
地域おこし協力隊
活動PR集

～栃木で見つける、地域と私の未来～

令和５（2023）年１月
栃木県総合政策部地域振興課



■足利市（３名）・・・Ｐ３

■栃木市（３名）・・・Ｐ６

■佐野市（３名）・・・Ｐ９

■鹿沼市（１名）・・・Ｐ12

■日光市（５名）・・・Ｐ13

■小山市（１名）・・・Ｐ18

■真岡市（２名）・・・Ｐ19

■大田原市（４名）・・Ｐ21

■矢板市（５名）・・・Ｐ25

目 次
■那須塩原市（２名）・・Ｐ30

■那須烏山市（１名）・・Ｐ32

■下野市（２名）・・・・Ｐ33

■益子町（８名）・・・・Ｐ35

■茂木町（８名）・・・・Ｐ43

■市貝町（２名）・・・・Ｐ51

■壬生町（１名）・・・・Ｐ53

■那須町（２名）・・・・Ｐ54

■那珂川町（４名）・・・Ｐ56

2



足利市 島田 浩子（しまだひろこ）

●活動テーマ
まちなかの魅力向上をはかる
（アートを通じた足利の魅力向上）

●現在の活動内容
拠点での定期的な展覧会やワークショップの企

画、まちなかの古民家などを会場にしたアートイベ
ント「あしかがアートクロス」の企画・運営などを
通し、地域活性化に取り組んでいます。

～今後はこんな活動がしたい！～

まちなかの色々な建物で展覧会をひらいたり、足利の歴史
や自然をテーマにした作品をアーティストと制作したり、地
域のみなさんと関わりながら、足利という場所の魅力を広く
伝える企画をたくさん実施していきたいです。

●活動開始 令和４年４月１日

出身地は新潟県です。
栃木県足利市には、文化も
自然も豊かなところ、また
アートイベントや施設が多
いことに魅力を感じて移住
しました。周囲に文化財や
庭園がたくさんあり、最近
は街歩きを楽しんでいます。

とある一日の風景・・・・

大久保分校スタートアップミュージアムで
作品展示を行っているところです（島田は
写真左）。アーティストと話し合いながら、
展示空間をつくりあげます。

隊員活動に関するお問い合わせ先
足利市総合政策部地域創生課 移住定住担当
TEL 0284-20-2261

Mail machi@city.ashikaga.lg.jp

●活動拠点 大久保分校ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟﾐｭｰｼﾞｱﾑ
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足利市 林 朝子（はやしあさこ）

●活動テーマ
まちなかの魅力向上をはかる
（アートを通じた足利の魅力向上）

●現在の活動内容
アーティストの経歴を生かし、拠点を中心にし
て市内の小学生～高校生へのワークショップを
実施したり、大学生のインターンシップの受け
入れをおこなっています!

～今後はこんな活動がしたい！～

まちや地元の学校と関わりながら自身の作品の制作•発表
をしたり絵画版画をお教えし、私の活動が文化の香り高いこ
のまちの魅力の一部になればと思います。身近なとろに美術
がある環境作りと維持を目指しています。

●活動開始 令和４年４月１日

東京都杉並区から足利市に移住
しました。足利市の歴史ある街
並みと文化の香りがするところ、
まちと自然がすぐそばにある環
境が魅力的だと思います。広い
賃貸が多く東京へのアクセスが
良い、若手アーティストが住み
やすい環境だと思います 。

とある一日の風景・・・・

足利市に新しくできた美術館・大久保分校スタートアップ
ミュージアムつくりえ-TSUCULIE- で、絵画の公開制作展示を
しました。画像は作品と普段制作の資料に使っているモチーフ
や本を展示した展示室の中で、大型の絵を描きその様子を鑑賞
者にお見せしているところです。

隊員活動に関するお問い合わせ先
足利市総合政策部地域創生課 移住定住担当
TEL 0284-20-2261

Mail machi@city.ashikaga.lg.jp

●活動拠点 大久保分校ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟﾐｭｰｼﾞｱﾑ
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足利市 上岡 雄晃（かみおかゆうこう）

●活動テーマ：
空き家や古民家の利活用や流通促進を図る業務

●現在の活動内容：
・活用できる空き家情報の掘り起こし及び
発信、提供。

・空き家所有者と利活用希望者のマッチング
・空き家バンクの整備、普及促進

～今後はこんな活動がしたい！～

大きい目標としては、実際に空き家を改修して、賃貸活用をしたいと思って
います。また、日頃は空き家バンクの運営や空き家相談を受けているので、
一人でも多くの方に、相談して良かったなと思ってもらえるように、力をつ
けて行きたいです。退任後は任期中に宅建資格も取得できたので、活動で学
んだことを活かせるように、不動産業者として開業も検討しています。

●活動開始：令和2年10月1日

とある一日の風景・・・・

奈良県にある吉野町という所で、空き家の
相談員育成講座に参加しました。写真は実
際に空き家の物件調査を行い、間取図を作
成したり、活用方法を考えたりしていると
ころです。

隊員活動に関するお問い合わせ先
足利市総合政策部地域創生課 移住定住担当
TEL 0284-20-2261

Mail machi@city.ashikaga.lg.jp

●活動拠点：足利市全域 出身地は栃木県足利市で、
Uターンしてきました。
足利は街並みや景観が魅力的
なところだと思います。

◆好きなこと
映画・お酒・からだを動かす
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栃木市 平井 隆昭（ひらいたかあき）

●活動テーマ
・日本で唯一と人気の「平地の三県境」の振興
・渡良瀬遊水地を紹介する長期連載記事の執筆

●現在の活動内容
遊水地と一体の「平地の三県境」は、週末には首都圏などから約５００人が

訪れる人気スポット。誰でも憩える場にと、元々の地権者が設置したが老朽化
が進むテーブルやスタンプ台、案内板など１４点を更新、新増設しています。
また、栃木市の広報紙で連載記事「渡良瀬遊水地 私が案内します」を３年

超続けています。市民にはラムサール湿地を受け継ぎたい財産として、市外の
人には生き物の宝庫、スポーツ基地などとして、魅力を再発見してもらうねら
いです。

～今後はこんな活動がしたい！～

三県境を多面的な「おもてなしテラス」とする計画です。
ボランティアガイドの週末の常駐、ミニよし灯り作りや遊水地
探検など体験メニュー、地元産土産の提供など。
各県各市町にまたがる調整に大わらわ。
ぜひ一緒にやろうという仲間を募集中です。

●活動開始 令和元（２０１９）年７月１日

出身地は神奈川県です。

自然・環境は長年の関心。本当
の暮らしやすさは、大都会より
地方、大都市より中小都市にあ
ると考え、発信しています。

直近の連載記事

遊水地で行われた国体のボート競技。躍進を誓った前回の「栃の葉
国体」から４２年、３世代の熱意が花開きました。

隊員活動に関するお問い合わせ先
栃木市地域振興部渡良瀬遊水地課
TEL：0282-62-0919

Mail：chiikiokoshi04@city.tochigi.lg.jp

●活動拠点 通える大自然「渡良瀬遊水地」
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栃木市 國府谷 純輝（こうやじゅんき）

●活動テーマ
寺尾地区の新たな魅力発掘と情報発信。

●現在の活動内容
栃木市の北西部に位置する自然豊かな寺尾地区で
情報発信やイベントの企画、関係人口創出関連の
事業等を行っています。
R3年12月にはテラオ「キッカケ」マルシェ、R4年
6月にテラオ「ピクニック」マルシェという寺尾
をテーマとしたマルシェを企画、開催しました。

～今後はこんな活動がしたい！～

住む人や関わる人が寺尾に誇りを持つキッカケを作るような
活動をしていきたいです。イベントの企画や情報発信を通し
て、寺尾を盛り上げていきます！また、「人と地域」をつな
ぐような拠点づくりも手掛けたいと思っています。

●活動開始 令和３年６月１日

とある一日の風景・・・・

写真

テラオ「ピクニック」マルシェの様子です。
たくさんの方が寺尾に訪れてくださいまし
た！！

隊員活動に関するお問い合わせ先
栃木市 地域政策課 寺尾公民館
TEL：0282-31-0002

Mail：chiikiokosi.tochigi.kouya@gmail.com

●活動拠点 栃木市寺尾地区
出身地は栃木県茂木町です。
栃木県の穏やかな雰囲気に魅力
を感じて移住しました！

趣味はキャンプやBBQ！アウト
ドア好きでアクティブな性格で
す！
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栃木市 村山 大樹（むらやまだいき）

●活動テーマ
栃木市嘉右衛門町伝統的建造物群保存地区の地域振興

●現在の活動内容
嘉右衛門町ガイダンスセンターを活動拠点

に、嘉右衛門町伝建地区について空き家の調
査、フィールドワークを行っています。
半年間の調査を元に、今後地域振興につなが
る活動を企画中です。

～今後はこんな活動がしたい！～

空き家の活用や地域に若者を呼び込む企画など地域振興に
つながる活動をしていきたいと思っています。

●活動開始 令和４年６月１日

とある一日の風景・・・・

大学生と大学教授に協力
してもらってフィールド
ワークを実施している
ところです。

隊員活動に関するお問い合わせ先
栃木市 地域振興部 蔵の街課
TEL：0282-21-2571

Mail：chiikiokoshi.tochigi09@gmail.com

●活動拠点 栃木市嘉右衛門町伝建地区

出身地は新潟県です。
就職で一度都会に住みましたが、
子育てや生活環境を考え栃木県に移住しました。
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佐野市 関根 香織（せきねかおり）

●活動テーマ
テレビ、映画などの撮影支援誘致を行うフィルムコミッショ
ン事業

●現在の活動内容
佐野フィルムコミッションに問合せ依頼が制作会

社から来ると、ロケ場所を探し、提案。
ロケハン（下見）に同行し現場確認、情報提供。
ロケ場所の許認可、使用申請のお手伝い。
ロケ本番立会い。
作品の公開に合わせて、ＳＮＳやＨＰで佐野市のＰ
Ｒも含め、情報発信を行っています。

～今後はこんな活動がしたい！～

映像制作の誘致・支援を増やし、地域の方や、観光の方が足を
運んでみたいと思えるようなロケ地の情報発信（ロケ地マップ・
ＳＮＳ等）を行い、新たな魅力を発見できるよう取り組みたい。
佐野市をより良くできる活動の為、様々な情報を取り入れ、地域
の方との交流を広げながら動いていけたら…と思います。

●活動開始 令和３年９月１８日

出身地は神奈川県横浜市です。
佐野市にはフィルムコミッショ
ンの仕事に携われる事に魅力を
感じ、都心へのアクセスもしや
すく、都会と田舎の両方を味わ
える環境もあり移住しました！
好きな言葉は『一期一会』です。
人との出会い繋がりを大切に、
活動に取り組みたいと思います。

とある一日の風景・・・・

何もない廃校の教室に、撮影の為、美術さ
んが飾り付け準備をしている場面。
これから本番の撮影が始まります。

隊員活動に関するお問い合わせ先
佐野市 産業文化スポーツ部
観光推進課 観光事業係

TEL:0283-27-3011
Mail:kankouj@city.sano.lg.jp

●活動拠点 佐野市役所・撮影現場

9



佐野市 江田 睦美（えだむつみ）

●活動テーマ
まちなか活性化

●現在の活動内容
田沼駅、葛生駅、佐野駅周辺に賑わいが創

出されるような機会をつくるため、イベント
の企画・開催や協力などを行っています。地
域のスポットを盛り込んで街歩きのお供にな
るような「ガイドマップ」の作成にも取り組
んでいく予定です。

～今後はこんな活動がしたい！～

イベントや人が集まる機会をいろいろな形で企画・実施し
て、反響のあったものは継続して開催していけるような形を
模索していきたいです。また、地域のPRとなるようなガイ
ドマップの作成も予定しています。

●活動開始 令和３年４月１日

出身地は佐野市です（Uターン）。
栃木県には便利さと自然の豊か
さの両方があることによる住み
やすさと、趣味である熱気球を
飛ばすことができるフライトエ
リアに近い点に魅力を感じて移
住しました！

とある一日の風景・・・・

「たぬまふるさと館まるごとミュージア
ム」というアートイベントの準備風景です。

隊員活動に関するお問い合わせ先
佐野市 産業文化スポーツ部
産業政策課 まちなか活性化係

TEL:0283-20-3040

Mail:tk-machinaka@city.sano.lg.jp

●活動拠点 田沼駅、葛生駅、佐野駅周辺
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佐野市 中島 康雄（なかじま やすお）

●活動テーマ
中山間地域の活性化

●現在の活動内容
・受入団体（閑援隊）の活動補助、ＰＲ、
商品販路開拓

・中山間地域の情報発信及び広報活動
・地域の活力維持及び強化に資する活動

～今後はこんな活動がしたい！～

今ある産物のPRをより一層進め、中山間地域の活性化に
つなげていきたいです。また、中山間地域での暮らしの魅力
を広く発信することにより、一人でも多くの若年層の移住者
を増やしていくことが目標です。

●活動開始 令和３年２月１日

とある一日の風景・・・・

中山間地域の産物を販売及びＰＲのために
市主催のイベントにてブースを出店しまし
た。

隊員活動に関するお問い合わせ先

佐野市 産業文化スポーツ部
農山村振興課
TEL 0283-61-1163

Mail:nousansonshinkou@city.sano.lg.jp
中山間地域おこし協力隊のInstagramやってます！

→

●活動拠点
閑馬地区を中心とした市内中山間地域

出身地は京都府です。
栃木県には自然の豊かさと温
かい人々に魅力を感じて移住
しました！ 中山間地域には
魅力がいっぱいあります！都
会では感じられないような発
見があります。

11



鹿沼市 小村 あづさ（こむらあづさ）

●活動テーマ
大芦川でのオーバーツーリズム対策

●現在の活動内容
コロナ禍で顕在化した清流大芦川での観光

公害（オーバーツーリズム）への取り組みの
他、本市の豊かな自然を活用したアウトドア
アクティビティの開発や事業化。

～今後はこんな活動がしたい！～

令和3年度、令和4年度の活動テーマは「アウトドアアクティビ
ティ×自然保全活動」。自然を楽しみながら行う、河川清掃ツ
アー（リバークリーン）を通じて、参加者へ自然の尊さを伝え
させていただきました。今後は、地域の事業者様と連携した取
り組みを企画・実施していきたいです！

●活動開始 令和３年１１月２５日

とある一日の風景・・・・

写真

リバークリーンを実施しているところです。
たくさんのごみが集まりました。大芦川を
いつまでも美く、後世に伝えていきたいで
す。

隊員活動に関するお問い合わせ先
鹿沼市 まちづくり課戦略課 地域課題対策係
TEL：0289-63-2226

Mail:matidukuri@city.kanuma.lg.jp

●活動拠点 Early Bird Adventure KANUMA BASE
（鹿沼市府中町） 出身地は石川県です。

栃木県には大芦川に魅力を感じて
移住しました！

川遊びでのおすすめのサンダルは
『漁業従事者用のサンダル』、略
して『ギョサン』です。
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日光市 田邊 宜久（たなべ のりひさ）

●活動テーマ

住民の交流の場づくりと地域の情報発信

●現在の活動内容

高齢化が進む三依の地域コミュニティに参
加し 集いの場づくりや買い物支援などの地
域支援活動をしています。

三依の地域資源を活かした釣りイベントの
企画運営のほか、三依観光サイト『ひぃふぅ
みより』や
ＳＮＳでの情報発信を行っています。

～今後はこんな活動がしたい！～

自身が中心となって立ちあげた日本初のテンカラ専用エリア
『三依地区テンカラ専用Ｃ＆Ｒ区間』を活用した釣りガイドや
民泊を行うサービス会社を起業し、日光市に定住することを
目指しています！

●活動開始 平成３１年４月１日

とある一日の風景・・・・

【 横川地区老人会のたこ焼き交流会 】

参加者の皆さんとたこ焼きを焼いたり
ニュースポーツを楽しみました。

隊員活動に関するお問い合わせ先

日光市地域振興部地域振興課
TEL：0288-21-5147

Mail：chiiki-shinkou@city.nikko.lg.jp

●活動拠点 日光市役所三依地区センター
出身は埼玉県さいたま市です。
日光市に渓流釣りや家族旅行で
頻繁に来ているうちに日光市の
自然に魅了され移住しました。

趣味はテンカラ（和式毛ばり釣
り）料理、ワイン、家族旅行、
バードライフ（鳥の飼育）です。
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作成したバードコールです

日光市 竹嶋 聖（たけしまたかし）

●活動テーマ
農林業における地域活性化

●現在の活動内容
地域の鳥獣被害の対策として、くくり罠等を

用いた捕獲や追い払い等の活動を行っています。
捕獲したシカの有効利用として、毛皮で釣り

の疑似餌用部材やツノでバードコールの作成を
行っています。

～今後はこんな活動がしたい！～

自然が豊かな三依地域に定住することが目標です。令和5年度
が最終年度となるため、退任後を見据えて定住先を探しています。
退任後も鳥獣被害防止活動を続けていきたいと考えています。

●活動開始 令和元年９月１日

とある一日の風景・・・・

写真

くくり罠を用いて集落に侵入してくるイノシシ
を捕獲しました。推定100kg超え！！！

隊員活動に関するお問い合わせ先

日光市地域振興部地域振興課
TEL：0288-21-5147

Mail：chiiki-shinkou@city.nikko.lg.jp

●活動拠点
日光市役所三依地区センター

作成したバードコールです。

出身地は神奈川県横浜市です。
日光市の自然に魅力を感じて移住しました！
三依地区の豊かな自然に囲まれて生活しています。
春は花めぐり、夏は渓流で釣り、秋は紅葉狩りを
楽しみ、冬は狩猟もできる地域です。
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日光市 橋本 健史（はしもとたけし）

●活動テーマ
ド田舎に楽しいをつくろう

●現在の活動内容
・インスタグラム運営
・足尾銅山観光ガイド
・観光イベント企画/運営
・小中学生学習支援事業
・動画編集
・高齢化集落対策事業

～今後はこんな活動がしたい！～

令和３年に日光市足尾地域に移住しました。今後は足尾銅
山をはじめとする産業遺産だけではない、「足尾の魅力」を
SNSを通じて発信していきたいと思います。

●活動開始 令和３年４月１日

出身地は千葉県です。
栃木県には起業支援に魅力
を感じて移住しました！
日光市足尾地域を若者の力
で明るく、豊かなまちにす
るお手伝いをこれからもし
ていきたいと思います。

とある一日の風景・・・・

地域のお寺でアウトドアサウナのイベン
トを実施しているところです。大人も子
どもも一緒に、みんなで整いました。

隊員活動に関するお問い合わせ先

日光市地域振興部地域振興課
TEL：0288-21-5147

Mail：chiiki-shinkou@city.nikko.lg.jp

●活動拠点 日光市役所足尾行政センター

15



日光市 疋野 みふ（ひきのみふ）

●活動テーマ
地域の特産を活かした商品作りや作り手育成

●現在の活動内容
日光で捕獲されたシカの皮を革（レザー）として
利用し、子供からおとなまで楽しめるように
鹿革クラフト教室を実施。また地元の奥様方と
チームを組み、レザークラフトブランドの立ち上
げ商品開発をおこなっている。

～今後はこんな活動がしたい！～

令和５年３月で任期が終了するので今後は鹿革のレザークラフト
ショップの運営やイベントの出店もおこないます！
Nikko deer（にっこーでぃあー）でぜひ検索してみてください♪

●活動開始 平成２８年４月１日

出身地は千葉県です。
栃木県には
四季折々の自然に魅力を感じて
移住しました！
日光市に来て２児の母となり
毎日が体力勝負のため
趣味が筋トレになりました！

とある一日の風景・・・・

地元の小中学生に教室をおこなうときは
環境の問題も知ってもらえるように
レクチャーもおこなっています。

隊員活動に関するお問い合わせ先

日光市地域振興部地域振興課
TEL：0288-21-5147

Mail：chiiki-shinkou@city.nikko.lg.jp

●活動拠点 日光市役所栗山行政センター

16



日光市 林 千緒（はやしちお）

●活動テーマ
地域の伝統を守り育てる（継承活動）

●現在の活動内容
伝統野菜（川俣菜・野門の赤ジャガイ
モ）の普及活動
岩芝民芸の復活と技術継承
ＳＮＳでの情報発信 等

～今後はこんな活動がしたい！～

高齢化により、失われつつある地域の歴史・文化を受け継い
で、後世に残していきたい。
そのために、伝統野菜の栽培や、岩芝民芸の技術を継承し、
広く知ってもらえるよう、商品化を目指しています。

●活動開始 平成３１年４月１日

とある一日の風景・・・・

隊員活動に関するお問い合わせ先

日光市地域振興部地域振興課
TEL：0288-21-5147

Mail：chiiki-shinkou@city.nikko.lg.jp

●活動拠点
日光市役所栗山行政センター

出身地は栃木県宇都宮市です。
日光市栗山地域の自然や古くか
ら伝わる伝統文化に魅力を感じ
移住しました。
春から夏は畑で伝統野菜の栽培
を。秋から冬は岩芝民芸の継承
と忙しく田舎暮らしを満喫して
います。

野門地区に残る赤じゃがいもを使い、伝統
食『べったら餅』作りを開催。小さな集落
での、知られていない伝統文化です。 17



●活動開始 令和３年６月１日

●活動テーマ JR小山駅周辺の活性化

●活動拠点 JR小山駅周辺地域

●現在の活動内容

・空き家を活用したリノベーションまちづくり

・まちなかの活性化に必要なイベントの企画運営

空き家の
リノベーション（着手）

学生と連携

BBQによる地域
との交流

地域団体との連携

クラピア植樹
ワークショップ

アート
ワークショップ

計700名以上のボランティア協力 令和5年1月9日OPEN!

隊員活動に関するお問い合わせ先
小山市都市整備部まちづくり推進課
TEL 0285-22-9337

Mail d-machidukuri@city.oyama.tochigi.jp

小山市 横山 賢（よこやまけん）

栃木県小山市出身

Uターン

小山市は産業のバランス
が良いです。

趣味は、休まず働く事！

とある一日の
風景・・・・

～今後はこんな活動がしたい！～

空き家が多くなったまちなかに集う人を増やしていき、
地域の価値を向上させていきたいです。今後、２棟目３
棟目に着手して、点を線にし、地域を更に盛り上げてい
きます！
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真岡市 檜澤 しのぶ（ひざわしのぶ）

●活動テーマ
移住定住コーディネーターとして移住定住の促進

●現在の活動内容
・移住者の相談対応
・移住者と移住検討者限定Facebookコミュニティ
「会員制ラウンジmoka no kurashi」運営
・移住定住支援の情報発信
（SNSやオンラインセミナー等）
・移住イベントの参加 他

～今後はこんな活動がしたい！～
「いちごの生産量日本一」を誇る真岡市。東京や首都圏にお住ま
いの方を中心に移住促進の活動をしていきながら、「いちご就農
するなら真岡市！！」として全国で認知されることが目標です。

●活動開始 令和4年4月1日

とある一日の風景・・・・

オンライン移住セミナー「子育て編」を開
催。”ちょうどよい田舎””県内屈指の子育
て支援”をPRしました

●活動拠点 真岡市役所

隊員活動に関するお問い合わせ先
真岡市 総合政策部 秘書広報課
シティプロモーション係

TEL:0285-81-6947
Mail:city-pr@city.moka.lg.jp

出身地は栃木県真岡市で東
京から戻ってきたUターン移
住者です。官民協働でまち
づくりをしている同級生に
影響を受け「地元に貢献し
たい」気持ちが高まり、協
力隊に応募しました。人が
温かく、自然豊かな真岡市
が大好きです。
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真岡市 渡部 真子（わたなべまこ）

●活動テーマ
まちづくりコーディネーター

●現在の活動内容
高校生、大学生と地域の大人たちが、自分たち

で住みたいまちをつくる、真岡まちづくりプロ
ジェクト（通称「まちつく」）に参加しています。
ドッグトレーナーの経験を活かして、五行川河

川緑地にドッグランを作り、市内外から多くの方
に、ご利用いただいています。

～今後はこんな活動がしたい！～
「まちつく」で実現したドッグランを、もっとたくさんの方にご利用

いただきたいです。
今後はさらに、ドッグトレーナーの経験を活かして、講座やイベント

を通して「犬と人が仲良く暮らせるまち もおか」を目指して、活動して
いきたいです。

●活動開始 令和4年4月1日

とある一日の風景・・・・

隊員活動に関するお問い合わせ先
真岡市プロジェクト推進課
TEL 0285-83-8059

Mail project@city.moka.lg.jp

●活動拠点 真岡市役所 プロジェクト推進課

広報もおか10月号

出身地は千葉県船橋市です。

栃木県にはイチゴに魅力感じて
移住しました！
真岡市は人が温かく、イチゴが
とっても美味しいです！

地域の高校生とボランティアの皆さんで
ドッグランを設営しました。 20



大田原市 益子 晴貴 （ましこはるき）

●活動テーマ
移住促進・空き家対策・魅力発信

●現在の活動内容
全国的に問題となっている空き家の利活用の

好事例などリサーチを行った。
移住定住交流サロン（移住相談窓口）で移住

希望者からの相談・市内案内等の対応を行って
いる。 大田原市の魅力を撮影し、写真や動画
をSNSで発信している。

～今後はこんな活動がしたい！～
今後も自分の撮影した写真や動画を通して、移住希望者を初め、多く

の方に大田原市の魅力を伝えていきたいです。
R５年３月３１日に退任となり、その後は協力隊としてではなく

個人で大田原市の地域貢献ができるよう、寺カフェや写真スタジオの運
営などの活動をしていこうと考えています。趣味のDJやダンスを活か
しイベントにも積極的に参加したいと考えています。

●活動開始 令和２年６月１日

とある一日の風景・・・・

大田原市のゆるキャラ「与一くん」のエス
コートを実施しているところです。
子供たちから大変人気でした。

隊員活動に関するお問い合わせ先
大田原市 政策推進課 政策推進係
TEL 0287-23-8793

Mail  seisakusuishin@city.ohtawara.tochigi.jp 

●活動拠点 大田原市内全域 出身地は栃木県鹿沼市です。
大田原市には妻の実家があり、
鹿沼市とも近い雰囲気を感じて
移住しました！
趣味：ファイヤーダンス・DJ
好きな写真家：
鈴木心・川内倫子・金本凜太朗
Arnold Newman・
Vivian Maier・Saul Leiter
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大田原市 菅原 ひかる（すがはらひかる）

●活動開始 令和2年4月1日

●活動テーマ
大田原市をテーマにしたアニメーショ
ン、デザイン、イラストなどの制作

●活動拠点 大田原市内全域

●現在の活動内容
主に大田原市の小学校や地域などから
ご依頼を受けてのアニメーション、イ
ラストの作品の制作

とある一日の風景・・・・

隊員活動に関するお問い合わせ先
大田原市役所総合政策部 政策推進課

TEL    0287-23-8793
Mail  seisakusuishin@city.ohtawara.tochigi.jp

出身地は山形県です。
主に淡水魚を扱う「栃木県なか
がわ水遊園」があることに魅力
を感じ、移住しました。

動物が好きで、趣味は水族館、
動物園巡りです。

～今後はこんな活動がしたい！～
今後は、大田原市の「湯津上資料館」や「大雄寺」、「自然
観察館」などを題材としたPRアニメーションの制作を予定し
ています。

制作した作品は、こちらからご覧ください。→
「大田原市地域おこし協力隊Facebook」

天文館PR 栃木県なかがわ水遊園PR

令和４年１２月に、これまでに制作した
アニメーションやイラストの個展を開催
しました。 22
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大田原市 西谷 俊彦（にしたにとしひこ）

●活動テーマ
新規就農を目標とした農業研修・農業振興に関する活動

●現在の活動内容
主に両郷地区で有機農業に取り組まれてい

るきくち農園さんで農業研修を行っています。
農業研修の他に、農家さんを訪問し取材し

たり、有機野菜の販売のお手伝いをするなど、
農業の魅力を伝える活動を行っています。

～今後はこんな活動がしたい！～
引き続き農業研修に取り組みながら、日々の農作業で感じた
ことなどをSNSなどで発信し、有機農業の魅力を伝え、農業
に興味・関心を持ってもらえるような活動をしていきたいで
す。

●活動開始 令和４年３月１日

出身地は石川県中能登町です。
栃木県には自然の豊かさに魅力
を感じて移住しました！

趣味は読書、犬とのお散歩です。
好きな言葉は、一意専心です。

とある一日の風景・・・・

野菜の苗を栽培している様子です。畑に植
えられる日をいまかいまかと待ちわびてい
る感じがしてワクワクします。

隊員活動に関するお問い合わせ先
大田原市役所総合政策部 政策推進課

TEL    0287-23-8793
Mail  seisakusuishin@city.ohtawara.tochigi.jp

●活動拠点 大田原市両郷地区
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大田原市 白井 あかね（しらいあかね）

●活動テーマ
移住定住総合案内に関する活動

●現在の活動内容
大田原市移住・定住交流サロンにて、移住

を希望される方からのご相談に対応させてい
ただいております。また、大田原市の魅力を
再認識しようという趣旨の回覧紙『大田原通
信』を毎月発行しています。

～今後はこんな活動がしたい！～
大田原の自然に触れながら、大田原を知っていただけるよう
な場所作りを目標に、空き家を改修しています。
そして、大田原市の中でも中山間地にあたる須賀川地区の日
常を発信していきたいと考えています。

●活動開始 令和２年４月１日

とある一日の風景・・・・

写真

『大田原通信』の取材のひとコマ。
いろんな方のお話が聞ける豊かな時間です。

隊員活動に関するお問い合わせ先
大田原市役所総合政策部 政策推進課

TEL 0287-23-8793
Mail  seisakusuishin@city.ohtawara.tochigi.jp

●活動拠点 大田原市内全域 出身地は東京都です。
アクセスがよく、豊かな自然
が広がっているところに魅力
を感じて移住しました。
趣味は散歩。大田原はいろい
ろなものが美味しいので、保
存食作りなどの手仕事が増え
ています。
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矢板市 手塚 将之（てつかまさゆき）

●活動テーマ
地域プロデュース／コーディネート

●活動拠点 矢板ふるさと支援センターTAKIBI

●現在の活動内容
ふるさと支援センター「TAKIBI」にて
地域課題解決に向けた「プロデュース」や「コーディネート」を担当。
チャレンジ人口を増加するための仕組みや取り組みを行っています。

～今後はこんな活動がしたい！～
・地域資源を活かした体験型イベント
・中山間地域の資源を活かした民泊の構築
・空き家の活用事業

●活動開始 令和２年４月１日

とある一日の風景・・・・

地域のイベントを企画・開催・運営
着任１年目から実施しており、３年目では
３０００人を超える規模のイベントを開催

隊員活動に関するお問い合わせ先
矢板市総合政策課
TEL 0287−43−1112

Mail seisaku@city.yaita.tochigi.jp

矢板市の出身で実家の後継ぎ
のタイミングでUターンして
きました。

民間ではできない新しい取り
組みに挑戦するために地域お
こし協力隊をやっております

25



●活動テーマ
ふるさと納税の活性化
矢板ふるさと支援センターTAKIBIの運営・管理

●現在の活動内容
ふるさと納税額の増加に向けた返礼品の
発掘・磨き上げ

～今後はこんな活動がしたい！～
今年度は国体でふるさと納税ブースを出店しました。今後

は、大学で習ったデザインを生かしてふるさと納税のリピー
ターをたくさん増やしたいです！

●活動開始 令和４年６月１日

とある一日の風景・・・
・
写真

拠点地でシェアキッチンを実施しているところで
す。たくさんの方々に喜んでいただきました。
その他にもシェアスペースを運営しています。

隊員活動に関するお問い合わせ先
矢板市総合政策課
TEL 0287−43−1112

Mail seisaku@city.yaita.tochigi.jp

●活動拠点 矢板ふるさと支援センターTAKIBI

出身地は矢板市でUターンで
帰ってきました。
進学で他県に出た時に地元や
栃木県の魅力が話せなかった
のが悔しくて、地元・栃木を
知りたくて帰ってきました。

矢板市 黒木 彩乃（くろきあやの）
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矢板市 四十万 直人（しじまなおと）

●活動テーマ
ふるさと納税活性化
矢板ふるさと支援センターTAKIBI(コミュニティ
スペース)の運営管理

●現在の活動内容
ふるさと納税寄付額増加及び顧客満足度向上に
向けた施策検討・実施
既存返礼品の説明文、写真のブラッシュアップ等

～今後はこんな活動がしたい！～
・R5年度中に起業し、事業者の売上拡大や業務効率化の支援
・TAKIBIシェアキッチンを利用したこだわりのコーヒー提供
・音楽を通じた地元住民主体のイベント企画による関係人口創出

●活動開始 令和４年７月１日

出身地は富山県魚津市です。
「企画提案、コミュニティス
ペース運用、将来的な起業」
が矢板市の協力隊要項とマッ
チしたので着任を決めました。

協力隊きっかけで初めて矢板
市を知りました。

とある一日の風景・・・・

地域のイベントでDJとして出演。
主催の思いをヒアリングして出演者のブッキン
グや調整役も担います。

隊員活動に関するお問い合わせ先
矢板市総合政策課
TEL 0287−43−1112

Mail seisaku@city.yaita.tochigi.jp

●活動拠点 矢板ふるさと支援センターTAKIBI
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矢板市 吉田 弘一（よしだこういち）

●活動テーマ
矢板市内の森林の整備と保全

●現在の活動内容
市有林や市管理林道、市受託山林等の管理活動
林業・木材産業成長化推進協議会構成団体等に
おける研修
農山村振興関連の地域活動への支援
農山村での事業継承の調査活動

～今後はこんな活動がしたい！～
現在矢板市林業・木材産業成長化推進協議会が取り組んでい
る植林マッチングシステムの試行に参画しています。様々な
方々に植林を体験していただけるように努力していきます。
子供たちを対象とした自然体験にも取り組んでいきます。

●活動開始 令和４年４月１日

出身地は埼玉県蕨市です。
栃木県矢板市には高原山麓に
広がる森林に魅力を感じて移
住しました！
森林インストラクターで自然
体験活動指導者です。

とある一日の風景・・・・

皆伐再造林にてスギ苗の植栽を実施してい
るところです。多くの方々に植林を体験し
てほしいと思っています。

隊員活動に関するお問い合わせ先
矢板市農林課林政担当

TEL 0287-43-6210
Mail nourin@city.yaita.tochigi.jp

●活動拠点 矢板市東泉594-1（泉の木守屋）
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矢板市 室井 拓也（むろいたくや）

●活動テーマ
矢板市内の森林の整備と保全

●現在の活動内容
市有林や市管理林道、市受託山林等の管理活動
林業・木材産業成長化推進協議会構成団体等に
おける研修
農山村振興関連の地域活動への支援
農山村での事業継承の調査活動

～今後はこんな活動がしたい！～
現在刈払いや伐採作業の技術を習得しつつ、様々な樹種の丸
太から、木製生活雑貨がつくれるかどうか毎日努力していま
す。地域活性化に貢献しつつ、地域資源を用いた木製生活雑
貨の製造・販売に取り組んでいきます。

●活動開始 令和４年７月１日

出身地は栃木県さくら市です。
日常生活で使う身近な木工品
を製造・販売していきたいと
考え、矢板市東泉にある古民
家に移住しました！
宇都宮商工会議所創業スクー
ルを修了しました。

とある一日の風景・・・・

林地残材が木工に活用できるか、丸太の中
の状態を確認しているところです。活動拠
点を自ら整備しています。

隊員活動に関するお問い合わせ先
矢板市農林課林政担当

TEL 0287-43-6210
Mail nourin@city.yaita.tochigi.jp

●活動拠点 矢板市東泉594-1（泉の木守屋）
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●活動テーマ

観光・情報発信

●現在の活動内容

SNSを使用した情報発信
YouTube用の動画撮影及び編集

～今後はこんな活動がしたい！～
若い人たちの力を借りたい！！
というわけで地元高校生との繋がりを構築し、自身の活動内容に絡めた
地域PRの方法を検討中！（動画作成、イベント出店など）
一つの目標として、市内観光名所やグルメを集めた観光ムービーを
作成すること！

●活動開始 令和2年12月9日

とある一日の風景・・・・

いちご一会とちぎ国体！
写真撮影で市内競技を回りました！

隊員活動に関するお問い合わせ先
那須塩原市企画部企画政策課企画政策係
TEL 0287-62-7106

Mail kikakuseisaku@city.nasushiobara.lg.jp

●活動拠点

那須塩原市 企画政策課

出身地は愛知県です！
栃木県の那須塩原には
ずばり「あたたかい人たち」に魅
力を感じて移住しました！
最近は専らゴルフに
ハマってます！（ゴルフ安い！）

那須塩原市 森岡 昇夢（もりおかしょうむ）
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那須塩原市 大束 絵梨（おおつか えり）

●活動テーマ
酪農・乳製品や農畜産物を活かした地域活性化

●現在の活動内容
酪農家や畑農家をまわり、一緒に作業を体験
しながら農業の魅力を再発見しています。
農家さんの想いや乳製品・農作物の情報発信
をし、那須塩原市で新規就農者が増えてほし
いという願いを込めて活動をしています。

～今後はこんな活動がしたい！～

・那須塩原市の乳製品や野菜を使って、生産した農家さんと
一緒にものづくりをするワークショップを開きたい。

・今まで撮った牛の写真で、牛写真展を開きたい。

●活動開始 令和4年5月9日

とある一日の風景・・・・

隊員活動に関するお問い合わせ先
那須塩原市企画部企画政策課企画政策係
TEL 0287-62-7106

Mail kikakuseisaku@city.nasushiobara.lg.jp

●活動拠点
那須塩原市内や周辺地域の農家

出身地は千葉県です。
色んな所で酪農の仕事をしてき
ました。栃木県には大好きな牛
がたくさんいるので移住しまし
た！
趣味は海外を旅すること。
アジアの田舎町や牛がいる風景
が大好きです。

れんこん農家さんの所で収穫体験。
泥に入って進むのは大変だけど
とても楽しかったです！
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那須烏山市 武田 真悠香（たけだ まゆか）

●活動テーマ
移住定住・シティプロモーション

●現在の活動内容
WEB制作のスキルを活かし、市の魅力をPRする

サイトの制作やSNSの運用、動画の制作を行って
います。
現在は、市にゆかりのあるクラシックバイクに

関するサイト「メグロの聖地・那須烏山」や、廃
校を活用したいちご園をPRするサイトを作成して
います。

～今後はこんな活動がしたい！～
WEB制作や動画作成など自分のスキルも活かしながら、今後は市
町の方と一緒に取り組み喜んでいただけ町の魅力を感じてもらう
企画をたくさん行いたいです!

●活動開始 令和４年６月１日

とある一日の風景・・・・

"いちご一会"とちぎ国体で、人工光型植物工
場いちご園 "いちごの学校"のいちごを国体選
手に配っている様子です!!たくさんの選手の
皆さんに喜んでいただけました!

隊員活動に関するお問い合わせ先
那須烏山市まちづくり課 定住推進グループ
TEL 0287-83-1151

Mail machizukuri@city.nasukarasuyama.lg.jp

●活動拠点 市役所まちづくり課・市観光協会 出身地は京都府です。
栃木県には人の温かさに魅力を感じ
て移住しました！
学生と両立しながら、協力隊として
活動しています。
好きなことは、WEB制作やデザイ
ン、音楽です。
スキルを活かして頑張りたいです!

【WEB制作実績】
○メグロの聖地・那須烏山

https://meguro-

nasukarasuyama.com
○山あげ俳句実行委員会

https://yamaage-haiku.studio.site/

○からせん100th 特設サイト
近日公開予定
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下野市 鈴木 祐磨（すずきゆうま）

●活動テーマ
公民連携による地域の賑わいづくり

●現在の活動内容
シモツケ大学事務局・中間支援組織の設立
高校生地域定着促進事業

●活動開始 令和２年７月１５日

とある一日の風景・・・・

写真

高校生と市内で活動するプロジェクトの様
子です。今年は、マップ制作と音楽フェス
を行いました。

隊員活動に関するお問い合わせ先
下野市 総合政策課 地方創生推進グループ
TEL 0285-32-8886

Mail sougouseisaku@city.shimotsuke.lg.jp

●活動拠点 市内全域（特に石橋駅周辺）

～今後はこんな活動がしたい！～
若者とともによりよい地域を目指すNPO法人を設立中です。

中学生、高校生、大学生、若手社会人を中心に、面白いこと
をたくさん企んでいければと思っています！

出身地は千葉県四街道市です。
栃木県には「広い空」と
「ひとの温かさ」に魅力を感じ
て移住しました！
趣味はサウナ、枕投げ、便利

屋さんです。
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下野市 保澤 美幸（ほざわみゆき）

●活動テーマ
移住定住・関係人口創出事業

●現在の活動内容
移住相談業務（移住フェア出展・市内案内等）
移住者サポート
先輩移住者へのインタビュー 等

～今後はこんな活動がしたい！～
もっと下野市を知ってもらえるような企画を考えて市内外

にPRするとともに、下野市に移住してもらいやすいような
環境を整えていきたいと考えています。

●活動開始 令和３年９月１３日

とある一日の風景・・・・

写真

移住者交流会で参加者に虫よけアロマスプ
レーづくりをレクチャーしているところです。

隊員活動に関するお問い合わせ先
下野市 総合政策課 地方創生推進グループ
TEL 0285-32-8886

Mail sougouseisaku@city.shimotsuke.lg.jp

●活動拠点 市内全域
市民活動センター内移住相談窓口

出身地は栃木県真岡市です。
東京生活が長かったのですが、
自然豊かな栃木県で子育てをし
たいと考えて移住しました！
妊娠前まではアロマセラピーや
カイロプラクティックの仕事を
していたのですが、今は趣味と
なっています。
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益子町 塚本 裕太（つかもとゆうた）

●活動テーマ
町内事業(者)の活性化

●現在の活動内容
益子町ふるさと納税特設サイトの運営
町内ポイントカードのデータ分析
益子町公式インスタグラムの運用
町内事業の補助

～今後はこんな活動がしたい！～
今も町内外事業者様の方と関わっておりますが、まだまだ

足りないと思っていますので、より多くの事業者様と接点を
持って仕事をしていきたいと考えています。

●活動開始 令和3年5月1日

とある一日の風景・・・・

写真

ましこラボオフィスの写真です。基本はデ
スクワークを中心に作業を行っていますが、
イベント等は外に出ることもあります。

隊員活動に関するお問い合わせ先
益子町観光商工課
TEL：0285-72-8846

Mail：kankou@town.mashiko.lg.jp

●活動拠点 一般社団法人ましこラボ
出身地は栃木県益子町(Uターン)
です。コロナ禍でも頑張ってい
る地元を手伝いたくて東京から
移住してきました。
微力ながら益子町のお役に立て
ればと思います。
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益子町 六本木 信幸（ろっぽんぎのぶゆき）

●活動テーマ
DMOとして、町内事業者の事業に貢献する

●現在の活動内容
益子町公式観光インスタグラムの運用

～今後はこんな活動がしたい！～

益子町公式観光インスタグラムでの発信を通して、より多
くの人に益子町の魅力を伝えていきたいです。

●活動開始 令和3年9月1日

とある一日の風景・・・・

ひまわり畑で動画撮影を実施しているとこ
ろです。満開を迎え、多くの観光客で賑
わっていました。

隊員活動に関するお問い合わせ先
益子町観光商工課
TEL：0285-72-8846

Mail：kankou@town.mashiko.lg.jp

●活動拠点 一般社団法人ましこラボ
出身地は埼玉県所沢市です。
栃木県には文化に魅力を感
じて移住しました。

休日は「道の駅ましこ」へ
野菜を買いに行きます。
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益子町 勇 利佳（いさみりか）

●活動テーマ
益子町の魅力と情報発信

●現在の活動内容
SNS発信のクリエイティブ作成
ふるさと納税特設サイトの構築及び
クリエイティブ作成

～今後はこんな活動がしたい！～
情報発信の仕方を学ぶ中で、毎日いろいろな発見がありま

す。益子町にはいろんな魅力があるのでノウハウを生かして
その益子の魅力を伝えていけたらと思います。

●活動開始 令和2年10月1日

とある一日の風景・・・・

観光PR、ふるさと納税返礼品紹介のフラ
イヤー、ポスターなどの作成をしています。

隊員活動に関するお問い合わせ先
益子町観光商工課
TEL：0285-72-8846

Mail：kankou@town.mashiko.lg.jp

●活動拠点 一般社団法人ましこラボ
出身地は大阪です。
益子町には豊かな自然、暮らし
に魅力を感じ移住しました！
食べ物、特に素材の美味しさに
感動しています。あとやっぱり
益子の大きな空が大好きです。
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益子町 木村晃基（きむらこうき）

●活動テーマ
益子国際工芸交流事業の工房スタッフ

●現在の活動内容
春・秋それぞれ2ヶ月弱、陶芸作家に益子に
滞在し、益子の土や釉薬を用いて作陶しても
らうアーティスト・イン・レジデンス事業に
従事しています。滞在中は公開制作や実演ワ
ークショップ、記念講演会などのイベント、
滞在後には成果展を開催しています。

～今後はこんな活動がしたい！～
過去に益子焼きに関わってきた方々が築いてきたつながり

を大切にしながら、未来に繋がる新しいつながりを作る仕事
がしたいです。

●活動開始 令和3年4月1日

出身地は栃木県益子町
（Uターン）です。京都
の学校で陶芸を勉強しま
した。
益子はおいしいパン屋さ
んが多いです。

とある一日の風景・・・・

夏休みに実施した子ども向け陶芸体験ワー
クショップの写真です。（2021年8月）

隊員活動に関するお問い合わせ先
益子陶芸美術館 陶芸メッセ・益子
TEL：0285-72-7555

Mail：messe@town.mashiko.lg.jp

●活動拠点 益子陶芸美術館／陶芸メッセ・益子
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●活動テーマ
日本遺産かさましこ事業に関わるPR、文化財等の情報発信

●現在の活動内容
茨城県笠間市と共に益子町が陶芸を軸とし
た文化をPRしており、その発信・広報に写
真やデザインの点で携わっています。他に
も小さいエリアで見所をまとめた地図など
を作成しています。

～今後はこんな活動がしたい！～
笠間市と連携をとりながらやきもの地域の情報と魅力の視

覚化に取り組んでいます。今後は地域の産品を伝えるための
写真スタジオ・事務所を作りたいと考えています。

●活動開始 令和３年４月１日

出身地は東京都です。
陶芸の里益子町の風景と陶芸の
歴史に魅力を感じて移住しまし
た！益子は陶芸家や芸術家も暮
らす美しい里山です。移住者も
広く受け入れてくれる風土を感
じます。

とある一日の風景・・・
・

益子陶器市で日本遺産かさましこPRブー
スを設置しました。（令和４年１１月）

隊員活動に関するお問い合わせ先
益子町生涯学習課（中央公民館）
TEL：0285-72-3101

Mail：syougai@town.mashiko.lg.jp

●活動拠点 益子町中央公民館

益子町 村越慧（むらこしけい）
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益子町 八木 由美子（やぎゆみこ）

●活動テーマ
新しい図書館づくりと現公民館図書室の立て直し

●現在の活動内容
新しい図書館に向けた基盤づくりとして、現公

民館図書室のサービスや制度の見直しを主に行っ
ています。具体的にはデータ整備、書架の変更、
子ども向け工作ほかイベントなど。
令和４年から移動図書館の運行も始めました。

～今後はこんな活動がしたい！～
益子は魅力ある歴史と産業の町なので、誰でも地域資料に

触れられるように体系化して整理し、足りないものを集めて
いきたいです。将来的にはその資料で行政や各種団体が行う
講座やイベントなどをバックアップしていければと思います。

●活動開始 令和３年４月１日

とある一日の風景・・・・

イベントに出動した移動図書館とっくん号。
絵本作家いわむらかずおさんによるかわい
い車体も人気です。

隊員活動に関するお問い合わせ先
益子町生涯学習課（中央公民館）
TEL 0285-72-3101

Mail syougai@town.mashiko.lg.jp

●活動拠点 益子町中央公民館図書室
出身地は福岡県です。前職での
名古屋暮らしの方が長いのです
が、気質がどうにも九州人です。
図書館がない町での図書館立ち
上げという司書冥利に尽きる仕
事、しかもそれが隔月で遊びに
来ていたほど大好きな栃木と
あって即決で来ました。
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益子町 橋本 玲英（はしもとれい）

●活動テーマ
果樹園地継承など農業を仕事とするための仕組みづくり

●現在の活動内容
町内のぶどう園を継承して、自身が果樹農家とし

て生きていくために必要な活動をしております。
後継のいない果樹農家が多い中で、自分のしてき

た活動がモデルケースの一つになればと思います。

～今後はこんな活動がしたい！～
R2年にぶどうの栽培を開始し、R4年で三年目になります。
R5年から新規就農し農家として地域に貢献していきたいです。

●活動開始 令和2年5月1日

とある一日の風景・・・・

写真

ぶどうの房に袋を掛け、熟すのを待つ
今年の出来はどうだろう！？

隊員活動に関するお問い合わせ先
益子町農政課
TEL：0285-72-8835

Mail：nousei@town.mashiko.lg.jp

●活動拠点 益子町上大羽
出身地は北海道です。
埼玉県に移住後
栃木県には豊富な自然に魅力を
感じて移住しました。
休みの日は近くの温泉でゆっく
りしてます。
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益子町 石田 慎一郎（いしだしんいちろう）

●活動テーマ
芳美メロン(アールスメロン)の栽培、販売、ブランディング化

●現在の活動内容
メロン栽培および販売に関わる全ての業務
ましこの新しい特産品として幅広い認知のた
めのSNS発信等

●活動開始 令和4年10月3日

とある一日の風景・・・・

写真

道の駅ましこの自社圃場で育ったメロンを
収穫をしているところです。無事収穫でき、
喜びもひとしおです。

隊員活動に関するお問い合わせ先
益子町農政課
TEL：0285-72-8835

Mail：nousei@town.mashiko.lg.jp

●活動拠点 道の駅ましこ自社圃場

写真

～今後はこんな活動がしたい！～
農産物の中でも最高難易度といわれるメロンを任期中に作れ
るようになること。今はそのことで頭がいっぱいです。その
先のことは今は考えられません！？とにかく、毎日に感謝し、
日々を大切に過ごしていきたいです。

出身地は東京都です。
栃木県には、どこまでも広がる
空と田園に魅力を感じて移住し
ました！
作業中は手拭いを巻いているの
で、道の駅で見かけたらお気軽
にお声がけ下さい！
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茂木町 工藤 寛之（くどうひろゆき）

●活動テーマ
農林業の振興に係る支援活動

●現在の活動内容
（株）美土里農園にて、イチゴやアスパ

ラガスの栽培に携わり、ナイトいちご狩り
など今までなかったイベントを企画。
農園の方々のご指導の下、農業について

日々勉強中。

～今後はこんな活動がしたい！～
平成３０年１月にオープンしたイチゴの観光農園から、町

の農業活性化や地域活性化に繋がるイベントなどを企画して
いきたいです。

●活動開始 令和２年６月1日

とある一日の風景・・・・

イチゴのパック詰め、フィルム貼りをして
いるところです。

隊員活動に関するお問い合わせ先
茂木町農林課内
TEL 0285-63-5634

Mail nourinn@town.motegi.tochigi.jp

●活動拠点 茂木町深沢（美土里農園）

出身地は岩手県です。
茂木町は自然豊かでとても

美味しい農産物があり、農業
に対する取り組みなどに魅力
を感じて移住してきました。
美味しいイチゴやアスパラ

などを作っているのでぜひ美
土里農園にいらしてください。
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茂木町 須藤 奏多（すとうかなた）

●活動テーマ
公営塾スタッフ

●現在の活動内容
高校生への放課後の学習支援

～今後はこんな活動がしたい！～
茂木高校の魅力化づくりを通じて、茂木高校に進学したい

と思ってくれる生徒を増やしたり、高校生が進学後も茂木町
に戻りたいと思ってくれるような環境を作っていければと思
います。

●活動開始 令和４年５月１日

とある一日の風景・・・・

高校で数学講座を実施しているところです。
夏休み中ですが多くの3年生が受講してく
れました。

隊員活動に関するお問い合わせ先
茂木町生涯学習課学校教育係

TEL 0285-63-3337
Mail syougai.gakusyu@town.motegi.tochigi.jp

●活動拠点 栃木県立茂木高等学校

写真

出身地は青森です。
栃木県には季節ごとに移ろう景
観に魅力を感じて移住しました。
趣味は体を動かすことです。
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茂木町 大星 りか（おおぼしりか）

●活動テーマ
公営塾

●現在の活動内容
高校生に向けた放課後の学習サポート

～今後はこんな活動がしたい！～
R３に着任しました。
高校生の意見やアイデアを、町をフィールドに実現してい

けるような環境づくりに取り組みたいです！

●活動開始 令和３年９月１日

とある一日の風景・・・・

自習中の生徒を巡回し、質問対応しています。
一緒に計画を立てながら、
コツコツ頑張っています！

隊員活動に関するお問い合わせ先
茂木町生涯学習課学校教育係
TEL 0285-63-3337

Mail syougai.gakusyu@town.motegi.tochigi.jp

●活動拠点 栃木県立茂木高等学校 出身地は新潟県です。
栃木県には過ごしやすい気候に
魅力を感じて移住しました！

たくさんの自然に囲まれていま
すが、買い物などの便はよく、
とっても住みやすいです。
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茂木町 瀧田 真弓（たきたまゆみ）

●活動テーマ
農林業の振興に係る支援活動

●現在の活動内容
・美土里農園でのイチゴの栽培
・直売所の接客販売、イチゴ狩りの受付
・ECサイトを活用した地域農産物のブランド化
及び販売促進

～今後はこんな活動がしたい！～
・通信販売のシステムを構築し、効率化を目指す
・６次産業化に力を入れ、販売促進につなげたい
・出来る限り「減農薬」を目指し、環境にも人にも良い物を
作りたい

●活動開始 令和4年11月1日

とある一日の風景・・・・

イチゴの収穫をしているところです。

隊員活動に関するお問い合わせ先
茂木町農林課内
TEL：0285-63-5634

Mail：nourinn@town.motegi.tochigi.jp

●活動拠点 茂木町深沢（美土里農園）

東京で20年働いていましたが、
結婚を機に地元の茂木町へのU
ターンを決断しました。
自然豊かで、人が温かい茂木町
が大好きです。移住者も多い町
なので、新たなコミュニティ作
りにも力を入れていきたいです。
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茂木町 瀧田 太一（たきたたいち）

●活動テーマ
農林業の振興に係る支援活動

●現在の活動内容
美土里農園にて観光イチゴ園を軸としたイ

チゴやアスパラガスの栽培に携わる。
先輩の指導を受け、農業について日々勉強中。

～今後はこんな活動がしたい！～
イチゴの観光農園で音楽を通じた触れ合いイベントを企画した

いです。
コーヒーが好きなので、美土里農園のイチゴを使ったデザート

などの新商品を開発し、カフェをオープンしたいです。

●活動開始 令和4年11月1日

とある一日の風景・・・・

イチゴの収穫をしているところです。

隊員活動に関するお問い合わせ先
茂木町農林課内
TEL：0285-63-5634

Mail：nourinn@town.motegi.tochigi.jp

●活動拠点 茂木町深沢（美土里農園）

出身地は東京都です。
茂木町は自然豊かで、有機農業や
美土里堆肥など積極的に農業に取
り組む町であることに魅力を感じ
移住しました。

音楽が大好きで、ギターの弾き語
りやバンド活動をしています。
農業はもちろん、音楽でも地元の
方々と触れ合えたら嬉しいです。
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茂木町 谷川 宜成（たにかわよしなり）

●活動テーマ
勉強を頑張りたい子供たちのサポート

●現在の活動内容
公営塾講師として、中学３年生の学習指導や
学習サポートを行っています

～今後はこんな活動がしたい！～
R４は中３生のみの募集でした。
来年度以降は、１・２年生にも公営塾を利用してもらえるよ
うに、積極的に生徒とかかわっていきたいと思います。

●活動開始 令和４年８月１日

とある一日の風景・・・・

公営塾で生徒が勉強をしているところです。
期末テスト直前なので、みんな熱心に取り
組んでいました。

隊員活動に関するお問い合わせ先
茂木町教育委員会（生涯学習課 学校教育係）
TEL：0285-63-3337

Mail：yougai.gakusyu@town.motegi.tochigi.jp

●活動拠点 茂木中学校

出身地は旧日光市です。

茂木町は、今は無き生まれ故郷
に似ていて、子供のころを思い
出し、懐かしさを感じます。

また、おいしい蕎麦を、いつで
も食べられるのも魅力です。
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茂木町 米村 直人（よねむらなおと）

●活動テーマ
公営塾スタッフ

●現在の活動内容
高校生に向けた放課後の学習サポート

～今後はこんな活動がしたい！～
公営塾の立ち上げメンバーとして配属され、１年が経ちま

した。多くの中学生に「茂木高校に進学したい」と希望して
もらうため、仲間のスタッフと協力して、公営塾を魅力ある
場にしていきたいと考えています。

●活動開始 令和３年９月１日

出身地は東京都です。
栃木県には那珂川と星空に魅力
を感じて移住しました！

趣味は天体観測です。
好きな言葉は中庸です。

とある一日の風景・・・・

高校でゼミナールを実施しているところで
す。古典学習の基礎をおさらいしました。

隊員活動に関するお問い合わせ先
茂木町生涯学習課学校教育係
TEL 0285-63-3337

Mail yougai.gakusyu@town.motegi.tochigi.jp

●活動拠点 栃木県立茂木高等学校
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茂木町 鈴木 浩也（すずきひろや）

●活動テーマ
町内の観光振興および情報発信

●現在の活動内容
未成線ツアー「幻の長倉線」のガイドや、ケ
ーブルテレビに出演し、町内イベントの広報
活動などを行っています。
一人でも多くの方が「茂木ファン」になって
もらえるように心がけながら日々活動して
います。

～今後はこんな活動がしたい！～
「幻の長倉線」の良さをどんどんPRして、より多くの方
にツアーに参加してもらい、茂木といえば長倉線、と言わ
れるようになるくらい広めていきたいです！

●活動開始 令和４年４月１日

とある一日の風景・・・・

写真

長倉線ツアーでガイドをしているところです。
みなさん興味深く聞いてくれました。

隊員活動に関するお問い合わせ先
茂木町 商工観光課 観光係
TEL 0285-63-5644

Mail syoukoukankou@town.motegi.tochigi.jp

●活動拠点 茂木町
出身地は横浜市です。
栃木県の都市と自然がうまく融
合しているところに魅力を感じ
て移住しました！
趣味は鉄道旅行、ドライブ、温
泉巡り、好きな言葉は「One 
for all , All for one 」です。
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市貝町 中島 裕基（なかじまゆうき）

●活動テーマ
見習いファーマー（酪農）

●現在の活動内容
市貝町の酪農家コージーファームで、研修

しています。搾乳や牛の体調管理などの技術
を学んでいます。

～今後はこんな活動がしたい！～
任期終了後には研修先で活躍できるよう、必要とされるス

キルを身につけていきたいです。

●活動開始 令和４年６月１日

とある一日の風景・・・・

農場で子牛に餌をあげているところです。

隊員活動に関するお問い合わせ先
市貝町 農林課 農業振興係
TEL：0285-68-1116

Mail：nourin01@town.ichikai.tochigi.jp

●活動拠点 市貝町 コージーファーム

出身地は茨城県美浦村です。
大好きな動物に接する仕事をす
るため移住しました！

51



市貝町 山田 智貴（やまだともき）

●活動テーマ
見習いファーマー（有機農業）

●現在の活動内容
市貝町の有機農家「旬の野菜 爽菜農園」

にて有機農業の研修をしております。農業の
研修の他、獣害対策研修会の参加やマルシェ
のお手伝いなど、地域や自然に密着した様々
な活動をしています。研修後は町内で新規就
農、独立予定です。

～今後はこんな活動がしたい！～
「食と農」の関係人口を増やすことを独立後の目標として掲

げています。具体的には、農体験やシェア農業などのオープン
な農業、消費者と一緒に収穫から料理までを体験できるイベン
トの開催etc. 実現の為に今は一生懸命に勉強あるのみです！

●活動開始 令和４年９月５日

とある一日の風景・・・・

初めて自分一人でマルチを張っているとき
の様子。ほとんどが初めてなので練習ある
のみです！

隊員活動に関するお問い合わせ先
市貝町 農林課 農業振興係
TEL：0285-68-1116

Mail：nourin01@town.ichikai.tochigi.jp

●活動拠点 市貝町 爽菜農園
出身地は栃木県下野市です。
自然豊かな環境と地域の方の温
かな人柄に魅力を感じて移住し
ました！
趣味は一人旅。各地の自然豊か
な地で素敵な景色を眺めること
が大好きです。
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壬生町 ガンドゥ ベンジャミンデゴワ

●活動テーマ

スポーツコーディネーター

・スポーツ全般 (主にランニングによる健康増進）

・国際交流

●現在の活動内容
・スポーツによる健康づくりやランニングの文化を広めることを目的として、地域の方々との

交流を進めています。(町内の小学校や学童クラブでのランニング教室等）

～今後はこんな活動がしたい！～

・ 外国籍の地域おこし協力隊のため、住民や地域の方々の興味も大きく
交流が活発となり活気が高まってきているため、幅広い世代と交流して
いきたい。

・ 近隣市町より、ランニング講師としての要望もあり、町情報の発信にも
取り組んでいきたい。

●活動開始 令和２年８月１日

出身地はケニアです。
栃木県には豊かな自然に魅力を
感じて移住しました！
趣味はランニングです。

とある一日の風景・・・・

写真

町内の学童クラブで、鬼ごっこ（しっぽ鬼）をし
ているところです。子どもたちに、遊びから走る
楽しみを感じてもらえるよう取り組んでいます。

隊員活動に関するお問い合わせ先
壬生町 スポーツ振興課
TEL：0282-82-2345

Mail：sports@town.mibu.tochigi.jp

●活動拠点 壬生町立体育館
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那須町 塩野目 真実（しおのめまみ）

●活動テーマ
ふるさと納税に関する業務

●現在の活動内容
まずはふるさと納税の基礎知識をつけるべく、
寄附者様や事業者様の対応を行っています。
最近は那須町のふるさと納税を盛り上げるた
めに、SNSの発信やPRツールの作成、サイト
ページの編集などを行っています

～今後はこんな活動がしたい！～

・返礼品の新規開拓
・返礼品の紹介など定期的な情報発信

●活動開始 令和 ４年５月１日

とある一日の風景・・・・

道の駅に設置しているふるさと納税自動販
売機の紹介ツールを作成し掲示しました。

隊員活動に関するお問い合わせ先
那須町ふるさと定住課
TEL 0287-72-6955

Mail teiju@town.nasu.lg.jp

●活動拠点 那須町役場 企画財政課
出身地は那須町です。
進学を機に地元を離れていまし
たが、今年Uターンしてきました

栃木県の魅力は、自然と観光資
源が豊富な点だと思います
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写真那須町 福屋 浩幸（ふくやひろゆき）

●活動テーマ
ICT普及

●現在の活動内容
・公民館でのパソコン講座
・教育相談室での学習支援
・パソコン全般の相談対応
・校内ライブ配信システムの構築、整備
・中学生へのパソコン自作サポート
・通信票、調査書作成支援システムの製作

●活動開始 令和２年８月１日

とある一日の風景・・・・

写真

中学校で文化祭ライブ配信の準備。
情報保護のためインターネットは不使用。
（オンプレミス jitsi）

隊員活動に関するお問い合わせ先
那須町役場学校教育課
TEL 0287-72-6922

Mail 

●活動拠点 那須町役場学校教育課
出身地は鹿児島県です。
栃木県には協力隊の募集内容に
魅力を感じて移住しました！
趣味はオートバイです。
好きな言葉は「まだ使える」
好きな言葉は「まだ食える」
好きな言葉は「まだいける」

～今後はこんな活動がしたい！～
R４にパソコン相談室ができました。那須町の方々が気軽

に立ち寄りコンピュータの楽しみ方を提案し合う場所を目指
します。また、高校生に健全なたまり場を提供したいです。
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那珂川町 藤田 美幸（ふじた みゆき）

●活動テーマ
旅行商品の造成・運営・プロモーション業務

●現在の活動内容
自分が那珂川町を楽しむ！をモットーに、

地域の観光地や飲食店を巡り、主にインスタ
グラムで情報発信を行っています。町には美
しい景色や温泉、美味しいものが沢山あるの
で、「何にもない」が口癖の町民に、まずは
自信を持って町を好きになって欲しいという
思いで活動しています！

～今後はこんな活動がしたい！～
現在は町のことをたくさん知る段階とし、今後は那珂川町

へ観光に来る方に魅力を伝えられる、旅行商品の造成や町の
巡り方を伝えるツール作りが目標です！

●活動開始 令和４年４月１日

とある一日の風景・・・・

「夕焼け商店街」。道路の真ん中に落ちる
夕日の写真を撮りに行きました。

隊員活動に関するお問い合わせ先
那珂川町役場企画財政課 なかがわぐらし推進係
TEL：0287-92-1114

Mail：gurashi@town.tochigi-Nakagawa.lg.jp

●活動拠点 那珂川町内 出身地は那珂川町です。
栃木県には美しい自然のある風
景や、のんびりと流れる時間に
魅力を感じて移住しました！
大学進学時から出ていた地元へ、
地域おこし協力隊員として帰っ
てきました。少しでも地域に貢
献できるよう頑張ります！
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那珂川町 鹿児嶋 信（かごしまあきら）

●活動テーマ
まちづくり会社のサポート業務

●現在の活動内容
配属先である創生なかがわ株式会社で、主に
IT関連業務の請負サービス（イベント参加者
のWEBを介した応募システムなど）と、地域
の特色を活かす商品開発等を行っています。
その他、ドローンを活用しSNSで町の様子を
配信しています。

～今後はこんな活動がしたい！～
町のさらなる活性化のために、商品やサービスが売れる仕組
み作りを作った上で、必要されるものと町を代表するものと
を組み合わせ、様々な種類の新商品開発に取り組みたいと思
います。

●活動開始 令和３年５月１日

とある一日の風景・・・・

レーザーカッターを使用し、商品の制作を
行っているところです。

隊員活動に関するお問い合わせ先
那珂川町役場企画財政課 なかがわぐらし推進係
TEL： 0287-92-1114

Mail ： gurashi@town.tochigi-nakagawa.lg.jp

●活動拠点 創生なかがわ株式会社
移住前は神奈川県に住み都内に
勤務しておりました。
栃木県には結婚を機に移住しま
した！
趣味は写真撮影やインターネッ
ト、グラフィックデザイン関連
です。
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那珂川町 新芝 悠希（しんしばゆうき）

●活動テーマ
観光協会やまちづくり会社のサポート及び地域コーディネート業務

●現在の活動内容
現地着地型ツアーをはじめ、オンラインツアー

などの企画運営を行っています。また、観光地で
リモートワークを行うワーケーションの実施や池
袋や東京都日本橋をはじめとした様々な都市にお
ける物産販売と観光PR業務を行っています。

～今後はこんな活動がしたい！～
私のミッションはとても地域おこし協力隊らしい活動内容

だと感じております。まだまだ知られていない那珂川町の魅
力をもっと発掘して発信していきたいと思います。

●活動開始 令和３年１月１日

とある一日の風景・・・・

写真

東京日本橋にて、物産販売及び観光PRイベ
ントに行ったときの写真です。地域おこし
協力隊全員で一丸となって頑張りました！

隊員活動に関するお問い合わせ先
那珂川町役場企画財政課 なかがわぐらし推進課
TEL：0287-92-1114

Mail：gurashi@town.tochigi-nakagawa.lg.jp

●活動拠点那珂川町内

出身地は千葉県佐倉市です。
栃木県には那珂川町に住む人々
の温かさに魅力を感じ、移住し
ました。趣味は旅行や食べ歩き、
アウトドア活動などです。
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那珂川町 須藤 ゆう（すどう ゆう）

●活動テーマ
食と農の拠点『那珂川Base（仮）』の加工施設及び食堂の立ち上げ
及び運営支援

●現在の活動内容
６次産業化に向けて加工技術の習得、試作品
の作成、マーケティング調査、販路開拓、町
内生産者との交流及び情報発信、食育や地産
地消の取り組み、郷土料理の伝承、遊休農地
の活用方法の検討などを行っています。

～今後はこんな活動がしたい！～

退任後の目標として、屋号『YURURi』として桃と野菜の栽
培や、加工品の製造、お惣菜やお弁当の移動販売などをして
いきたいなと考えています。また、味噌作り講座やマルシェ
の開催、出店等もしていきたいです！

●活動開始 令和４年４月1日

とある一日の風景・・・・

町内で開催されたナカマルシェで、ピクル
ス作りのワークショップを実施していると
ころです。

隊員活動に関するお問い合わせ先
那珂川町役場企画財政課なかがわぐらし推進係
TEL 0287-92-1114

Mail nakagawa.chiikiokoshi@gmail.com

●活動拠点 那珂川町内 出身地は三重県です。
栃木県には四季の彩り豊かな自然に魅
力を感じ移住しました！
趣味は料理、キャンプ、食べ歩き、手
芸など沢山あります！
座右の銘は
『やってみよう、やってみよう』です。
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