
令和３年１２月 鹿島市定例記者会見 

日 時 令和３年１２月１６日（木）１０時００分～ 

場 所 新世紀センター ２階 会議室 

 

１．開  会 

 

２．市長の発言 

  ・質疑応答 

 

３．市からのお知らせ 

・福祉課からのお知らせ（資料 2-1） 

・ラムサール条約推進室からのお知らせ（資料 2-2） 

・生涯学習課からのお知らせ（資料 2-3） 

 

４．団体等からのお知らせ 

  ・鹿島市民立生涯学習・文化振興財団からのお知らせ（資料 3） 

 

 

５．行事のお知らせ 

  ・別紙参照 

 

 

６．閉  会 

 

 

次回は 

◆１月定例記者会見 

 １月１４日（金）１０時００分～ 

市役所 ３階 庁議室 

◆問合せ・連絡先 総務部企画財政課 

広報 ICT係  中島 ℡ 0954-63-2114   

資料 １ 





 ファミサポ 

 

 

今後の感染状況によっては、開催を延期または中止する場合があります。ご了承ください。 

子育てに関心がある方 

（資格や経験、年齢、

男女を問いません） 

 

 

                                                               

                                                   

    

 

子育てサポーター   募集中！ 
鹿島市では、平成２９年度にファミリー・サポート・センター（ファミサポ）事業を開始 

しました。ファミサポとは、子育て支援事業のひとつで、子育てを援助したい人と援助して 

欲しい人が会員となり、子育ての助け合い（有償）を地域の中で行っていくものです。 

子育てのお手伝いをしてみたいという人はもちろん、地域の子育て支援に関心のある方、 

学んでみたい方の講座を下記のとおり開催します。ぜひご参加ください。 

 

講座のご案内 
日 時 間・場 所 講座内容 講 師 参加 

1/17 

（月） 

10：00～11：30 

かたらい 3 階 調理室 

子どもの栄養と食生活 

「みそづくり」 

材料費 1000円 

各回 10組 

鹿島市食生活改善推進協議会 

     会長 石田雅子氏 

会員のみ 

（親子可） 

14：00～15：30 

かたらい 3 階 調理室 

会員のみ 

(大人のみ) 

1/21 

（金） 

19：00～20：00 

かたらい 3 階 大会議室 
子どもの安全・応急処置 鹿島消防署 救急救命士 

会員のみ 

(大人のみ) 20：00～21：00 

かたらい 4 階子育て支援センター 

～ファミサポ交流会～ 

クリスタルボウルとウクレレ演奏会 
楽音～らのん～ 

1/22

（土） 

10：00～12：00 

かたらい３階 大会議室 

身体の発育と病気 

「アトピーとの上手なつきあい方」 

唐津赤十字病院 

小児科医師 森田 駿氏 

会員のみ 

（親子可） 

1/28 

（金） 

10：00～12：00 

かたらい３階 大会議室 

「ママも赤ちゃんも絵本でスマイル」 鹿島市民図書館 
会員のみ 

（親子可） 
小児看護の基礎知識 

～子どもたちのすこやかな成長を願って～ 

子育て支援センター職員 岩永 絹子  

（元養護教諭） 

1/30 

（日） 

13：30～15：30 

生涯学習センターエイブル    

エイブルホール 

保育の心 ～アンガーマネジメント～ 

「怒りが収まる心のトレーニング」 

佐賀女子短期大学 学長 

     田口 香津子氏 

一般参加可 

(託児要相談) 

 

 

無料 

 

ファミリー・サポート・センター 

（子育て支援センター内） 

電話・FAX 0954-63-0874 

対象 受講 申し込み方法 





 

 令和３年１１月２６日 

総合政策局公共事業企画調整課 

大臣官房公共事業調査室 

令和３年度 手づくり郷土
ふるさと

賞（国土交通大臣表彰）13 件を選定！  

～12 月 18 日に受賞記念発表会を開催～ 

■令和３年度「手づくり郷土賞」の選定 

11 月 10 日に有識者による選定委員会を開催し、全国各地から応募のあった 30 件（一般部門

27 件、大賞部門 3 件）の中から、優れた活動 13件（一般部門 12 件、大賞部門 1件）を「手づく

り郷土賞」として選定しました。 ※活動の詳細は、資料１、資料２をご覧ください。 

 今後、各地方整備局等を通じて、受賞団体への認定証の授与が行われます。詳細については、

改めて各地方整備局のホームページ等でお知らせします。 

■「手づくり郷土賞受賞記念発表会 2020-2021」の開催 

全国に優れた取組が広がることを目的に、手づくり郷土賞の受賞者から活動の紹介を行って頂

く発表会を開催します。 

１．日 時：令和３年 12 月 18 日（土）12 時 30 分～16 時 30 分（予定） 

２．場 所：東京国際交流館プラザ平成 ３階 国際交流会議場（東京都江東区青海 2-2-1） 

３．内 容：  １）令和２年度・令和３年度の受賞団体による活動プレゼンテーション 

   ２）ベストプレゼン賞の決定 

４．参加申込み 

・会場観覧またはオンライン視聴によりご参加いただけます。 

・会場観覧ご希望の方は、12 月 10 日 17 時までに申込みが必要です。 

（会場観覧定員 200 名）※定員になり次第、締め切らせていただきます。 

・オンライン視聴は申込不要ですが、 

ＣＰＤ単位取得をご希望の方は事前にお申込みください。 

※建設コンサルタンツ協会 CPD・土木学会 CPD・都市計画 CPD の認定プログラム申請中 

・申込み・オンライン視聴はこちらのサイトから → https://tedukuri-furusato.jp 

二次元コード（ＱＲ）からもアクセスできます。 

国土交通省は、社会資本と関わりをもつ地域づくりの優れた取組を推進するため、全

国各地から応募のあった活動の中から、13 件（一般部門 12 件、大賞部門 1 件）の優れ

た活動を令和３年度の「手づくり郷土賞」として選定しました。 

また、受賞記念発表会を 12 月 18 日に開催します。今回は、延期となっていた令和２

年度の受賞記念発表会と同時開催です。 

○問い合わせ先 

国土交通省 総合政策局 公共事業企画調整課 武田、神野 

TEL 03-5253-8111（内線 24563、24535）、03-5253-8912（直通） FAX 03-5253-1551 

同時発表：北海道開発局、各地方整備局 



＜一般部門：１２件＞

地域活動団体
社会資本
管理団体

1 北海道 利尻町
”資源蘇生”未利用資源を活かした地域づくり
～海藻アートの独自文化と子どもたちへの継承～

NPO法人利尻ふる里・島づくりセンター －

2 長野県 安曇野市
絶滅危惧種の地域への拡大を目指して
～オオルリシジミを市民の手で郷土に復活～

岩原の自然と文化を守り育てる会 －

3 静岡県 川根本町 接岨湖(長島ダム湖)で町を元気に! 一般社団法人　エコティかわね　 －

4 長野県 飯田市
天竜川総合学習館発「川に親しむ河童人づくり」
～水辺空間を多様な体験学習に活用～

天竜川総合学習館　かわらんべ
中部地方整備局

天竜川上流河川事務所

5 京都府 亀岡市
京都・亀岡
～保津川のプラごみをなくそう～

川と海つながり共創プロジェクト －

6 京都府 向日市
「竹の径」に倣え「籔の径」景観づくり
～市民による手づくり郷土ランドスケープ～

籔の傍 －

7 兵庫県 姫路市
姫路城中曲輪バタフライガーデン創造事業
～SDGｓの理念の実現と学校を核とした郷土づくり～

白鷺学校運営協議会 －

8 島根県 邑南町 三江線鉄道公園
～鉄道遺産を活かした「まちづくり」・「インフラツーリズム」の取組～

特定非営利活動法人　江の川鐵道 邑南町

9 佐賀県 伊万里市
水辺施設「ウォーターフロントこまなき」
～自然との共生と利活用～

駒鳴集落を守る会 －

10 佐賀県 鹿島市
森里川海干潟をつなぐまちづくり
～有明海再生に向けて～

鹿島市ラムサール条約推進協議会 鹿島市

11 長崎県 雲仙市 ジャカランダで子供達が誇れるふるさとづくり 小浜温泉５７ －

12 熊本県 南阿蘇村
南阿蘇・立野ダムインフラツーリズムの実践
～地元密着・自立運営型での商品開発と運営～

一般社団法人みなみあそ観光局 －

＜大賞部門：１件＞

地域活動団体
社会資本
管理団体

1 北海道 美幌町
手づくり魚道の完成が出発点！
～SDGs時代の川との付き合い方～

駒生川に魚道をつくる会 －

応募者
No

都道
府県

市区町村 応募案件名

令和３年度　手づくり郷土賞　選定結果

No
都道
府県

市区町村 応募案件名
応募者

資料１



令和３年度手づくり郷土賞【一般部門】 選定案件概要（全１２件）

Ｎｏ．7 （兵庫県・姫路市）
姫路城中曲輪バタフライガーデン創造事業
～SDGｓの理念の実現と学校を核とした郷土づくり～

＜活動内容＞
都市開発で地域に新たな住民が増加し、世代間の交流・地域リーダー
の育成・新しい地域文化構築が必要であった中、ジャコウアゲハが飛
び交った400年前の城下の再現を目標に、小学生がつなぎ役となり、
蜜源植物の苗作り・移植活動を新旧住民で構成する地域ボランティア
と協力して実施。当地域は国の特別史跡姫路城跡を含む都市公園に
指定され、一般的なビオトープが設置できない制約がある中、公園内
の「しらさぎの小径」に隣接した学校敷地や姫路公園を含む中曲輪地
域を中心に周辺施設と協力し、設置場所を拡大するなど、地域の連携
向上・魅力向上に努めている。

＜地域活動団体＞
白鷺学校運営協議会

＜活動内容＞
平成30年に廃線となったＪＲ三江線。存続を目指して活動してきた9団
体の代表が、「廃線になっても地域がなくなるわけではない」と平成30
年に「江の川鐵道」を発足。邑南町がJRから譲渡を受けた鉄道施設を
維持管理しながら、鉄道遺産を活かしたまちづくりに取り組んでおり、ト
ロッコ列車の運行や5000人超の来場があるイルミネーションイベント
（令和2年YouTube番組の再生回数2500回）を開催するなど賑わいを
創出。「天空の駅」の異名を持つ宇津井駅を始め貴重な鉄道遺産はイ
ンフラツーリズムとしても好評。

＜地域活動団体＞
特定非営利活動法人 江の川鐵道

Ｎｏ．8 （島根県・邑南町）
三江線鉄道公園
～鉄道遺産を活かした「まちづくり」・「インフラツーリズム」の取組～

Ｎｏ．9 （佐賀県・伊万里市）
水辺施設「ウォーターフロントこまなき」
～自然との共生と利活用～

＜活動内容＞
駒鳴付近で大きく蛇行している松浦川は、捷水路が平成16年度に完
成。「自然との共生」をモットーに旧河川の自然環境保護及び利活用を
図るため、地元住民で「駒鳴集落を守る会」を立ち上げ。「ウォーターフ
ロントこまなき」は、かわまちづくり事業として整備され、平成28年5月
に完成し、水辺とふれあえる場の整備から、「環境学習」「自然体験活
動」「地域住民による美化活動」等を実施することにより住民の郷土理
解を更に深め、少子高齢化が進んでいる駒鳴地区のまちおこし・活性
化を目指し活動を行っている。

＜地域活動団体＞
駒鳴集落を守る会

＜活動内容＞
平成27年5月に「肥前鹿島干潟」がラムサール条約登録湿地となり、
干潟を支えている鹿島市の自然保全、啓発、利活用を図る目的で活動
しており、環境教育（市内全小学校でプログラム化し、野鳥観察では干
潟案内人が説明）を実施し、海岸堤防を活用した健康づくり〔肥前鹿島
干潟リレーマラソン大会（約1,000人参加）、スポーツゴミ拾い大会
（150人参加）〕など鹿島市の自然に対する清掃活動や自然景観の向
上、子供たちへの環境教育など、自由で多様な市民活動を年間を通じ
て他団体とともに行っている。

＜地域活動団体＞
鹿島市ラムサール条約推進協議会

Ｎｏ．10 （佐賀県・鹿島市）
森里川海干潟をつなぐまちづくり
～有明海再生に向けて～

Ｎｏ．11 （長崎県・雲仙市）

ジャカランダで子供達が誇れるふるさとづくり

＜活動内容＞
平成18年より「小浜温泉57」を立ち上げ、国道57号を含む小浜温泉街
周辺において道路環境美化活動を開始。ジャカランダを活かした地域
活性化の活動として、「ジャカランダ通り」の街路樹にジャカランダを平
成21年より植樹し管理。現在では約500本のジャカランダが育っており、
花が咲く6月のジャカランダフェスタに約1万人がジャカランダを目当て
に訪れる。また、地元小学校の児童に種から苗を育てる体験を行い、
卒業記念植樹でジャカランダを植え、故郷には自慢できるものがあると
思ってもらうように活動。

＜地域活動団体＞
小浜温泉５７

＜活動内容＞
2019年より地域住民から「立野ダムガイド」の研修・育成を実施し11名
を認定。立野ダムガイドと一緒にJTBやクラブツーリズムなどと連携し
たツアー商品を開発している。教育旅行の一環として立野ダムと熊本
地震震災遺構から地震と水災害への防災を学ぶツアープログラムを
実施しており、これまでに15回以上（累計1,000名）の企画・ツアー催行
を実施。その他、立野ダムのPRを行うためのリーフレットの作成・配布
を行い、立野ダムの意義を学んでもらうための「白川・阿蘇・立野スタン
プラリー」なども行っている。

＜地域活動団体＞
一般社団法人みなみあそ観光局

Ｎｏ．12 （熊本県・南阿蘇村）
南阿蘇・立野ダムインフラツーリズムの実践
～地元密着・自立運営型での商品開発と運営～

小学生が地域ボランティアと一緒
にプランターづくり

小学生が地域ボランティアと道路
沿いにプランターを設置

鉄道遺産を活用したイルミネーション
イベント（ＩＮＡＫＡイルミ）宇都井駅でのトロッコ運行

環境学習
「ふるさとのみずべあそぼう！」

「ふるさとのみずべあそぼう！」
カヌー・サップ体験 環境教育プログラム 干潟体験 スポGOMI大会（開会式）

ジャカランダを卒業記念植樹 ジャカランダフェスタの観光客 立野ダムガイド現地研修 地元住民との交流付きダムツアー





 

 

１２月定例記者会見チラシ類 
 

 

 

 

 

令和３年度第４回えいぶる事業 

１．映画「ゆうやけ子どもクラブ！」鹿島上映会 
 
 
 
 

鹿島市民図書館事業 

２．としょかん福袋 

   
 

 

 

 

３．（一財）鹿島市民立生涯学習・文化振興財団と 
  （一財）田澤記念館の合併契約調印式について 
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本件に関する問合せ先

所属

氏名

TEL

FAX

Mail

令和3年12月3日

日　時　　　令和３年１２月１８日（土）　１０：００～
会　場　　　鹿島市大字高津原４３４番地　「田澤記念館」

　（一財）田澤記念館は、故田澤義鋪先生の偉大なる生涯とその信条を
社会教育及び青年団運動に生かし教育文化の向上並びに地域社会の
充実発展に寄与することを目的に昭和５７年に設立されました。
　しかしながら、時代の移り変わりとともに運営資金の調達が難しくなっ
ていくなかで、理事、評議員の高齢化も進み、記念館の閉館を余儀なくさ
れました。

　（一財）鹿島市民立生涯学習・文化振興財団は、鹿島市生涯学習セン
ター・エイブル及び鹿島市民図書館について、施設管理と事業実施に関
する指定管理を鹿島市から受託しています。地域に根ざした生涯学習・
社会教育を推進する団体で、エイブル倶楽部（生涯学習を行う会員制の
組織）や図書館事業において、田澤精神の紹介、学びと継承を行ってき
ました。

　将来にわたり、安定的に田澤義鋪記念館の事業継続を推進するため
に、両財団と鹿島市が協議を重ね、令和４年度から（一財）鹿島市民立
生涯学習・文化振興財団が、田澤記念館の運営を担う事になり、上記日
程・会場で調印式を行う事になりました。

（一財）鹿島市民立生涯学習・文化振興財団
　　　　　　　　　　　　　　　　　（エイブル）事務局

（一財）鹿島市民立生涯学習・文化振興財団

（一財）田澤記念館
Ｐｒｅｓｓ　ｒｅｌｅａｓｅ

担当

報道資料

報道機関　各位

件　　名

概　　要

説　　明

　　（一財）鹿島市民立生涯学習・文化振興財団と（一財）田澤記念館の
　　合併契約調印式について

　

　 （一財）鹿島市民立生涯学習・文化振興財団と（一財）田澤記念館は「田澤義鋪

　　顕彰事業」を推進するために、法人間の合併契約を締結することになり、下記

　　の通り、合併契約調印式を執り行います。

 able1@po.asunet.ne.jp

別添資料

 (一財）鹿島市民立生涯学習・文化振興財団

 事務局長　藤井　美佳

 ０９５４-６３－２１３８

 ０９５４-６３－３４２４

あり なし
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