
 

１班では、国富町の地域資源を組み合わせると新しい魅力を創ることができるのではとの意
見が出されました。

１班：「資源の掛け算」で新しい魅力づくり！

国富町フィールドミュージアム勉強会ニュース

開催日時：平成 28 年 12 月 16 日（金）　15：00 ～ 17：00　

場　　所：国富町役場　会議室 　参加者：地元の若手メンバー 14 名

問い合わせ先　国富町企画政策課　0985-75-3126問い合わせ先　国富町企画政策課　0985-75-3126

 

２班では、昔は紙漉きの家が 500 軒あったり、現在、おいしい農作物、米、酒、蛍があるので、
水を中心とした物語が面白いという意見が出されました。

２班：「水をテーマ」」に物語を考える！

３班：「まずは行動する」」ことが必要！

住む所と食べる所が必要！

・空き家を活用するといいのではないか？

畜産強化

・畜産をもっと強化するとよい

籾木池を活かす！

・ウォーキングコースをつくると人を呼び

こめるのでは？

３班では、まずは行動することが必要、検証しながらアイデアを出していきたいとの意見が出
され、法華嶽公園や 木池に関する具体的な活用アイデア等が出されました。

次回の勉強会では、今回みなさんからいただいたたくさんのご意見をもとに実践を見据

えたモデル事業の企画を行っていきます。

今年の４月以降にはここでの企画に基づいた地域活性化につながるモデル事業の実施を

予定しており、それに向けて仲間をどんどん増やしていきたいと考えています。周りの方

で興味を持ってくれそうな方がいましたら、ぜひ、お声かけをお願いいたします。

「町」がいい
・交通の便がいい

・程よい田舎、田畑、川、山、

もある

・程よい人口規模

・太陽光発電の取り組み

法華嶽公園をもっと活用したい！
・イベントが一過性になっている

・休日にもっと楽しめる場所になるとよい

・ストリートスポーツが楽しめる公園になる

とよい

・宿泊はグランピングを考えると面白い！

ジビエとして売り出す！

・イノシシ、カモ、シカなどをジビエとして売り出すとよい

・「パクチーを食べた鹿を食べる」というのも面白いのでは？

様々な自然・歴史・食の資源がある！

【自然】一本桜、川や池で魚釣りができる、水がおいしい、伊佐生からの山景

【歴史】伝統ある祭り、稲荷神社

【 食  】鮎がおいしい、千切り大根、大根の漬物、お茶栽培、

　　　白玉まんじゅう、パクチー、ピーマン、野菜が安い！

国富町では、町全体を屋根のない博物館に見立て、地域の魅力を掘り起し、地域活性化に住民主体で取り組む

「フィールドミュージアム構想」をスタートするにあたって、地域の方々と一緒に検討をすすめていきたいと考え、

国富町の地域の担い手の方達に集まっていただき勉強会を開催しています。この勉強会ニュースでは、開催した

勉強会の内容の紹介を行っていきます。

vol.１

第１回勉強会を開催しました！
国富町の活性化に向けて
若手メンバーを中心に
勉強会が始まりました！勉強会が始まりました！

国富町を盛り上げていく
主役は主役は国富の魅力をよく知る
地域の皆さん地域の皆さんです！

古墳×学び
・古墳を大事にしてきた記録

が見える

夜空×博物館
・夜景を楽しむ

・河童など妖怪がたくさんいる

食育×古民家
・古民家を活用して小学生の食育の場

をつくろう

いわれ×地蔵
・いぼとり地蔵を大事に

する

癒し×自然
・竹林かぐや姫ライトアップ

・温泉を掘る

食×古墳
・古墳形の弁当箱づくり

・古墳形のパンづくり

ジビエ×害獣
・ジビエがおいしいので

産品に

歴史×かもしれない？
・西郷隆盛が通ったかもしれ

ない道がある！

自然×修行
・不動の滝で滝行体験を

する

自然×遊び
・じゃぶんこ広場のまわりにアスレ

チックやツリーハウスをつくる

食×健康
・千切り大根　　・六次産業化

・ヘルシー路線

沢山の掛け算アイデアが
出ました！

様々な活用の
アイデアが
出ました！

「人」がいい
・優しい人が多い　　　・温和、のんびり

・面白い取り組みをする地域の有名人がいる

・いもづる会、式部会　（菜の花ショップ）酒・どぶろく

　　　豆腐づくり

特徴的な川の

風景がある

蛍がいる

レクリエーショ

ンの場がある船運の歴史復活

紙すきの歴史

野菜が

おいしい

田尻米

ブランド化へ

伝統的なアユ漁を

つないでいく

自然水源

（ゴザ谷） 水

水にまつわる沢山の
ストーリーが出ました！

第２回勉強会のお知らせ　日　時 ：平成 29年２月●日 （●）　　●●：●●～
場　所 ：国富町役場

勉強会の冒頭では、①国富町を活性化する必要性、②国富町の

魅力、③魅力をどう活性化につなげていくかについて、他都市の

先行事例の紹介とあわせて説明を行いました。

説明の後は、参加者の皆さんと一緒に国富町の魅力について

意見を出し合うグループ作業を行いました。そして、勉強会の

最後にはグループごとに意見を発表し、情報を共有しました。



400m~500m
300m~400m
200m~300m
150m~200m
100m~150m

500m~600m

籾木池籾木池籾木池

籾木の竹林籾木の竹林籾木の竹林

六ノ原地区の風景六ノ原地区の風景六ノ原地区の風景

伊佐生から見える山景伊佐生から見える山景伊佐生から見える山景

畑灌の整備された農地畑灌の整備された農地畑灌の整備された農地

旧北俣小学校旧北俣小学校旧北俣小学校

冬場の千切り棚のある農村風景冬場の千切り棚のある農村風景冬場の千切り棚のある農村風景

お店によって特色ある
白玉まんじゅう
お店によって特色ある
白玉まんじゅう
お店によって特色ある
白玉まんじゅう

ゴザ谷の水ゴザ谷の水ゴザ谷の水
　法華嶽公園から約４ｋｍ
ほど山へ入った谷間にゴザ
谷水源地がある。
　そば、豆腐、どぶろく作
り等に「ゴザ谷の水」が使
われている。

　法華嶽公園から約４ｋｍ
ほど山へ入った谷間にゴザ
谷水源地がある。
　そば、豆腐、どぶろく作
り等に「ゴザ谷の水」が使
われている。

　法華嶽公園から約４ｋｍ
ほど山へ入った谷間にゴザ
谷水源地がある。
　そば、豆腐、どぶろく作
り等に「ゴザ谷の水」が使
われている。

法華嶽公園法華嶽公園法華嶽公園

法華嶽から見える景色
（海から昇る朝日、初日の出）
法華嶽から見える景色
（海から昇る朝日、初日の出）
法華嶽から見える景色
（海から昇る朝日、初日の出）

法華嶽薬師寺（和泉式部伝説）法華嶽薬師寺（和泉式部伝説）法華嶽薬師寺（和泉式部伝説）

不動の滝不動の滝不動の滝

一本桜一本桜一本桜

亀ノ甲の松林亀ノ甲の松林亀ノ甲の松林

深年川の草魚深年川の草魚深年川の草魚

宿が多かった宿が多かった宿が多かった

古墳古墳古墳

古墳古墳古墳

本庄剣柄稲荷神社本庄剣柄稲荷神社本庄剣柄稲荷神社

犬熊用水路犬熊用水路犬熊用水路

戦時中には飛行場
として使われていた。
（全国訓練場だった。）

戦時中には飛行場
として使われていた。
（全国訓練場だった。）

戦時中には飛行場
として使われていた。
（全国訓練場だった。）

このあたりはかつ
て疎開先だった
このあたりはかつ
て疎開先だった
このあたりはかつ
て疎開先だった

俵踊り俵踊り俵踊り

秋月藩がおさめ
ていた
秋月藩がおさめ
ていた
秋月藩がおさめ
ていた

薩摩藩がおさめ
ていた
薩摩藩がおさめ
ていた
薩摩藩がおさめ
ていた

100 ヘクタールにも
およぶ畑
100 ヘクタールにも
およぶ畑
100 ヘクタールにも
およぶ畑

冬でもできるダウンヒル
ホッケストック
（20 年続く野外ライブ）

冬でもできるダウンヒル
ホッケストック
（20 年続く野外ライブ）

冬でもできるダウンヒル
ホッケストック
（20 年続く野外ライブ）

川で荷物運搬していた川で荷物運搬していた川で荷物運搬していた

ブラックバスブラックバスブラックバス

昔のことを想像しなが

ら川沿いを散策しても

楽しそう！

旧道沿いにはたくさんの

歴史資源が。ぶらぶら歩

きにはもってこい！

どのお店もおいしそう。

食べ比べしてみたい！

江戸時代から続くといわれる伝統的

な踊り。俵の船積や収穫を喜ぶ農家

の人を再現した優雅かつ力強い踊り

は後世にも引き継いでいきたい。町

外の人にも楽しんでもらえそう！

国富の千切り大根はおい

しさ抜群！千切り棚が並

ぶ風景は一見の価値あり。生活の一部になっている沢山

の古墳。これからも大切に守

り伝えて、町外の人たちにも

知ってほしい。

戦時中の遺物「トーチカ」

も戦争の記憶とともに伝

えていきたい。

たくさんの人の思い出

が詰まった小学校。

色々な活用方法を考え

ていきたい。

この農地の広がりは

圧巻！

法華嶽からの絶景は見る

人誰もが感動すること間

違いなし！

法華嶽薬師寺では和泉

式部さんがお出迎え。

静けさをたたえる籾木池。

ゆったりとした気分での

散策にはうってつけ。

地域のシンボル大坪の

一本桜の根元には庚申

塔。由来に思いを馳せ

ながら桜を愛でては？

積極的に活用していく

ことでもっとたくさん

の人を呼び込める場所

になるはず！

じゃぶんこ広場じゃぶんこ広場じゃぶんこ広場

自然
凡例

等高線凡例

歴史・文化

暮らし

風景

町界

主要道路

河川

勉強会で出された見どころや歴史を地図上で示す
と、町内には活用の可能性を秘めた魅力資源が沢山
分布していることが分かります。


