで、大洲市の良さを県内各地や全国へと発

信する。

966,000 966,000

　大洲なわとびクラブでは、保護者や地域の方の協力を得ることができ、普段

の練習や合宿などが年々充実している。また、大洲なわとびクラブの14名が平

成31年３月30日に愛知県名古屋市で開催される「第３回全国なわとびス

ピードコンテスト」に出場することとなった。

　「第４回愛媛県小学生なわとび選手権大会」では、一般部門を新設し、

「二重とび」「ダブルダッチ」の２種目を行った。保護者や過去に今大会に参加

していた中学生が多数参加しました。我が子の記録に負けまいと頑張る保護

者の姿、久しぶりになわとびを楽しむ中学生の姿が見られた。

　大洲なわとびクラブでは市内５校から41名の小学生が所属し、週に１回の

活動を楽しんだ。なわとびを通じて体力や技能の向上はもちろんのこと、他校の

児童との交流や異学年交流を図ることができ、コミュニケーション能力が向上し

た。また、練習や合宿なども保護者や地域の方の協力を得ることができた。ま

た、週に1回の通常練習とは別にスピード特別レッスンを行い、スピード競技で

全国を目指す子どもの育成にも努めた。

　第４回愛媛県小学生なわとび選手権大会や合宿などを開催することで、県

内外から1563人が大洲市に足を運ぶきっかけとなった。また、大会に向けて地

域の方やこれまで大会を経験した中学生の協力を得ることで大会を無事に終

えることができた。大洲市全体で大会を運営する一体感が生まれつつある。

　活動を続けることで大洲市内の子どもたちの競技力が向上している。スピード

競技だけで見れば、全国でもトップクラスの実力を持っている。今月末に行われ

る第３回全国なわとびスピードコンテストでも大洲市内の子どもたちの活躍が

期待される。

　昨年度に比べ、未就学児や大人へ普及しているが、まだまだ十分とは言えな

い。なわとびに親しみ、体力の向上と健康の維持増進につながるように今後も

普及活動を行っていきたい。

　次年度から「一般社団法人愛媛県なわとび協会」設立を目指して活動す

る。法人格を持つことで、任意団体として活動していたときに比べ、定款を作成

し、手続きを踏んで設立した組織という点で、社会的な信用が上がると考えら

れる。そして、なわとび普及活動に尽力する。

10
おおずプレミアムマル

シェ事業

おおずプレミアムマ

ルシェ出店者協議

会

継続

（3年目）

終了

　こだわりの農産物やそれらの加工品を厳選し、大洲の観光の中心でもある肱北地

区で、ヨーロッパ朝市のような雰囲気の中、出展者が消費者に直接販売を行う。1回

につき15ブース程度とする。高付加価値商品を選定し、味、鮮度、賞味最適時期に

こだわるサービスを提供する。季節生産時期が限られた入手困難な少量の産品も取

り扱う。

　今年度はイベントの認知を広げるとともに、地域産品のさらなる掘り起し、事務局の

運営体制を構築する。また、単独開催にむけて開催回数を増やすとともに、備品購

入をしたい。

2,000,000 2,000,000

　こだわりの農産物やそれらの加工品を厳選し、大洲の観光の中心でもある肱

南地区で、ヨーロッパ朝市のような雰囲気の中、出展者が消費者に直接販売

を行った。当初予定では7月の第3日曜日より奇数月での開催予定であった

が、7月の西日本豪雨災害によって開催の中止が余儀なくされ、また、肱川橋

下遊歩道が使用できないことから、別の場所での開催となった。また、1回につ

き15ブース程度、5回実施の予定であったが、1回目は10店舗、2回目は10

店舗、3回目は13店舗、4回目は10店舗、5回目は9店舗での開催となっ

た。開催場所については、大洲農業高等学校　農業祭にて、平成30年11

月11日に１回、大洲赤レンガ館においては平成30年11月24日、25日、平

成31年1月20日、3月17日の4回開催をした。

　5回の開催で、900人以上の集客があり、来場されたお客様がマルシェでの

買い物だけでなく、周辺の商店街や観光スポットにも足を運ぶなど、観光面で

の相乗効果がでできている。また、市外からの観光客の来場が増え、地元の

農産品のPRにもなっている。

　出店者についても、回数を重ねることで、自身が販売戦略を立てて販売をす

る姿が見えるようになり、毎回売上額も平均3万円以上と上がってきている。

出店者同士の横のつながりもでき、マルシェ限定のコラボ商品や新規商品も生

まれてきている。

　今年度の事業では、イベント開催に必要な資材を購入し、来年度以降も継

続の体制が取れた。また、3年間を通して出店者協議会でも運営体制が整っ

てきた。

　設置等についてはイベント業者に委託をしてきたが、来年度以降は出店者で

の設置できる体制を整え、経費のかかる広告費についてはスポンサーを募った

り、無料のイベント掲載サイトやSNSを利用して、できるだけ経費をおさえて活

動をする。
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11

こどもたちの体験、交

流を介した地域活性

化事業

河辺の未来を考え

る会

継続

（3年目）

終了

　河辺地区が抱える課題として少子高齢化があるが、その影響は特に小学校、中学

校で多く、併せて都市部との距離が離れていることもあり、子どもたちが様々な体験や

交流を行う場が減少している。小学校・中学校の子どもたちにとって、様々なことを体

験することは、今後の子供たちの成長にも大きなプラスになる。

　また、少人数ながら多くのことを体験できることは魅力的な学校を作ることにつなが

り、他の地区からの移住による人口の増加によって地域を活性化するきっかけとなる。

864,000 758,000

　夏季休暇中に、都会と田舎をむすぶ食育ネットが主催し、愛大付属の子ど

もたちを対象する農林漁業体験、キャンプに河辺の子どもたちが参加した。普

段同世代の多くの子どもたちと触れ合う機会が少ない河辺の子どもたちにとって

貴重な体験となった。

　また、同じく夏季休暇中には愛大の先生、生徒に協力いただき、河辺の幼

稚園、小学校の子どもたち対象に海での体験活動を実施した。大学生の年

代は河辺には少ないこともあり、子どもたちは大きなお兄ちゃん、お姉ちゃんたち

に一緒に遊んでもらい、非常に楽しい時間を過ごした。さらに保護者としても自

分たちだけでは体験させられないカヌーを使った体験などを子どもたちに体験さ

せることができ、非常に有意義であった。

　大阪、東京で開かれた移住定住フェアへの参加も河辺をアピールすることが

できた。

　体験の場の提供としては、PTAと相談し、人形劇と人形作り、英会話教室

におけるクリスマス会の実施などを行った。

　子どもの減少が進む河辺の学校において、学校だけでは体験できない経験

をさせることができた。具体的には、キャンプでは愛大附属の子ども達50人近く

と一緒に一泊体験ができ、普段とは異なる大人数での行動を経験させることが

できた。ＰＴA活動においても、河辺で普段交わることのない大学生の年代と

の関わりができたことは、子ども達の成長にプラスになると考えられる。人形劇の

実施は子ども達への体験という面だけでなく、砥部町広田の地域おこし団体と

の交流となり、地域おこしに関する情報交換ができた。

　また、移住フェアへの参加は、河辺地域を広くアピールするとともに移住受入

などの移住を呼びかけた。河辺地区への移住は実現しなかったが、河辺地域

のＰＲと情報発信を行うことができた。大洲市への移住の問合せがあり移住

相談に繫がった。

　今後も今年度の活動同様、田舎の小規模校であっても子ども達が多彩な

体験活動ができるよう、河辺の未来を考える会として学校、地域、ＰＴＡと

協力して活動していく。その活動が河辺の学校の魅力をあげていくこととなり、

移住定住のきっかけとなるよう、積極的に外部に向けた情報発信を行い、河

辺地区全体が元気になることを目標とする。

　なお、河辺の未来を考える会では、今年度、会で作った加工品「あまごめし

の素」が、大洲市ええモンセレクションに認定され、道の駅などでの販売が開始

している。東京などの都市部での販売にむけた商談にも参加しており、来年度

は多くはないものの会独自の活動資金を得ることが可能となる。その活動資金

や補助金などを利用し、今後も河辺地区の活性化や移住定住の促進などに

取り組む。

12
「いろいろいろ」子育て

支援事業

特定非営利活動

法人

造形アートステー

ジ・ケルベルネージュ

継続

（2年目）

　子どもたちを対象とした造形アートに関する教育啓発事業（造形アート教室「いろ

いろいろ」の開催）や造形アートを通したコミュニケーション事業（造形体験ワーク

ショップ「いろいろいろ」）に取り組み、子どもたちの想像力を養い、創造する力を身に

つける環境づくりに努める。

　今年度も引き続き、幼稚園・保育所で造形アート教室を実施するとともに、要望の

あった公民館・児童館でも造形アート教室を実施する。加えて、0歳児からでも参加

できるグループワークショップを開催する。

1,472,000 1,414,000

　造形アート教室では、保育所７か所で１３回の計２７２名、幼稚園２か

所で４回の計４５名、造形体験ワークショップでは５回開催し計１２６名で

全体の事業として、４４３名の子どもたちとご家族が造形アートに親しんでも

らえた。

　豪雨水害のため昨年度よりも日程や会場が予定通りではなかったにもかかわ

ず、口コミの効果か幅広い年齢層の参加があった。

　造形アート教室・造形体験ワークショップは、人の感性、感受性、感じる心、

想像する力を育てる。これらは、自分以外の人の気持ちを思いやる力、自分の

気持ちを周囲へ表現する力、そのものである。

　そういった力を育てるきっかけを子どもたちに与えることで、彼らが次世代に、彼

らなりの方法で、この力を伝え続けることが、目標である。

　造形アート教室は、本年度ご協力いただいた幼稚園・保育所を中心に活動

を続けることで、恒例行事として子どもたちに認識してもらい、今まで以上にアー

トを身近なものとして感じてもらうことを目標とする。

　ワークショップに関しては、参加者からの要望や子育て支援課からの助言もあ

り、公民館などの、より地域に根差した施設で開催し、子どもたちの家族、さら

には地域住民にもアピールできればと考えている。

13 長浜まちなみ水族館
長浜まちづくり協議

会

継続

（2年目）

　長高水族館に訪れる約500人のお客さんを町なかに周遊していただくため、また、

「水族館の町」の復活に向け、まちづくりの一歩として「地域が一体となったまちづくり」

「水族館を活かしたまちづくり」を実践するため、、以前行っていた「長浜まちなみ水族

館」を復活させる。

　町の鮮魚店のいけすを利用し、スタンプラリーを実施したり、長浜で第３土曜日に実

施しているイベント事業と連携することで、長浜の良いところを見ていただき、商店街の

賑わいとなり、お土産の販売や商店街の売上向上につなげる。

588,000 396,000

　毎月第３土曜日に長浜高等学校(長高水族館）をスタートして町なかにあ

る鮮魚店や商店街を中心に１０箇所を水族館の一つとして回ってスタンプラ

リーや魚屋のイケスを使って釣り堀イベントを実施した。全部集めたら景品をプ

レゼント。

　また、お楽しみ抽選会を実施して地元特産品5,000円分を５名にプレゼン

トした。開催時期は、９月・１０月・１１月・２月・３月の計５回実施した。

　長浜の鮮魚店では、イケスに海水をポンプにより直接汲み上げて魚を生かし

ていて、それによっておいしい魚を提供できていることやイケスの塩分濃度によっ

て生息できる魚が違うことなどを知ってもらうことができた。

　まちなみ水族館を拡充（3箇所）したことにより、商店街から観光駐車場へ

と観光客が周遊する流れができたことで経済的効果が波及し始めた。

　魚屋のイケスを使った釣り堀イベントを2回実施して、子供から大人まで釣り

の臨場感・醍醐味を楽しむ機会を提供出来た。

　新聞等マスコミにも取り上げられ長浜まちなみ水族館の話題性、注目度が

高まり、地域の賑わいづくり・振舞いづくりにつながった。

　今回から新しく瑞龍寺（沖浦観音）との連携を図り、同日に国指定重要

文化財「十一面観世音菩薩像」の御開帳を行っていただき新しい観光客層

が増加した。

　各鮮魚店の生簀を活用して、釣り堀大会の回数を増やす。

・長浜まちなみ水族館の拡充（ＪＲ長浜駅）

・長浜の特色を備えたお土産の開発

・ガイドの必要性・他のイベントとの連携（赤橋自由空間・沖浦観音）

・スタンプラリー台紙の有効期限の見直し。

・町歩き（歴史コース・文化コース・産業コース・映画ロケコース）を観光客が

体験できる周遊コースを企画・検討したい。

14
大洲・長浜を舞台にし

た映画制作事業

大洲長浜映画制

作委員会

継続

（2年目）

　長浜には世界に通用する魅力ある素材がたくさんあるが、全国的には知名度が低

い。このため、昨年度、地域の宝を取り入れた映画「赤い橋のある町で」を制作した。

この映画を普及し多くの方に観ていただき地域のイメージアップを図るため、市内外で

映画上映会等を実施する。

　今年度は、大洲市内や松山を中心に映画上映会を実施する。

1,051,000 980,000

　昨年度制作した、地域の宝を取り入れた映画「赤い橋のある町で」を多くの

方に観ていただき地域のイメージアップを図るため、市内や松山、東京等で映

画上映会等を実施した。

　2月10日の東京都新宿での上映会では、長浜商工会と連携した地元特

産品の販売や長高水族館のＰＲを行い、3月16日の松山市民会館でも長

浜商工会や長浜商店連盟と連携して特産品の販売を行った。

　映画を通して長浜大橋・肱川あらし・長高水族館など長浜の魅力をＰＲす

ることができた。ターゲットとしていた小・中学生達にも見ていただき、長浜という

町や長浜高校に少しでも興味や関心を持ってもらうことができたと考えている。

　今後も、映画の普及のために市内外で様々なＰＲ事業を地道に実施して

いくが、映画の普及だけではなく、商工会等が実施する物販活動などとも連携

を図りながら、大洲市全体をＰＲできるように活動をしていきたい。

15
おおなる元気化プロ

ジェクト事業

NPO法人　おおな

る工房

継続

（2年目）

　大成地区において地域の空き家（古民家＝旧・醤油製造販売の商家／昭和14

年築）を活用し、“地域元気化”の拠点とするため、施設整備を行う。

　肱川中流域の特性を活かした「食べる」「遊ぶ」「学ぶ」をテーマとした事業を行い、

首都圏を含む都市部からの集客を図る。

　また、事業を進める中で、都市と大成地区との多重居住等についての可能性を探

り、大成地区に拠点施設を中心に大成全体をフィールドとした多様なソフト事業を企

画し、これまでとは違った観点からの地域活性化を進める。

1,854,000 1,841,000

■ハード事業（全体の中核施設としての古民家整備）

築78年の木造2階建て家屋について、以下の改修を行った（すべて1階部分/

全体で約37㎡）。

１）床下整備工事（約60㎡）：泥上に防水シート／コンクリート打設、便槽

整備

２）外壁基礎工事（総延長34ｍ）：土壁除去、柱・梁の補強、筋交い・断

熱材挿入、ボード貼り

３）浴室屋根工事（12㎡）：既存の破損屋根除去・新設

４）駐車場の整備工事（215㎡）：路盤整備後、10台分の駐車場を新設

■ソフト事業

1）体験プログラム「蔵川三島神社秋祭り（平成30年11月1日開催/参加者

7人）

　地方伝統を感じる祭りに魅了されたが、トイレの汚れや全体のガイドがほしいな

ど課題も見つかった。

2）地元産品を使った料理教室（平成30年11月25日/参加者8人）　他

■ハード整備

　2018年7月の豪雨洪水被害（古民家1階部分が浸水・流失）を受け、

ゼロからの改修工事となった。加えて、建築業者が不足し、工事の着手が大

幅に遅れてしまった。代わりに、次年度予定していた駐車場を今年度に前倒し

して実施した。これによって、古民家へのアクセスが向上したのは大きなメリットと

言える。また、古民家も水害後の片付け作業で柱や梁が露出し、目に見えな

かった建物の弱点を補強できたのは不幸中の幸いと考えたい。

■ソフト事業

水害の影響で、夏の「カヌー体験」こそ実施できなかったが、それ以外はほぼ実

施できた。都市部住民および在県外国人の参加を得て、当地ならではの体

験プログラムをモニター実施し、ニーズがあることを実感した。

■ハード整備

　次年度は古民家本体の改修工事を終えたい。遅くとも秋までには完了さ

せ、カフェレストランのシミュレーションを行いながら、2020年春のカフェとスコーレ

（学びの場）の本格開業をめざす。

■ソフト事業

　体験プログラムづくりでは、プログラムそのものは評価されても、会場周辺のト

イレやアクセスなどのインフラが未整備で、来場者に不満を感じさせている。これ

らは大川地域全体の課題でもあるので、各種団体（行政含む）とも手を組

みながら進めていかなければならない。

　古民家のカフェレストラン開業にむけた準備事業や、アートとのコラボ事業につ

いては、引き続き次年度も実施する予定である。いずれにしても、このような人

口密集地域からのアクセスが不便な地域においては、地域外の大都市圏との

連携がカギになるので、今後も内部の対応策をみがき、外部とのつながりを大

事にしていきたいと考えている。
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16

Localから老化を変え

ていく

～太鼓と踊りで人を元

気に幸せに！～

みゆう
継続

（2年目）

　本事業は、本格的事業展開と普及、効果の立証までに3年を要する。

　1年目には、本事業実施に必要なスキル及びノウハウについて、専門家から指導を

受けつつ健康体操を作成し市内6施設にて実施する。

　2年目は、1年目事業の継続のほか、ごぼう先生（簗瀬寛氏）による講演会・研

修を開催する。また、それまで介護施設を中心に行ってきた健康プログラムを民間の

高齢者学級など「全市・全公共機関」に向けて普及活動を行う。専門家意見や参

加者アンケートを元に内容を改善しながら、

　3年目には、市内の介護施設と年間契約を締結をして定期的な訪問（有償）を

実施し自立事業として確立する。また、市の福祉担当課・保健センターなど行政と連

携し事業を展開することで信頼と認知度を高め、高齢社会に貢献できる体制を整え

る。

209,000 209,000

　7月より市内の介護施設での参加型慰問を昨年より引き続き実施した。新

規訪問施設開拓に加えて同じ施設に複数回訪問し、継続することでさらに良

い効果があるとの声をいただいた。

　12月に開催したごぼう先生の健康体操講演会では約100名の参加をいた

だき、事後アンケートでも「とても参考になった、楽しかった」等たくさんの感想が

寄せられ、高い満足度を得た。講演会の内容をもとに、後に市内の公民館で

学級講座を開催した。ごぼう先生の健康体操に施設で行ってきた和太鼓の体

験や演奏なども加え、参加者や職員の方に好評を得ることができた。

　健康体操を行うことで身体の機能改善とコミュニケーションを促し、楽器や道

具（太鼓や鳴子、スカーフなど）を使った活動ではその動きやリズムで脳を刺

激し、ストレス解消や緊張緩和など心身に良い効果を与えることができた。施

設慰問では昨年度に引き続き再度訪問の依頼があり再訪も行った。

　学級講座でもその様子を取り上げていただいた館報を見て、興味を持ってい

ただいいた他の施設や団体から来年度の依頼があった。市内施設や地域に当

団体の活動が確実に広がっている感触を得るとともに、今後の事業継続の需

要・必要性を感じた。

　市内介護施設と公民館を中心に内容の更なる改善と備品の充実を図り、

継続的・定期的な健康プログラム実施を行う。

　介護施設では、有料化への移行期間として、各施設と話し合いを進め希望

を聞き、特化した内容を作っていく。

　公民館では定期的な学級講座の開催を目標に、周知を行う。

　好評だった今年度の講演会に引き続き、外部講師を招いての講演会や研

修を計画する。依頼する講師、内容について地域の興味関心とニーズを調査

する。

17
如法寺で坐禅体験し

てみませんか事業

The Zen　如法寺

もりあげ隊

継続

（2年目）

　坐禅・茶礼の禅寺体験をベースに、各回各種分野の講師を招いて行う「寺子屋講

座」として、３か年計画を提案。１年目には、基本になる如法寺の歴史学習・境内

史跡見学のほか、ZEN呼吸法の椎名さんを招き、呼吸法の基礎を学ぶ。２年目は

ZEN呼吸法の応用のほか、仏教美術講座などを開催。３年目はコンサートの実施、

仏教文学講座などを開催する。講座内容は参加者の感想などを勘案し、実施内容

を検討する。以上により、大洲の観光活性化への一助を担うとともに、如法寺を幅広

い層の人に知ってもらう。

395,000 395,000

　坐禅・茶礼などの修行体験に加え、文化講座、歴史探訪などを行い伝統的

な日本文化を肌で感じてもらえるよう、活動を行った。

　具体的には9回のイベントを開催した。水害の後もコンサートや夏祭りを開催

し、疲弊した地元住民の癒しとなることができた。如法寺関係者の方々（和

尚様、檀家さん）からも継続を望む声を頂戴した。

　また、当団体のフェイスブック、ホームページの充実にも取り組み、インターネッ

ト媒体を利用した集客と情報発信の効果も大いに実感することが出来た。

　参加者には「いやし」を提供することができ、大洲市の貴重な文化遺産を

知っていただけた。大洲市民であれば、地元にある文化財を深く知ることで、地

元をより愛する「郷土愛」が深まった。

　このイベントを知った大洲市民は地元に対する誇りを持ち、愛着を持っていた

だけた。参加者だけにとどまらず、人々が地域資源を認識することで、将来大

洲を定住の地にするのであれば、地域の発展にもつながる活動となった。

①イベント告知の拡散方法の多様化とその充実

②コンサートや精進料理など坐禅とタイアップしたイベントの開催

③参加者のための駐車場確保と、会場までの送迎の手配の体系化

　

　期間限定のカフェなど定期的な寺活の運営なども視野に入れ、より多くの方

に参加していただける魅力的なイベント開催を継続する。地域の企業や他団

体とも連携を図り、如法寺を拠点に人と経済において良い循環を生み地域活

性化の助けとなりながら自主運営をしていける組織づくりを目指す。

18

大洲クーポンブックまち

歩き食めぐり人やすみ

帳vel.2

笑人隊
継続

（2年目）

　「えひめいやしの南予博2016」で作成したクーポンブックを基に割引率のアップやプレ

ミアム感を高くするなどの点を改善しながら、新規店舗の拡充を図り、市外からの来客

のみならず、市内にも易しいクーポンブックを作成する。

　大洲市の観光案内に掲載することで本自体の付加価値を高め、大洲の観光ガイド

ブックとして、手に取ってもらいやすくする。継続して実施することで、参画店舗自らが主

導でクーポンブックを作成する意欲を持ち、参画店舗同士の競争心が生まれ、販売

力の向上につながり、リピータもでき活性化につながる。

1,158,000 1,158,000

　「えひめいやしの南予博」で作成したクーポンブックを基に、昨年度のアンケー

ト等に書かれた割引率のアップやプレミアム感を高くするなどの点を改善しなが

ら、新規店舗の拡充を図り、市外からの来客のみならず、市民にも易しいクー

ポンブックを作成した。（2,000冊作成）

　新規店舗として10軒を目標としていたが、クーポンとしての取り扱いが理解さ

れず3軒にとどまった。

　購入された方が新しい店を発見し、入店して頂いた。参加店舗の接客、商

品の向上ができた。

　今年度は、発売から10日くらいで水害に見舞われ、参加店舗の1/3が被災

されたため、どの店舗もパスポートの効果が少なかった。

　今回は、6月25日から12月20日までの期間だったので、もう少し早い4月か

5月からの販売をしたいと考えている。

19

体験学習による子ども

の健全育成と地域活

性化事業

煙友会
継続

（2年目）

　昔と比べ生活体験や自然体験の機会が極端に少なくなり、創造力や生活の知恵

が乏しくなっていると言われる中で、炭焼き体験は、子どもたちの山林に対する意識を

育み、自然の恵みや人間の知恵を身を持って知ることができる良い機会であり、地元

の子どもたちにとって大変有意義なものであると感じている。

　市内の小中学校からの炭焼き体験やうどんづくり体験希望者を受け入れできる環

境を整え、これらの体験学習を通して、自然に対する関心を深め心豊かな子どもたち

を育むとともに、森林資源の有効活用により森林整備を図る。

また、グリーンツーリズムのノウハウを習得し、平野地区の体験メニューとして確立し地

域の活性化を図る。

　今年度は昨年に引き続き、炭焼き体験やうどん造り体験希望者を受け入れ環境の

整備を整える。

1,675,000 1,675,000

　炭焼き体験やうどんづくり体験を通して、自然に対する関心を深め、心豊か

な子どもたちを育むと共に、平野地区の活性化に貢献できた。

　今年は水害で炭窯が流された肱川中学校からも体験学習に来て喜んでも

らった。（広報による効果）

[活動による効果]

　地域が一体となって、地元小中学生を中心に受入れを行い、世代間交流

が図られた。

[施設整備による効果]

　簡易水洗トイレの整備で子どもや大人も安心して利用ができた。

　薪割り機の購入で大きな木も楽に割ることができるようになった。

　倉庫ができて備品の収納と管理が容易になった。

　定例（毎月7日）の活動を通して、自然に触れ合うことで、子どもも大人も

心豊かに暮らしたい。

　施設の整備も終了したので、永く活用するためにも、地道な活動を続けた

い。

　今後も広報を通して無理なく続くように努力したい。

20
戒川地区宿泊体験

事業

戒川地区の将来を

考える会
新規

　旧戒川小学校の施設の有効活用が喫緊の課題となっているため、宿泊機能をもた

せることにより、壺神山系の自然環境や棚田など里山景観、体育館・グランドなどの

施設を活用した交流人口の拡大により、地域の活性化を図る。

　今回、樫谷棚田保存会の協力を得て、棚田オーナーの宿泊体験参加を実施し、

宿泊者のニーズを把握し、宿泊機能に必要なハード・ソフト面の課題を明らかにする。

　宿泊機能の整備は、地区住民の交流の場創設、災害時の体制整備にもつながる

ものとして検討する。

90,000 39,000

　棚田オーナー、トラスト会員に田植祭で、テント泊などによるイベント参加とい

う新たな楽しみ方を提案し、9人参加のもと、旧戒川小グランドでのテント泊を

実施した。

　収獲祭でも計画していたが、台風24号の接近により収穫祭を中止せざるを

得なかったため、宿泊体験も実施できなかった。

　宿泊を伴う棚田体験など戒川地区の楽しみ方を実際にやって見せたことに

意義がある。

　平成31年度の棚田オーナー募集活動の中で、昨年の参加者を中心に、宿

泊事業の継続についての問い合わせがあり、潜在的な可能性があることが示さ

れた。

　夜の静寂、美しい星空、早朝の鳥のさえずりなど戒川地区の自然環境が宿

泊体験に魅力を付加しうることが分かった。

　収穫祭での実施が出来なかったため、正確な判断ができないが、ニーズと地

区固有の魅力の存在が分ってきたので、平成31年度も実験事業を継続し、

実績を積み上げたい。

　平成31年度の田植祭、収穫祭でテント泊に絞って実験事業を継続し、持

続的な事業として立ち上げるかどうか最終的に判断する。
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21

丸ごと肱川！カヌー&

イベントで清流を楽し

もう！事業

清流肱川カヌー協

会
新規

　大洲市全域、市外の住民をに、交流人口の拡大・スポーツ人口の増加と健康増

進・清流肱川の認知度の向上を図るとともに、肱川のほとりにあるカヌー基地でイベン

トを開催し、地域住民と地域内外からの来場者との親睦・交流を図り、地域の活性

化につなげる。

　一年目は　清流肱川のほとりでの自然豊かな環境を生かした事業を行うことで、地

域内外からの集客を図り、交流人口を拡大する。

　・カヌー教室の開催（対象者：地域外からの応募者）

　・肱川の特性を生かしたイベントの実施（対象者：地域住民及び地域外からの来

場者）

　二年目以降は、地元の地域づくり団体であるNPO法人おおなる工房や公民館の

学級講座などと連携し、他事業との相乗効果が期待できるソフト事業を展開して、集

客力の強化と清流肱川のPRを図りたい。

（例）・野鳥観察会と兼ねたボランティア清掃活動　・カヌー教室と食事（地元特

産品を使った農家レストラン）のツアー企画　・大川鯉のぼり祭りと連携したイベントの

実施　など

735,000 815,000

　今年度開催するカヌー教室に必要なカヌー艇及び装具類の更新を図った。

　カヌー教室は当初年４回（６月、７月、８月、９月）開催する予定で

あったが、豪雨災害により、６月のみの開催となった。

　カヌー基地を利用したイベントも年２回（そうめん流し７月、子ども花火大

会８月）開催する予定であったが、豪雨災害により中止せざるを得なくなっ

た。

　豪雨災害により、当初から予定していたカヌー基地や肱川周辺の清掃活動

を実施した。また、被災したカヌー艇庫等の修繕も行った。

　カヌー艇及び装具類の更新により、カヌー教室開催や各種事業の受け入れ

体制を整えることができた。

　親子カヌー体験教室（２世帯６名・８/１４開催）により、大川地区の

自然の素晴らしさ、スポーツの楽しさの体感を通して、交流人口の拡大につな

げることができた。

　災害により被災したカヌー艇庫（基地）及び災害後の肱川周辺を清掃す

ることにより、大川地区に対する郷土愛や美化意識の向上につなげることがで

きた。

　当初予定していた清流肱川でのカヌー教室やイベントを開催する。

（取り組み方針）

１　カヌー艇庫等の機能回復（H31.5頃まで）

２　のぼり旗等の修繕と設置

３　施設敷地内及びその周辺の肱川沿いの清掃活動

４　カヌー教室及びイベント（NPO法人おおなる工房との共催を含む。）の

実施

22
「再生可能エネルギー

連続講座」実施事業

大洲環境とエネル

ギー研究会
新規

　再生可能エネルギーは地域分散資源であり、この有効活用が地域の富を地域で

循環させるだけでなく、余剰分を売って外部から富を呼び込むことができる。

　再生可能エネルギーを活用した地域活性化の可能性について地域世論を啓発す

るとともに、この方向が地球環境保全や持続可能性のある循環型社会の構築という

国際的な潮流に合致することを啓発する。

　大洲市において、こうした考え方を政策的な方向性として共有する主体形成につな

げるため、系統的なテーマを設定し、一連の講座を開催する。

306,000 0

23
肱川あらし展望公園

を発展させる事業
クロンタセブン 新規

　黒田地区は、ひと世代前の子供人口はかなり多かったが、現在は限界集落になり

つつあり、近年、親世代、子ども世代も黒田を見放してしまっている。黒田地区を桃

源郷のような魅力ある地域にすることが出来たら、子孫達はもちろん外部の方が訪ね

てみたい、住んでみたい場所となる。黒田の斜面は長浜沖や青島（ねこの島）の船

の復路からよく見えるので、肱川あらし展望台までの道路沿いに桃など植樹し、桃源

郷をおもわせるような地域にしたい。自身も大阪から移住して来た。移住者であるから

こそ分かる事や発見できる事がある。黒田地区は、まだまだ改善発展することができる

地域である。しかし、肱川あらし展望公園付近は、近年、家電や生活ごみを放置す

るなど不法投棄が増え、一因として、公園への来場者が少なく人影がないという事も

原因の一つと思われる。先ずは、沿道の放置された畑に桜・花桃等の木を植える事も

公園を発展させ、魅力のある公園周辺にしたい。

2,000,000 2,000,000

　展望公園の駐車場付近にある耕作放棄地の2mにもなる雑草を草刈り機

やチェンソーで切り除き、幾度も除草剤散布を繰り返した。

　畑の左上にあった１mもの段差を重機で敷き均し後、トラクターで耕し、竹と

石積を使い、畑の土留めを行った。畑の周りは木製の柵で囲い、水道設備、

倉庫の修繕もあわせて行った。

　整地した畑には除草シートを張り、ラベンダー800株を植え付けた。

　また、修繕した倉庫には愛大アートサークルの皆さんに絵を描いてもらいにぎ

やかさが増した。

　この1年で展望台に訪れる車の台数が増えていることは明らかである。

　展望台手前1キロの農作業小屋の絵とラベンダー畑の小屋の絵の前に車を

停めて写真を撮る人が多くなった。

　SNSやブログに載せて頂く事が多くなった。

　「ラベンダーの花が咲くのを楽しみ」と声をかけてくれるようになった。

　ラベンダーの植え付けのボランティアの申し入れが増えた。

　今年は、業者側の都合でラベンダー株800株しか購入することが出来なかっ

たが、残りは来年春の植え付けで終わりにしたい。

　２年後には、ラベンダー畑の完成をしたい。ラベンダーの花が咲くのを楽しみに

している人が多いので、花摘みのイベントが出来るのを楽しみしている。

24
愛媛鉄道開通100年

記念事業
鉄道クラブ西瀬戸 新規

　愛媛鉄道開通100周年を記念した特別展を開催するため、鉄道関係の資料を所

蔵する個人協力依頼を行い、魅力的な展示を開催する。

　また、鉄道模型運転会においては、大人から子供まで楽しく鉄道に親しむことができ

るような体験コーナーの設置に取り組む。

　次年度以降は、子どもたちが鉄道の歴史や公共交通として役割を担う鉄道につい

て、学び、親しめるような機会の創出を図る。

437,000 408,000

　愛媛鉄道開通100年を記念して特別展を実施した。特別展では、愛媛鉄

道誕生から現在に至るまでの大洲地方に歴史を紹介するため、写真パネル、

模型、当時使用されていた備品などを展示することで、わかり易く展示を行っ

た。

　また、、展示会場には鉄道模型を体験できるブースを設置することで、鉄道

模型運転の体験を通して家族の会話を育む機会を創出するとともに、交流人

口の増加にも図れた。

　さらに、１２月と１月には会員による鉄道模型運転会を開催し、鉄道や模

型の魅力を楽しむイベントを開催した。

　大洲市内に鉄道が開通して100年の節目にあたり、市内だけでなく松山

市、西条市、鬼北町からも来場するなど、大洲地方における鉄道の歴史につ

いて学ぶ機会を提供することができた。

　また、展示会場には鉄道模型を体験できるブースを設置したことで、親子、

祖父母や孫といった家族連れで来場される方が多く、鉄道模型運転の体験を

通して家族の会話を育む機会を創出するとともに、交流人口の増加にも図れ

た。

　鉄道模型の運転会を通して、大人から子供まで楽しむことができ、親子の絆

を深めれるようにイベントを継続して開催するとともに、運転会を通して大洲地

方の鉄道や愛媛県内の歴史についての情報を発信していく。

25
肱北地区避難マップ

作成事業
肱北地区自治会 新規

　肱北地区地域は、古い家屋等が密集し、道路が狭く緊急車両が入らない区域が

多数存在している。加えて、住民の高齢化も進み、独居老人も多く在住していること

から、大規模災害が発生した際に、家屋の倒壊や延焼により多数の死傷者が発生

する恐れがある。

　さらに、避難所として指定されている公民館が耐震化されていないため、被災した際

にどこに避難すればよいか分からないといった声が住民の中に多数存在し、地域の課

題となっている。

　この課題の対策として、各地区（２５地区）で一時避難場所（周囲に建物など

の構造物がなく安全が確保できる場所）を選定の上、地区ごとの避難マップを作成

し、災害に備え一時避難所までの避難経路を日頃から繰り返し確認できるようする

取り組みを行う。

972,000 972,000

　肱北地域15地区（60％）の避難マップの作成及び該当地区住民への避

難マップの配布を行った。

　また、作成したプロット版の避難マップを基に、避難訓練を実施した。

・上地蔵西区（1月19日実施　13人参加）

・宮前、昭和区（2月2日実施　51人参加）※防災研修も実施

・常磐町6区（3月16日実施　12人参加）

　避難マップを作成した15地区（全体の60%）は、本事業により災害時に

いつ、誰が、どのように行動しなければならないのかが明確となった。合わせて地

区内に居住する防災無線が聞こえない高齢者（情報弱者）や障害者・要

介護者（要支援者）をどのようにして避難させるかという新たな課題が浮き彫

りとなった。

 その課題に対して、避難マップに加えて避難訓練を実施した3地区（全体の

12%）においては、要支援者の手を引いて避難したり、防災無線が聞こえた

人が近所を回り、声を掛け合って一緒に避難したりするなどの自発的な取り組

みが見られ、住民一人一人が地域防災の担い手であることを自覚し、地域の

課題を共有し、力を合わせて課題解決に取り組むという意識の醸成を図ること

ができた。

　今後大洲市全域においても地域ごとに防災地図を作成していく動きがあり、

計画立案から事業実施まで全て住民が中心となって行った本事業は、市内の

他の自治会の参考事例となる先進的な取り組みとなったと思われる。

　今後は、今年度避難マップが作成できなかった残り１０地区に対して地図

作成を促し、全ての地区で避難マップを完成させるとともに、避難マップを活用

し、より災害時に即した実践的な防災訓練を定期的に行っていく予定である。
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26

肱川町の特産物と観

光開発による地域活

性化事業

肱川プロジェクト 新規

　現在、大洲市肱川町では就労世代の都市部への流出、少子化等の影響により地

域住民の活力低下、主要な産業である農林業の担い手不足等、様々な問題を抱

えている。そこで、町内の様々な課題解決の為に、肱川町内に存在しているであろう

様々な資源を掘り起こし、その利活用を計画し、肱川町の未来に向けてより良い活

動を行っていく為、有志による肱川町活性化組織｢肱川プロジェクト｣を平成30年3

月に結成し活動を開始した。

　今回、主に町内農産品等を使用した特産品を開発することにより生産者の意欲向

上と農産品の消費の拡大を目的とした｢特産品開発｣、地域資源を利活用すること

により交流人口の増加を図る為の｢観光開発｣を強く推し進める為、当事業を計画

実施することにより、肱川町の地域活性化を図りたい。

　今年度は、トマト、クリ、シイタケ、タケノコ、炭を利活用した新たな特産品の開発を

行う。また、町内の景勝地や観光地、お店などをPRするためのパンフレット作成及び

肱川かるたの作成と大会を実施する。

1,434,000 905,000

　肱川町独自のメニューとなる試作品「肱川カルボナーラ」と「トマトのチーズケー

キ」の2品を開発した。

　また、町内の景勝地や観光地などを取り入れた巨大ひじかわカルタ33点を

制作した。

　今年度は、豪雨災害により、かるた大会や講演会など、開催が難しく中止せ

ざるを得なかった。

　巨大ひじかわカルタの制作にあたり、後世に残したい、引き継いでいきたい、

肱川町内の景勝地や伝統行事、施設などを地元の肱川小学校や肱川中学

校の生徒たちとカルタを制作できたことは、将来生徒たちが、ふるさと肱川町の

ことを思う、また肱川町を担っていく良い経験になったと思う。

　また、特産品の試作品がカタチになったことにより、肱川町内の飲食店の新し

い目玉となるメニューの開発へ繋がった。

　カルタ大会の実施は、今年度は7月の豪雨災害で実施できなかったが、次

年度中には実施する。特産品開発は、今年度できた試作品2品をさらにブラッ

シュアップし、肱川町内の飲食店で展開するために問題点を解決し、販売でき

るように進めていく。また、2品以外の試作品の開発や、既存の特産品のブラッ

シュアップを行う。そのための視察研修も行っていく。

27
肱南地区町家再生

事業

NPO法人　ＹＡ

ＴＳＵＧＩ
新規

　平成３０年度は、維持管理が困難になっている所有者と接触し、管理する空き家

をさらに増加させ、町並みの維持を図る。大洲の町家や歴史、住んでいる方を紹介を

する冊子の制作、配付などの情報発信を行うことで、古民家の活用に興味を持ってい

る方と大洲を繋ぐ。また、町家（旧今岡製糸本宅）を整備し、町家の紹介や会議、

チャレンジショップ・ワークショップ等イベントの実施を行い、古民家活用の機運を醸成

するとともに、地域の方々や所有者、起業希望者等が交流できる場を創出する。平

成３１年度は、継続しながら事業を推進し、事業最終年度は、古民家を活用して

起業や移住を検討している方や、町家をビジネス活用する組織（ＤＭＯなど）との

マッチングを行う。

771,000 335,000

　維持管理が困難となっている空き家所有者への接触及び交渉を図った。そ

の結果、新規に清掃等の管理をする物件を確保し、イベントでの活用や事業

者への紹介の案件が増加した。

管理等を行っている町家を事業者に情報発信・紹介・マッチングを行うことによ

り、チャレンジショップや新規創業、イベントでの活用が促進された。空き家で新

規創業が決定し、２軒の空き家が活用されることとなった。特に市外から参入

した事業者・移住者が情報発信や事業者をさらに紹介を行うことから、波及

効果があった。

　また、町家を整備したことにより、活動の拠点として利用が促進され、事業

者、移住希望者、地域の方々との交流の場を提供することができた。

　さらに本活動組織YATSUGIをNPO法人化し、本活動に賛同いただける方

の協力を仰ぎ活動を行なった。現時点で正会員１５名、準会員１名、賛助

会員４名が参加している。運営組織を充実し、自主企画のDIYなどのイベン

トを実施した。地域の方も参加しており、地域における古民家活用の機運上

昇に寄与した。

　一部７月豪雨の影響により活動が停滞したため目標数値には達していない

が、本事業全体を通し、空き家となっている町家の活用について、昨年度より

推進することができた。

　維持管理が困難となっている空き家所有者への接触及び交渉を図った結

果、新規に清掃等の管理をする物件を10軒確保し、イベントでの活用や事

業者への紹介の案件が増加した。

　管理等を行っている町家を事業者に情報発信・紹介・マッチングを行うことに

より、チャレンジショップ３件、新規創業３件を促し、空き家解消３件につなが

ることとなった。特に参入した事業者や移住者が情報発信や事業者をさらに紹

介を行うことから、波及効果があった。

　また、町家を整備したことにより、活動の拠点としての利用（田舎フリーランス

養成講座、まちづくり講義、チャレンジショップなど）が促進され、事業者、移

住希望者、地域の方々との交流の場を提供することができた。

　空き家活用について事業を拡大しながら継続して取り組んでいく予定であ

る。

　事業者及び地域住民等への情報発信を強化するとともに、次年度は、肱

南地区の町家活用を行う地域DMO「一般社団法人キタ・マネジメント」の活

動が本格的に始動するため、連携を取りながら具体的な物件の紹介やマッチ

ングを進めていく。

合　　　　計 24,412,000 22,459,000


