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取り組みを進めるための体制

食・販売拠点プロジェクト

漁村・交流拠点プロジェクト

島の美化プロジェクト
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相島区

婦人会

老人クラブ

若潮の会

相島DW

学校運営協議会

地域おこし協力隊

新宮町

漁協

参画

「相島を元気にする28の取り組み」は、下記の体制図を念頭に進めていきま
す。
島内・外の各団体などが参画する「相島活性化協議会」での協議を継続的に
行います。
島民や島内でできることは各団体などが連携して実行します。さらに、島内
だけではできないモノについては外部の企業や団体・人材などとの連携や時に
委託などを行い、進めていきます。
協議会の参加者が１０名に伝言すると島民全員に行き渡ります。協議会への
参加者は各団体などの代表として、積極的に意見をし、決まった内容などを、
伝えていきます。
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取り組みを詳細に検討

島の観光プロジェクト

実行

必要により依頼、委託
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取り組みを進めるための工程表
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① いけま売りイベントの開催と拡大

② 新宮相島漁協購買店のリニューアル

③ 相島商品の製造と販売

④ 相島郷土料理の提供についての検討

⑤ 新宮漁港の整備についての検討

⑥ 漁師塾の運営についての検討
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① 漁村留学の受入実施

② 相島版空き家バンクの創設

③ 移住支援体制の構築

④ 空き家を活用した宿泊・滞在施設の開設

⑤ 相島ルールブックの作成

⑥ 民泊・民宿開設の検討

⑦ 海上タクシー運航の検討

⑧ 渡船運航等の見直し検討

⑨ 小学校・中学校分校のあり方検討
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定期開催／外部への販売・流通

継続販売／新商品の開発

協議会（検討会議）にて順次検討し実施

協議会（検討会議）にて順次検討し実施

通学型の受け入れ開始／改善／合宿型の検討

空き家バンクの運営／最新情報への更新

支援策の検討・実施

設計 工事検討

作成検討

設計 工事検討



取り組みを進めるための工程表
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① 島民の美化に対する意識改革

② 漂着ごみと漁業廃棄物の処理方法の確立

③ 廃漁具を活用したハンドメイドの実施

④ 来島者のごみ持ち帰りルールの検討

⑤ 廃車を活用した倉庫の撤去検討

⑥ 飼い主のいない猫との関わり方の検討

⑦ 休憩所・ベンチ等設置の検討

⑧ 漁協周辺のアスファルト化検討
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① 島外者と協働した仕組みの検討

② 漁船クルージング定期実施の検討

③ スポーツ・レクレーションイベントの検討

④ 観光整備と情報発信の検討

⑤ 観光向けの海の施設についての検討
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協議会（検討会議）にて順次検討し実施

協議会（検討会議）にて順次検討し実施

継続的に実施／灰皿の定期清掃

処理方法の検討・実施

実施者と順次拡大／販売
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取り組みを進めるためにできること

島民ができること

島外者ができること

①自分ゴトとして問題意識を持つ
②協議会や集まりなどで積極的に意見を出す
③他人の意見や参考例を柔軟に受け入れる
④頭を悩ませ、課題解決の方法を考え抜く
⑤自らできることは、「まず実行」してみる
⑥まず、島民・島内でできる方法を考える
⑦一人でできないことは、多くの人を巻き込む
⑧外部の力を借りる時は礼を尽くし、批判しない
⑨新たな取り組みを歓迎する！批判しない
⑩新たに住民が増える場合は、温かく受け入れる
⑪諦めない！結果が見えるまでやり抜く
⑫効果がないと判断したコトは、スパッと辞める

①相島を好きになる
②時間があるときには相島に遊びに行く
③相島の取り組みを応援する
④自分にできることを考える
⑤自分にできることをやってみる
⑥住みたくなったら相島に住んでみる
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検討履歴

巻末資料

開催日 名 称
２０１６年７月９日 区・漁協幹部との協議
２０１６年９月１５日 相島区まちづくり検討会議
２０１６年１０月２０日 相島区まちづくり検討会議
２０１６年１１月１５日 相島区まちづくり検討会議
２０１７年２月１日 相島区まちづくり検討会議
２０１７年３月１日 参画団体代表者会議
■以降、２０１７年度の取り組みへ

２０１７年４月２０日 相島区まちづくり検討会議
２０１７年５月２３日 食・販売拠点プロジェクト部会
２０１７年５月２６日 漁村・交流拠点プロジェクト部会

２０１７年６月１５日

相島区まちづくり検討会議（協議会設立総会）
島の美化プロジェクト部会
漁村・交流拠点プロジェクト部会
食・販売拠点プロジェクト部会

■以降、協議会への組織化に伴い名称等一部変更

２０１７年７月１０日
漁村・交流拠点プロジェクト部会
食・販売拠点プロジェクト部会

２０１７年７月３１日 漁村・交流拠点プロジェクト部会

２０１７年８月１７日

検討会議（全体会議）
島の美化プロジェクト部会
漁村・交流拠点プロジェクト部会
食・販売拠点プロジェクト部会

２０１７年９月２１日

検討会議（全体会議）
島の美化プロジェクト部会
漁村・交流拠点プロジェクト部会
食・販売拠点プロジェクト部会

２０１７年１０月１０日 漁村・交流拠点プロジェクト部会

２０１７年１０月２０日～２１日 漁村・交流拠点プロジェクト部会
（漁村留学モニター実施）

２０１７年１０月２４日 検討会議（全体会議）
２０１７年１１月１４日 漁村・交流拠点プロジェクト部会
２０１７年１１月２１日 検討会議（全体会議）
２０１７年１２月２１日 検討会議（全体会議）
２０１８年１月２５日 検討会議（全体会議）
２０１８年３月２６日 検討会議（全体会議）／協議会総会
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検討メンバー
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氏名 所属等 役職
山田 正憲 区役員 区長
篠﨑 孝之 区役員 副区長
篠崎 寿一 区役員 分館主事
篠﨑 良太 区役員 組長
稲光 敏江 婦人会 会長
三舩 真津子 婦人会 会計
三舩 直子 婦人会 役員
西野 裕子 婦人会 役員
篠﨑 真由美 婦人会 会員
稲光 由紀恵 婦人会 会員
花田 智子 婦人会 会員
稲光 俊行 老人クラブ 会長
西野 勝登 老人クラブ 副会長
井上 初代 老人クラブ 女性部長
井上 清 相島漁協 組合長
井上 博 相島漁協 役員
花田 和也 若潮の会 会長
樫村 真一 若潮の会 会員
篠﨑 有文 若潮の会 会員
小谷 功久 若潮の会 会員
三舩 清和 相島ドリームワークス 代表
三舩 史郎 相島ドリームワークス 会員
恵良 章治 学校運営協議会 相島小校長
佐藤 正男 学校運営協議会 新宮中相島分校副校長
井上 知哉 学校運営協議会 相島小教頭
花田 昭徳 学校運営協議会 PTA会長
稲光 加津志 学校運営協議会 PTA副会長
樫村 竜彦 学校運営協議会
土谷 章悟 地域おこし協力隊

氏名 所属等
福田 猛 副町長
道脇 繁 産業振興課
山髙 洋子 産業振興課
森 和也 学校教育課
藤 由香 環境課
山口 望美 健康福祉課
樫村 拓男 社会教育課
大賀 純治 政策経営課
松﨑 義宏 政策経営課
敷田 早紀 政策経営課

氏名 所属等
木本 紳一郎 おもてなし協会
宮路 幸裕 イデアパートナーズ㈱
西田 志伸 イデアパートナーズ㈱

相島区

新宮町 オブザーバー・コーディネーター
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島の小・中学生からの提案
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相島サミット (平成28年7月～平成29年2月 計４回)
～ 相島から愛の島へ 僕たち私たちが創る相島ドリカムプラン ～

第１回 「相島が元気になる」とは、どういうことか？

全島調査 ～島民の意識調査～

相島が元気になるって、人が増えて「にぎやか」にな
ることだと思う。
島に住む人が増えて、にぎやかになれば、昔のような
活気が出るだろうな。昔は、島に1000人以上住んでい
たからね。

私たちのグループでは、「島民が笑顔になること」という考えにな
りました。
子どもたち、お父さん、お母さん、高齢者の方々、みんなが笑顔
になるように、ふだんから、あいさつをしたり、イベントを増やし
たりすれば、島の人も元気になるし、島外からの観光客も増えて、
にぎやかになると思います。

【相島のよさ】「自然・環境・空気」「温かい人」「静かさ」
【相島の問題】「人口減」「少子高齢化」「不便」
【１０年後の相島】「人口増」「活気のある島」「現状維持」
【誰が、どんなことを】
「若い人（若潮・子供）」「一人一人が考え協力」「移住」「産業増」「船便増」
「全国にPR」「水族館」「道の駅」「子どもを集める施設」「催し」「遊具」

第２回 「相島を元気にする」には、何ができるか？

全島民が参加できるイベントをするというアイデアが出まし
た。特に子供が中心に参加できるイベントです。
飲食できる場所や子どもたちが気軽に遊べる（ふれあいパー

ク）のような場所をつくるアイデアも出ました。

今あるものでは、海中散策、親子キャンプ、花火大会、コン
サートなどができるかも。新しく作るなら、遊園地や高層ホテ
ル、相島タワー、海上レストランもいいね。
新宮と相島が橋でつながれば、すごいよ。
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マウンテン＆マリン リゾート地海の見える旅館 On the Sea 海上レストラン

ド
リ
カ
ム
プ
ラ
ン

第３回 相島ドリカムプランを実現するためには、どうすればよいか。

第４回 今後、それぞれの立場で、どんなことができるか。

若い人に来てもらうために、制限はあるけれど、海でフライ
ボードなど近代的なものを取り入れたり、山でＢＢＱなどの
体験教室を開いたりする。今、私たちにできることは、ごみ
拾いをプロジェクトにし、島をきれいにすることから始めた
いです。

島のＰＲをしていけば、【相島の魚のＰＲ】→【島内
で魚の販売】→【釣り堀】→【海上レストラン】という
ようなステップで、相島ドリカムプランが、将来、実現
できるのではないかという希望がもてました。

高校生になったら、島外で島のよさをＰＲしたり、春
フェスタや新宮劇場に帰ってきて手伝ったり、高校の友達
を呼んだりしたい。
中学生になったら、島ガイドで島の現状を伝えたり、ク

リーン作戦を継続し、島民や来島者へと広げたりしたい。
小学生は、挨拶やごみ拾いをいつでもできるようにし、

相島のよさをたくさんの人に感じてもらう。

海上レストランは、プロジェクションマッピングを使った
り、空が見えるところで、調理している様子が見せたりして、
相島の魅力をアピールしたい。レストランの大きさや協力者、
場所などが課題となります。





新宮町
相島を元気にする28の取り組み

相島活性化プラン
発行年月／2018年3月

〒811-0119 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜1丁目1番1号
企画：相島活性化協議会

協力：新宮町・イデアパートナーズ㈱


