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霧島リノベーションまちづくり戦略会議2020

01
有村 健弘

（Takehiro Arimura）
霧島をLIVEさせよう！

戦略に基づくプロジェクト













04 戦略に基づくプロジェクト
霧島を育てる
成長戦略と
プロジェクト

01 Obama Village

隼人町小浜

中期～長期

ロケーションの良い小浜で、古民家の活用や新しい中山間
地域の在り方を一緒に考えていきたい

隼人町小浜地区にて事務所、店舗等の複合
施設を新築し、テナントとして提供したり、
チャレンジショップとしてこれから新しくビ
ジネスを始める人への応援を行う。

また近くに民泊や賃貸住宅も新たに設ける
ことで「働く場所」「住む場所」「遊ぶ場
所」を徒歩圏内で実現させる新しいライフス
タイルを提案していく。

中山間地域のエリアリノベーションを実現す
ることで、地方創生の新たなモデルケースを
作り出したい。
自分たちが魅力的なエリアを作ることで地元
を離れた若者が希望を持って帰ってきたり、
新しく移住や起業を志す人を増やして街づく
りに貢献していきたい。

株式会社Obama Village 有村 健弘さん



霧島リノベーションまちづくり戦略会議2020

02
大西 正将

（Tadasuke Onishi）

戦略に基づくプロジェクト

霧島をLIVEさせよう！











04 戦略に基づくプロジェクト
霧島を育てる
成長戦略と
プロジェクト

02 MANABUN Programming School

市内全域

初期～中期

子ども向けのプログラミング教室をしながら、ＩＴで働く
人達が育つ土壌をつくりたい

小中学生の子供や、高校～大学生のプログ
ラミングを仕事の選択肢に含んでいる人に向
けてのプログラミングスクールを開催しま
す。プログラミングが仕事の選択肢に入るこ
とはもちろん、プログラミングを通じて学べ
るロジカルシンキングや問題解決のプロセ
ス、ものづくりの発想力は人生の幅を広げま
す。

日本全体でIT業が盛り上がっている傾向
に対して、遅れを感じる霧島で底上げを
し、より自由に、豊かに生きることがで
きる人を霧島に増やしたい。

株式会社CONAWORKS 大西 正将さん



霧島リノベーションまちづくり戦略会議2020

03
奥野 貴大

（Takahiro Okuno）
霧島をLIVEさせよう！

戦略に基づくプロジェクト











04 戦略に基づくプロジェクト
霧島を育てる
成長戦略と
プロジェクト

03 BASE CAMP PROJECT

牧園町

初期～中期

アウトドアも楽しめる珈琲店を通して、霧島の豊かな自然
と人をつなげたい

アウトドアと防災の要素を含んだカフェを
開き、珈琲をツールにアウトドアアクティビ
ティの楽しさを伝え、霧島の魅力を発信して
いく。

霧島の自然が好きでいつか住みたいと
思って移住しました。まだまだ表に出て
いないポテンシャルがあると思うので、
BASE CAMPを拠点に霧島の自然と人々を
繋ぎ、ワクワクする空間をつくりたい。

BACK FIELD COFFEE 奥野 貴大さん



霧島リノベーションまちづくり戦略会議2020

04
白水 梨恵

（Rie Shiramizu）

戦略に基づくプロジェクト

霧島をLIVEさせよう！











04 戦略に基づくプロジェクト
霧島を育てる
成長戦略と
プロジェクト

04 横川からはじまる霧島の新しい楽しみ方

横川町

初期～中期

空き家再生第一号として街の風景を変え、横川の情報を発
信するメディアとして機能していきたい

私自身の拠点である横川町を中心に、霧島
が持つたくさんの地域資源（特に未だ観光に
活用されていないもの）を再発掘し、誰もが
楽しめる形に編集し、霧島の新しい魅力とし
て売り出していく。

霧島＝温泉というイメージが強く、その
他の地域資源がうもれてしまっている現
状がある。神話や自然環境、文化、産業
遺産、鉄道、キャンプやカヌーなどのア
ウトドア・レジャーなど、定番観光以外
の見どころ、楽しみ方を提案したい。

一般社団法人横川kito 白水 梨恵さん



霧島リノベーションまちづくり戦略会議2020

05
徳永 功一郎

（Koichiro Tokunaga）

戦略に基づくプロジェクト

霧島をLIVEさせよう！











04 戦略に基づくプロジェクト
霧島を育てる
成長戦略と
プロジェクト

05 1市6町で繋がる合同イベント

市内全域

初期～中期

特別な人だけではなく誰とでも繋がれて、霧島って人が温
かいねって感じることができる街にしたい

自然や建物の活用の仕方を多くの人と模索
しながら、霧島の面白い所を発掘していきた
い。そして1市6町それぞれの色んな場所を活
用する合同イベントを一緒に開催します。

1市6町それぞれの街が主体的に開催する
事で、まずは身近な周りのヒトの繋が
り、周りに在るモノ（自然、特色、文
化、歴史など）の素晴らしさを改めて感
じるきっかけとなればと思います。
それを一緒に開催することで、霧島市全
体の繋がりを深めていきたい。

タグズハウス株式会社 徳永 功一郎さん



霧島リノベーションまちづくり戦略会議2020

06
日永田 剛

（Tsuyoshi Hieida）

戦略に基づくプロジェクト

霧島をLIVEさせよう！









04

112

戦略に基づくプロジェクト
霧島を育てる
成長戦略と
プロジェクト

06 co minka.

市内全域

中期～長期

みんなが利用できて持続可能でクリエイティブな場所
「Co-minka.（公民館×古民家）」をつくりたい

空き家や古材を活用して大人も子どもも楽
しめる空間を作る。民泊と共用スペースの提
供します。

霧島って何かおもしろそう！ということ
を発信することで市外の人にたくさん興
味を持ってもらい、面白い人たちを呼び
込みたい。大人ももちろん楽しむが、子
どもたちの世代のためにもわくわくする
ような環境を作りたい。

日永田 剛さん



霧島リノベーションまちづくり戦略会議2020

07
増田 泰博

（Yasuhiro Masuda）

戦略に基づくプロジェクト

霧島をLIVEさせよう！
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戦略に基づくプロジェクト
霧島を育てる
成長戦略と
プロジェクト

07 good place

霧島町

初期

山も海もつながっているという認識が生活の中に意識でき
るようなまちにしていきたい

マルマメン工房として農業をしながら山間
部の小さいコミュニテイを回しつつ、学びや
食、文化を発信する場所をつくります。

農業を通じて今の景色や環境を守りつ
つ、世代を超えたつながりや市街地と中
山間地域とのつながりも考えていきた
い。唯一無二の場所とし、これからの農
業風景を残し紡ぎ、立ち寄りたい場所に
したい。

マルマメン工房 増田 泰博さん



霧島リノベーションまちづくり戦略会議2020

08
松本 一孝

（Kazutaka Matsumoto）

戦略に基づくプロジェクト

霧島をLIVEさせよう！









04 戦略に基づくプロジェクト
霧島を育てる
成長戦略と
プロジェクト

08 3rd CO-WORKING SPACE <plus>

国分

初期～中期

クリエイターの育成や新しいコミュニテイづくりを通し
て、ローカルを面白くしていきたい

インキュベート施設×クリエイターのマッチ
ング施設を国分の中心市街地につくります。

併設した飲食ブースでは昼間はカフェ、夜
間はバーと、ビジネスの会話が弾む空間を提
供します。

今まで培ってきたマーケティングを活か
したディレクション力とマネジメント力
を活かして、クリエイターの育成を行
い、「街を面白くする事業×クリエイター
の技術」で、街の面白さを最大化させま
す。

株式会社PBOOKMARK 松本 一孝さん
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戦略に基づくプロジェクト
霧島を育てる
成長戦略と
プロジェクト

MANABUN Programming School

1市6町で繋がる合同イベント

co minka.

3rd CO-WORKING SPACE <plus>

霧島リノベーションまちづくり実行協議会

good place

BASE CAMP PROJECT

横川からはじまる霧島の新しい楽しみ方

Obama Village

新しい暮らしが実現できる街に！～Local Mind～

クリエイティブ人材が集まる街に！～Interactive Mind～

新たな一歩を踏み出せる街に！～Venture Mind～

アートや音楽があふれる街に！～Enrich your Mind～

L
I
V
E

４つの成長戦略と９つのプロジェクト
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05 実現に必要不可欠な登場人物役割と
推進体制

不動産
オーナー

自らの敷地だけでなくエリアの価値向
上を目指すため、廉価な賃料で物件を
提供するオーナー

家守会社
まちづくり会社

事業性と公共性のある公民連携事業によ
り、まちをコーデイネートしながらまち
に再投資する会社

ビジネスオーナー
（事業者市民）

地域資源を活かし、まちに既存エリア
の機能に不足するコンテンツを小さく
生み出す市民

金融機関

霧島市

庁内横断による官民分け隔てないフラッ
トな場づくりや人材育成、ビジネス展開
しやすい環境を整備

霧島
リノベーション
まちづくり
実行協議会

リノベーションまちづくりの推進主体
であり、創業人材の育成や公民連携の
取組を促す公民連携組織

行政と連携し、ビジネスオーナーのス
タートアップ時における資金調達をス
ムーズに行う



05 登場人物の役割役割と
推進体制

家守会社
まちづくり会社

ビジネスオーナー
（事業者市民）

サブリースマスターリース

家賃 家賃

不動産
オーナー

返済

融資 融資
行政と連携した

創業支援

返済

金融機関霧島市

連携

物件
提供

啓発
依頼

育成
手続緩和

民間の遊休不動産の場合



05 登場人物の役割役割と
推進体制

リノベーション
まちづくり
実行協議会

ビジネスオーナー
（事業者市民）許可

申請
占用・使用料

使用料許可

ビジネスオーナー
（事業者市民）

許可

使用料

ビジネスオーナー
（事業者市民）

許可

使用料

公共空間（道路や広場等）の場合

霧島市
（行政）



05 スケジュール役割と
推進体制

年度
令和２年度

(2020)
令和３年度

(2021)
令和４年度

(2022)
令和５年度

(2023)
令和６年度

(2024)

民
間

公
民
連
携

行
政

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
策
定

戦
略
会
議

●国分 ●国分・隼人 ●隼人 ●隼人ＲＳ等の開催

創業機運醸成事業

起業家教育促進事業

家守育成事業

実
行
協
議
会
設
立

道路活用社会実験 公共空間の運営

屋台スタンド貸出事業の実施

空き店舗活用促進

戦略的プロモーション

戦略に基づく強力なコンテンツの創出

戦略会議へ参加 家守等まちづくり会社の設立

リノベーションスクール（RS）等への参加



霧島リノベーションまちづくり戦略会議2020

休憩
（5分間）

霧島をLIVEさせよう！



霧島リノベーションまちづくり戦略会議2020

委員トークセッション

霧島をLIVEさせよう！

ファシリテーター

須部 貴之（すべ たかゆき）氏

第2部



戦略会議に参加してみて、

気づいたことは？

生まれたものは？

自分に変化の兆しは？



霧島の課題はなんだろう？



霧島の役割分担について、

もっとこうだったらいいのに。。。

・民間（商店街、自治会、隣組・・・）

・行政

・教育機関

・etc…



リノベーションまちづくりから、

霧島における未来の可能性は？

どんなことに期待してる？

どんなことをしたい？



みなさんからのご質問



新しく参加する仲間へ

メッセージ



霧島リノベーションまちづくり戦略会議2020

クロージングアクト

霧島をLIVEさせよう！

須部 貴之（すべ たかゆき）氏
株式会社KISYABAREE代表取締役

騎射場のきさき市代表





委員のみなさん、

霧島市役所のみなさん、

サポートいただいた

みなさん、

半年間本当に

おつかれさまでした！



一年前、誰がこの状況を予想できたか？

戦略会議を開催できたことに意味がある！



これまでのやり方は通用しない前例のない時代

つくる時代からつかう時代へ



空き空間だらけのまちは

ポテンシャルだらけ



住み暮らす人が豊かになるためには？



04
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SW OTから ４ つの戦略を描く
霧島を 育て る
成長戦略と
プ ロ ジ ェ ク ト

新しい暮らしが実現できる街に！
～Local Mind!!～
都市と自然が共存している霧島は他の市町村と比べ
ても比較的優位であり、「住みよい場所」×「遊べ
る場所」がセットになっていることを最大限に生か
し、霧島でしか味わえないローカル暮らしを実践し、
魅力的に感じる若い人（特に人口減少が著しい20代
から30代）から選ばれる、憧れが生まれるまちにす
る。

アート や音楽があふれる街に！
～Enrich your Mind!!～
子育て世代も楽しめる音楽やアートなどのイベントを
通して、クリエイティブなコンテンツと触れる機会を
創出することで、子育てしやすい場所だけでなく、+α
の子ども達の感性が豊かに育つまちにする。

新たな一歩を踏み出せる街に！
～Venture Mind!!～
ローカルの価値を再認識し、遊休化した不動産を活か
しながら地域の新しい魅力やコミュニテイを創出・発
信するなど若い世代の人材の発掘・育成を強化し、新
たな挑戦が溢 れるまちにする。

クリ エイティ ブ人材が集まる街に！
～I nteractive Mind!!～
遊休不動産を活用したサテライトオフィスやコワーキ
ングスペースなどを手掛けるIT企業等を誘致し、クリ
エイティブ人材が霧島に集まる拠点をつくるなど、世
代や属性を超えた出会いから対話が生まれるまちにす
る。

４ つの成長戦略の位置付け
行政によるリノベーションスクール等の事業展開や民間による新たなファンを取り込むプロジェ

クトの方向性については、下記の４つの戦略を意識し、注力する。

マチの日常を豊かにするためには？



05 登場人物の役割役割と
推進体制

家守会社
まちづく り会社

ビジネスオーナー
（ 事業者市民）

サブリースマスターリース

家賃 家賃

不動産
オーナー

返済

融資 融資
行政と連携した
創業支援

返済

金融機関霧島市

連携

物件
提供

啓発
依頼

育成
手続緩和

民間の遊休不動産の場合

これからは、民間と行政が一体となり

役割分担をしてまちを動かす



04 戦略に基づく プロ ジェ ク ト
霧島を 育て る
成長戦略と
プ ロ ジ ェ ク ト

05 1市6町で繋がる合同イベント

市内全域

初期～中期

特別な人だけではなく誰とでも繋がれて、霧島って人が温
かいねって感じることができる街にしたい

自然や建物の活用の仕方を多くの人と模索
しながら、霧島の面白い所を発掘していきた
い。そして1市6町それぞれの色んな場所を活
用する合同イベントを一緒に開催します。

1市6町それぞれの街が主体的に開催する
事で、まずは身近な周りのヒトの繋が
り、周りに在るモノ（自然、特色、文
化、歴史など）の素晴らしさを改めて感
じるきっかけとなればと思います。
それを一緒に開催することで、霧島市全
体の繋がりを深めていきたい。

タグズハウス株式会社 徳永 功一郎さん

未来のまちを楽しくするこどもを増やしたい



霧島ではじまる、

リノベーションまちづくり

「こんな暮らしがしたい」

「いつか帰ってチャレンジしたい」

「そのために私たちができることは何だろうか？」

「どんなサポートが必要だろうか？」



２０１５

２０１７

２０１８

２０２１

NEXT

２０２１〜

すでに仲間は鹿児島にあり！

行動あるのみ！





※用紙でもご用意しています

アンケート回答フォーム（QRコード）

霧島リノベーションまちづくり戦略会議2020

事務局からのご案内

霧島をLIVEさせよう！



写真撮影
※スクリーンの位置にお集まりください

霧島リノベーションまちづくり戦略会議2020

事務局からのご案内

霧島をLIVEさせよう！


