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令和４年(2022 年) ３月 17 日 

総合政策部 地域創生推進課 

 

■開催日時・場所 

 令和４年３月 22 日（火）14 時～（２時間程度） サンライフ甲西 ２階大ホール 

 

■概要 

  本市では都市部の人材を積極的に誘致し、その定住・定着を促進すること、新たな市場や経

済を創出する起業家を育成すること等を目的として、平成 24 年度から総務省の「地域おこし協力

隊制度」を活用し、湖南市地域おこし協力隊事業を実施しています。平成29年度からは、隊員の

募集や選考支援業務、活動支援及びコーディネート業務を一般社団法人 Next Commons Lab に

委託して、令和３年度では９名の隊員が地域に溶け込みながら活動を展開しています。 

 

 
■退任式の目的 

 本年度、任期を満了する隊員から３年間の活動報告と、感謝の意を表して感謝状を贈呈しま

す。 

 
 

■問い合わせ 

担当課名：地域創生推進課 

担当者名：松下 

 

（直通）0748-71-2316   

（FAX）0748 -72-2000  

  

 

〒520-3288 滋賀県湖南市中央一丁目１番地 

湖南市役所 秘書広報課 

TEL 0748-71-2314  FAX 0748-72-1467 

 

 ＜3/22（火） 14 時～＞ 

「地域おこし協力隊退任式」を開催！ 

令和３年度任期満了の５人の事業成果を報告します！ 



編集者
コラム

自分たちではじめる「住みたいまち」づくり。
第１回「最初の変化は“なぜ”石部に集中したのか？」

起業家として着任した１人目の協力隊は「歴

史の残る空き家で宿とカフェをすること」が

プロジェクトでした。最 初 は 、市 内 にある不

動 産に問い 合わ せたり、空き家 管 理を生 業

にしていた先 輩 協 力 隊から情 報を得たりし

て、事業内容にぴったりな空き家を探してい

ました。ですが、それだけでは見つからず市

内を車や 徒歩で実際に見て回って空き家ら

しき家 が みつか れ ば 、隣 近 所に聞き込 みを

して持ち主を探して借りられないか交渉をし

て探していました。

根 気よく物 件を持っているオーナーに交 渉

する中で「取り壊し予定の倉庫だけど、それ

でもよけれ ば 改 修して使っていいよ」と言っ

てもらえる物件が石部に見つかりました。

ヨソから来た協 力 隊を信 用して物 件を借り

るには “ 信 頼を得るしかない ”と、後々、取り

壊されたとしても、改修して“丁寧に使ってい

る”ところを地域に見てもらおう。そうすれ ば

、貸してくれる人 がきっと見つかるは ずと考

えました。現在は石部で「心と身体を豊かに

する場所を目指した宿とカフェ　まるとしか

く」を運営している近藤さんを中心に倉庫を

DIYして、オープンな場にする取り組みが行

われました。

その年の愛宕まつりでは協力隊数名が倉庫

内 外を使って出 店 。タピオカドリンクは速 攻

で完 売 するなど地 域との交 流の場 所となっ

ていました。物件を紹介して欲しいと地域を

探し続けていた隊員に「貸してくれそうな物

件がある」と紹介して頂いたのが“石部の方

”でした。ということで、石 部での始まりは偶

然でした。

近くが 経っていました。次 に着 任した協 力

隊 は「BOOK＆CAFE」をオープンさせよ

うと物 件を探していたので「出 来 たら、石

部でオープンを」とひとつ目のお店 “ まると

しかく ” の周辺で探すことに。

ひとつ 目のはじまりからは、意 図 的に石 部

で物 件を探しました。何 故なら、広い 地 域

に点（お 店）が 一つだけより、一 定のエリ

アにお 店が、複数同時にオープンする（点

をつない で 線 にして、面 に する）ことで「

あそこらの お 店」と、エリア全 体 が 注 目さ

れ、目立ちやすくなるからです。

お 店をする協力隊がみんなで成功するには

力 を 合 わ せ ることが 大 事 でし た。（後 に

BOOK＆CAFÉ だけでなく、別の協力隊に

より私設公民館 mame Co- も石部にオープ

ンします。）

１年 以 上 探して、やっと見つけた場 所で、協

力隊が地域で継続的に商いを続けるために

協力隊同士で協力しながら”面”にしました。

ちなみに、地域要件というのをご存知でしょ

うか?お家だった建物でお店を開くには建物

が立っている土 地の要 件が決められていま

す。湖南市ではその土地のほとんどが“市街

化調整区域”というお店のできない土地なの

です。

その点でも、石 部は、元々が 宿 場 町というこ

ともあって“ お 店 が はじめられる地 域 要 件 ”

だったのも大きいです。

ヨソモノが何もないところから人の流れを作

るには「みんなで」「集まって」「どんどん」お

店をはじめる必要があったからでした。

また、石 部 地 域 の 方たちが 協 力 隊 の 暮らし

を受入れてくれたことも大きいです。

わたしは、角を曲がった向こうは全然違う街

並みで、その街並みに合う「暮らしのつくり

ご相談ください。

●お近所さんでマルシェしたい！
●空き家をみんなが集まる場所にしたい！
●自慢の料理を販売してみたい！

MAIL：mitsuda.ncl@gmail.com
TEL    ：080-5318-1247

制作 ： 西田  巧  nishidawork24@gmail.com

（一社）Next Commons Lab湖南

所長　みつだ みほ（元協力隊）

「チームで働くって楽しい」が仕事を動かす
。を使命に、新規事業創出や人材育成、チ
ームビルディングに取り組んでいます。チ
ームと共に働き、チームに貢献することを
通して幸せを感じるひとを増やすために出
来ることを発信し続けています。ライティン
グはまだまだ修行中。自身が感じる空気感
や感情を、そのまま、自分の言葉で届ける
ことを大事にしています。

やっと見つかった

ひとつの点

繋いで線にして、面を目指す

はじまりは

取り壊し予定の倉庫を

DIYしたこと

偶 然でしたが、石 部で、やっと始まったひ

とつ目のお店。１人目が着任してから１年

方 」は、街 並 みの数だけあると言ってもいい

ぐらい多様だと思っています。そして、その地

域に合った「暮らしのつくり方」は「自分の暮

らしは自分で作るんだ！」と動き出 せば 、きっ

と、見つけられると思っています。

難しく考えず、はじめや すい始め方を考えれ

ばイイと思います。

例えば「朝、美味しいお 豆腐を買える街がい

い 」と思えば 、お 家 の 軒 下 にお 豆 腐 の 移 動

販売に来てくれるお 店を探してみて、声をか

けてみてはどうでしょうか？
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サンライフ甲西 ２階 大ホール場所

卒隊発表会を行います 
2022 年度の卒隊は 5名。湖南市でどんな活動をしたか、これからどん
な未来を湖南市で描くのか、発表します。どなたでもご参加いただけ
ますので、ぜひ、ご参加ください。

NCL KONAN Journal

特別号 2022.2 月号

【現役】����.� 着任‐����.� 任期終了

えぐち久美子（えぐち くみこ）

湖南市の『東寺献上ごぼう』復刻プ
ロジェクトへの参加など、食を通し
て湖南市の魅力発信に貢献してい
ます。「店主が移動するごはんとお
やつ」として、コワーキングスペー
ス今プラスなど、市内施設でごはん
やおやつを提供しています。【イン
スタグラム：incolore_konan】

【退任】����.�� 着任‐����.�� 任期終了

近藤 桃子（こんどう ももこ）

未来のために、自然にも人にも
優しい暮らしのための叡智を届
けたい。話し手さんたちのエネ
ルギーをそのまま届けることに
こだわり、リアルな場での講座
を創りつづけています。【HP：
http://marutoshikaku.com/】

湖南市

【現役】����.� 着任‐����.� 任期終了

大野 健太（おおの けんた）

日常や普段の通り道、その動線の
延長線上にポジティブなイレギュ
ラーが起きる「たまり場」を作るた
め、個人宅の庭にキッチンカーで
スープの提供をしています。

【HP：https://linktr.ee/kenchan】

【退任】����.�� 着任‐����.�� 任期終了

中森 健（なかもり けん）

任期中に湖南市内に一般社団法人
を設立しました。アートプロジェク
トを通じて人やモノの交流を活性
化し、「高齢者」と「高齢猫」がパート
ナーとして心地よく暮らせる環境
づくりに取り組んでいます。

【HP：https://neconeputa.com/】

湖南市

【現役】����.� 着任‐����.� 任期終了

栗田安朗（くりた やすお）

湖南市を舞台にした漫画を発表し、
地域を活性化させる事業に取り組
んでいます。去年「４コマ漫画で読
む　湖南市の史跡と伝説」を発刊し
ました。発刊後に増刷するなど人気
になっています。【湖南市の史跡と
伝説で検索して下さい！】

湖南市

【退任】����.�� 着任‐����.�� 任期終了

釘田和加子（くぎた わかこ） 

湖南市の伝統野菜、弥平とうがらし
の加工品を製造する株式会社 fm 
craic の事業承継しました。ビリヤ
ニキットなど新商品の開発にも取
り組んでいます。

【HP：https://www.fmcraic.com/】

石部

【退任】����.� 着任‐����. � 任期終了

光田三穂（みつだ みほ）

地域おこし協力隊育成事業の母
体となる（一社）Next Commons 
Lab 湖南の所長を継続し、組織拡
大に取り組んでいます。他、市内
企業の人材育成や新規事業創出
に取り組んでいます。【HP：
https://buruno.work】

湖南市

【産休中】����.� 着任‐産休後再開

柴崎寛子（しばざきひろこ）

タピオカの原料となる『キャッサ
バ芋』を通じて、日本人と多国籍な
外国人コミュニティをつなぐこと
を目的として活動していました。
去年、第一子を出産し、産休中で
す。復帰後は湖南市内での活動を
継続予定です。【HP：
https://www.anokhi.design/】

湖南市

【退任】����.� 着任‐����.� 任期終了

長砂伸也（ながすな しんや）

任期中に石部に私設公民館
『mame Co-』をオープンしまし
た。任期後も同施設の運営を中心
に湖南市内での事業を継続して
います。【HP：
https://mame-co.com/】

【退任】����.�� 着任‐����.� 任期終了

近藤 洋平（こんどう ようへい）

任期中に、アートと泊まれる宿兼カ
フェ「まるとしかく」を石部にオー
プンしました。退任後も宿を運営し
ながら、湖南市内外で展覧会や作品
販売をしています。

【HP：http://marutoshikaku.com/】

【現役】����.� 着任‐����.� 任期終了

柴崎 友佑（しばざきゆうすけ）

石部の古民家を DIY し、
『DONGREE BOOKS &STORY 
CAFE』を運営しています。昨年メ
ニューに加えられたオリジナルパ
フェ『ゆっくり読書をしながら楽
しめるパフェ』が人気です。【HP：
https://www.dongree.work/】

石部

石部

石部 石部

湖南市



ちびちびNCL湖南メンバーに新しいメンバーが加わりました！

石部　 ｍ ame Co-（マメコー）
に健好肉饅がやってきた！ 

「頑張るひとたちを応援したい」という協力隊の江

ぐちさんの想いからはじまった健好肉饅。予約だ

けで完 売してしまう、人 気 ぶり。お 肉たっぷり、野

菜たっぷり、皮から丁寧に作った肉饅をぜひご賞

味ください。 

休日前のホッとする夜に”ほかほか肉まん”で、頑

張った心も体もおもいっきりほぐして欲しいです。 

店 頭には 国 内 外 のクラフトビール 、ノンアルビー

ルも用意しています。お 楽しみはそれだけではな

く、店頭では、テーマソング「健好肉饅ポンポポー

ン」が聞けるようです。思わ ず耳に残るリズムと歌

詞にみんなが笑顔になります。 

ぜひ、一度、マメコーにお越しください。 

江鬮 久美子（えぐち くみこ）

湖南市の協力隊とし2019.09.12

に着任。現在も協力隊として活動

を続けています。

こちらでご購入いただけます。 
HP：https://mame-co.com/

地域の人が集える【たまり場】になる
滞在型キッチンカー

個人宅さんの軒先や 駐車場で出店し近隣の方

々が 会える機 会を作り、ご近 所さんや お 知り合

いを集めてコミュニティを醸成していく。住宅街

にポジティブなイレギュラーが起きる「たまり場

」を作りたい、次の日からは挨拶しあえる関係を

つくる。けんちゃんのキッチンカーがたまり場を

つくった場 所からは「 近くにこんな人 住 んでた

んだ！」「存在は知ってたけど話したことなかっ

協力隊として2020年７月１日に着

任。現在、２年目。DIYした滞在型

キッチンカーをつかった、スープで

つながるまちのたまり場づくり。

た！」「 実 は知り合いが 繋 がってた！」そんな声

が聞こえるように。「 今日は、けんちゃんが来る

日だから晩御飯はけんちゃんのスープにしよう

！」いつも頑張ってごはんを作っているお母さん

も、その日はけんちゃんに任 せて、空いた時間

を家 族 、お 隣さんとかと「 最 近 、どう？」って、け

んちゃんのスープを挟んで対話してみて下さい

。きっと、もっと“私のまち“になるはずです。

スープ×たまり場
大野 健太さん

LINEから連絡

●会社のお昼に「ホッと、一息」

   あたたかいスープを囲んで

   対話をしたい！

●私のご近所にも来てほしい！

お声がけ下さい！

MAIL : margalet.k1207@gmail.com

柴崎  倭吹希 くん 
隊員である柴崎寛子さ

んと柴崎祐介さんの長

男です。２０２１年の年

末に誕生しました。

協力隊と一緒に移住してきたひとりと１匹。

猫さんと大の仲良し兄弟です！

スープ×たまり場　大野健太さんの長男です。

先輩メンバー

大野  燈也 くん 
NCL湖南の設立当初からの

メンバーです。 

起業家の勉強会やそのほか

のイベントにも一緒に参加

して、しばしば笑いを

提供してくれて

います。 

先輩メンバー

近藤  空 ちゃん 

ご予約はインスタのDMで。
（https://www.instagram.com/
　kenkounikuman/）



最近はNHKの「おうみ発630」にびわこ放

送「オモロしが」とメディアへの露出が多い

湖 南 市 の 協 力 隊であり漫 画 家 のロビンや

すお（栗田 安朗）さん。 

難しい言葉で説明される史跡のことや地域

に伝わる伝説を、簡潔に分かりやすく、だじ

ゃれを交え、小 学 生でもなじみや す いもの

に。地元のことを知り、地元愛が深まるきっ

かけになればと、今回の出版となりました。 

漫画の力で湖南を世界に

湖南市の史跡と伝説を分かりやすく伝える

石部宿からスタートした

����年猫の祭典に向けた

アートプロジェクトが始動！

世界がより多様性・多文化を認める

平和な社会になることを目指して

イラスト： いつか巨大な“猫ねぷた“が湖南市（こにゃん市）内の街並みを練り歩く日が来ることを信じて。

運営は「コニャンナーレ実行委員メンバー」

３名が中心となって行われました。

子どもたちが制作した「アニメーショ
ン」も会場全体を動き回って大迫力！

猫の譲渡会も！
最終日には会場で保護猫の譲渡会も行
われました。４匹の猫の里親の申込があ
ったそう。アートの場所が、幸せな猫を増
やすきっかけになった日でした。

会場には、湖南市内の“アトリエおれん
じ“の生徒さんや”日本ラチーノ学院“の
生徒さん達が作成した、たくさんの猫ね
ぷたが飾られ、幻想的な空間に。自分た
ちが作った猫ねぷたを見つけて、とても
喜んでいた子供たちが印象的でした。

コニャンナーレ����

「プロローグ（序章）」

近江の美を発信する

参加型アートプロジェクト

漫画「４コマ漫画で読む 湖南市の史
跡と伝説」がサンライズ出版社から書
籍 化 。湖 南 市 内では「コワーキングス
ペース今プラス」の店頭で買えます。 

湖南市の協力隊として2019.07.16に

着任。現在も協力隊として活動を続け

ています。 

コニャンナーレは、東海道五十一番目の宿場

町として栄えた湖南市石部でのまちづくり活動

から生まれたアートプロジェクトです。

イベント会期中に作成した巨大“猫ねぷ
た”が石部文化ホールに展示されてい
ます。

メンバー

杉本さん、柊さん
なんと、２人は「コニャンナー
レ」の活動に賛同し、湖南市
に住むことにした移住者です 

プロデューサー

ナカモリ ケンさん
湖南市地域おこし協力隊と
して2018年12月1日に着任。
2021年11月30日卒隊。

栗田 安朗 （くりた やすお）


