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1 2 3 4

鹿児島市 鹿児島市 鹿児島市 鹿児島市

ｲﾍﾞﾝﾄ名
みんな元気に！上荒田の杜
あったかフェスタ

YYフェスタ市電でGO！
みんなにこにこサンシャインま
つり

魚類市場リアルイベント

団体名 上荒田町内会 鹿児島商工会議所青年部 サンシャイン向陽通り会
いお・かごしま魚食普及拡大推
進協議会

実施時期 R4.2.23 R4.1.22 R4.2.11～20 R4.2.20

場所･会場 上荒田の杜公園 かんまちあ 中間公園中心に通り会全体 中央卸売市場魚類市場

ｲﾍﾞﾝﾄ目的

地域・周辺住民をはじめ広く一般の県民に
「上荒田の杜公園」を認識してもらい、災害
時の避難場所として、また災害時に機能す
る設備を備えている公園であることを周知
する。コロナ禍で楽しみが少なかった子ど
も・大人たちへ楽しさやふれあいを体感し
てもらうことで一時の癒しを提供する。
町内会、周辺の商店・飲食店と連動して来
場を促し、当日会場での販売促進を図る。

市電で市内を回ることにより
鹿児島の魅力を再発見し、催し
物を開催することで、参加した
地域の方を笑顔にする。

商店街・地域の活性化と通り会会員数の増
加、商店街の認知向上。向陽宇宿地区だけ
でなく、桜ヶ丘、紫原、星ヶ峯、皇徳寺台な
どを含む周辺地域へ外出の楽しみを提供
し、消費喚起を促す。鹿児島市、鹿児島県民
に広くイベントを通しての楽しみや商店街
の魅力を発信し消費を促したい。

魚価の低迷、魚離れが進んで
いる中、県民の魚消費、魚食の
推進、市場の活性化を目的と
する。

地元小中学生によるステージ
演舞、婦人部やサークルによる
エンターテイメント披露、健康
体操体験会、キッチンカー出
店、地域特産を景品とした抽選
会、災害時機能設備の体験会、
防災コーナー

各電停(高見馬場～郡元電停20か所＋天文
館）にミッションを用意し、クリアするごとにポ
イントを加算。獲得ポイントを競う。開会式で
は，表彰式や抽選会を行う。「ふるまい駅」をつ
くり，地域特産品を使ったものをふるまうこと
で事業者のＰＲを行う。
<ミッション内容>
・クイズ
・指定された観光地を訪れる
・地元の飲食店で食事をし，その写真をとる
・ＬＩＮＥのオープンチャットを活用し，地域の情
報を伝える　等

国際大学生に協力をもらいつつ，約2週間
の街歩きゲームベントを実施。各店舗を訪
れるとクーポンや抽選権がもらえる仕組
み。スタンプラリーと街歩きを組み合わせ
て実施。
最終日に抽選会や催し、キッチンカーの出
店。抽選会はWeb配信を行い、会場には入
れなかった方もリアルタイムで参加できる。
合わせて、「向陽フェス」「棒踊り」「厄除け行
事」も合わせて実施予定。

ドライブスルー
養殖魚のつかみ取り
市場の目利き寿司
未利用魚・深海魚再発見（試
食・販売）
インスタライブ（魚とつながり
たい人集まれ）

感染防止対策の内容 公園入口各所に手指消毒セット設置、自動
体温測定器設置

抗原検査キットを配布し、陰性の方のみ参
加とする。
ソーシャルディスタンスの確保。手指消毒の
徹底。

密を避ける区画管理、参加者の事前登録、
期間イベントによる参加者分散

消毒の徹底、マスク着用、参加者管理、密集
回避、スタッフの感染対策、飲食制限、出入
口制限
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5 6 7 8

鹿児島市 鹿児島市 奄美市 姶良市

天文館アプリを活用した「謎解
き」ウォークラリー

ハンドメイド＆雑貨フェア
2022冬

歳末大売出し2021大感謝祭 かもだんさるく

天文館商店街振興組合連合会
ハンドメイド＆雑貨フェア
2022冬実行委員会

奄美市通り会連合会 かもだ通り商店街協同組合

R4.2.19～2.20 R4.1.29～30 R3.12.18 R3.12.19

天文館エリア全域 西原商会アリーナ
奄美市名瀬末広町
アーケード内及び周辺

かもだ通り商店街

天文館エリアへの来街機会を創出し、街中
を回遊し家族みんなで楽しんでもらう。ま
た、回遊することで滞留時間の延長を狙
い、天文館エリアでの経済活動を活発化す
ることを目的とする。さらに、回遊すること
により「ウォーキング運動」にもなり、参加者
の健康増進にも寄与する。

鹿児島県民の皆様に、県内を中心とした店舗や作
家のハンドメイド作品に触れていただき、コロナウ
イルス感染拡大の影響で損なわれたハンドメイド作
家やクリエイターの作品の発表・展示の機会を提供
したい。新たな取り組みとして鹿児島県商工会連合
会の会員等にも参加の声掛けを行い、県内からよ
り多く、幅広い出店数を実現し、コロナ感染拡大前
の集客(約15,000人)を目指す。今回、実行委員会
として組織運営を行うことで、より幅広いジャンル
の作家の招致とより多くの県民への情報伝達を確
実なものとし、県民の外出及び消費促進を目指す

商店街に活気を持たせ購買意欲を掻き立
てる。「商店街は安心・安全」とPRし、ネット
通販ではなく、実際に足を運んで買い物を
してもらうきっかけを作る。

新型コロナウイルスの猛威で買い控えや外
出控えが広がる中、商店街をさるいてもら
うことで、コロナに負けずに元気で頑張っ
ている姿を地域の皆様に見て、感じて頂い
て商店街を中心とした地域を元気にする旨
のもと企画。街の中心的役割を担う商店街
と、その地域の人たちが一つとなって街の
活性を取り戻すための一歩として進める。

天文館アプリの「謎解きゲーム」を活用し、
街中を回遊する「謎解きウォークラリー」を
開催。謎を解読し順番に進んでいくと「謎」
が解明でき答えが導かれる。その答えを申
込用紙に記入し、ゴール地点に持っていく
と抽選で景品をGETできる。景品には「鹿
児島県の特産品」を一部含む様々な景品を
準備する。

県民に人気の手芸等カルチャーやアート作
品、伝統工芸品等の作家やクリエーター約
120ブースの作品販売会、ワークショップ。
同時にリビング新聞アンケート等で人気の
キッチンカー10社によるテイクアウトグル
メイベントを実施。抽選会付き来場者アン
ケートも実施。

キッチンカー出店、ハンドメイド
出店、なぜまちマルシェ出店、
中高生ダンスステージ・島唄な
ど

通りのお店は店頭で売り出し品やイベント
限定の商品などを販売する一方で、姶良市
特産品協会、柁城校区コミュニティ協議会
など地域団体に協力をいただくほか、加治
木工業高校建築家の生徒制作の作品展示
販売などが商店街空きスペースを活用し出
店します。加治木町eカード大抽選会では3
店舗で500円以上のお買い上げでかじき
まんじゅうプレゼントの企画もある。

マスク着用の徹底、飛沫が起こる行為の禁
止、COCOAの使用推進、を看板で啓発

手指消毒の徹底、入場時の検温・マスク着
用の義務化、密集・混雑の回避、飲食スペー
スには飛沫防止のパネル等を設置し対面式
のレイアウトは避ける

消毒の徹底、消毒液の設置、密
集の回避、マスク着用徹底

消毒液の設置、来場者のマスク着用の徹底
(未着用の場合は配布)、スタッフの感染対
策徹底（検温、手洗い、消毒）
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9 10 11 12

肝付町 南種子町 天城町 伊仙町

コロナ退散！やぶさめ軽トラ市
復活祭

南種子町イルミネーション
2021～イルミネーションの輝
きで、人の心を豊かにし、希望
の明かりを灯す～

天城まるごとマルシェ

2022新春　伊仙町お楽しみ
大抽選会＋α
～祝世界自然遺産登録記念特
別ver

肝付町商工会 南種子町商工会 天城町商工会 伊仙町商工会

R4.2.6 R3.12.18 R4.2.13 R4.1.9

肝付町東部消防署分団詰所及
びやぶさめ通り

トンミー市場前駐車場 14集落公民館
徳之島交流ひろば
ほーらい館

コロナ前まで月1回開催してい
たイベントを復活。肝付町内の
特産品をPRし、コロナの影響
で売り上げが減少した商工業
者、農林漁業者の販売促進に
繋げる。

コロナ拡大以降、観光需要の低
迷や地元住民の消費減少が顕
著となった。この状況打破の
為、町内における交流人口の
創出と消費喚起を促す。

コロナにより地域経済が停滞している天城
町内で商工会・農協が連携を図り、町民の
活力を取り戻す。町全域をマルシェと位置
づけ、軽トラックで移動売店として各集落を
巡回・販売を行う。また、販売員に各集落の
子供会が参入し、地域経済を体験できる教
育の場としての活用を図る。

コロナで経済的損失を受けている伊仙町地
域の活性化を目的とする。町民の外出意欲
と購買意欲を促進するために、舞台演舞や
スタンプシール大抽選会を実施。さらに若
い世代まで楽しめるイベントとして、世界自
然遺産登録による消費拡大を見据えたPR
キャラクターの制作・お披露目・名前決め等
を企画実施する。

地域特産品などの軽トラ市、大
道芸人などの舞台イベント、地
域特産品が当たる抽選会、特
産物のふるまい等

イルミネーション事業、ステー
ジイベント、飲食出店、商品券
販売所設置

移動型マルシェ、1店舗1,000
円以上の買い物でその場で抽
選し町内特産品をプレゼント

舞台演舞の実施（黒潮太鼓、社
交ダンス、島唄など）
大抽選会
PRキャラクターの命名企画実
施

入口に消毒液・予備マスクの設
置，看板設置，検温・消毒の徹
底，ビニールシート設置

入場整理券による入場者数の調整，消毒液
の設置、来場者のマスク着用の徹底、スタッ
フの感染対策徹底（検温、手洗い、消毒）

マスク着用、手指消毒、消毒液
設置、名簿管理、検温実施

消毒の徹底、マスク着用、参加
者の名簿管理、スタッフの感染
対策の実施
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