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若い力を町の活力に！

つのおこ新聞は一般社団法人ツノスポーツコミッションが2019年に都農町と株式会社J.FC宮崎と共に締結した地域活性化プロジェクト
【つの職育プロジェクト】の活動を町民の皆さまへ紹介する月刊のおたよりです。

月刊

「つの職育プロジェクト」の活動をご紹介します！今号の
内容は

（都農町まちづくり課）

０１

空
き
家
対
策 都農町の空き家を未来の資源に！

Q Q

お困りごとは空き家対策隊にお任せください！お困りごとは空き家対策隊にお任せください！

どうして空き家の管理を怠ると
問題なの？

ツノスポーツコミッションが
取り組む空き家対策事業って？

空き家は 「適切な管理」 が大切です！ 「住める家」 を増やし、 町の活性化へ！

隊員たちが空き家を　　　   レスキュー！

片付け

片付け

草刈り

草刈り

ご相談

大変な管理をお手伝いしています！

空き家のお困りごと、ありませんか？

承ります！

0983－32－0137
info@tsunospo.com

tel

mail

ツノスポーツコミッション・空き家対策担当

一定期間、住まいとして活用されていない「空き家」。放置が続くと、さまざまなリスク
が生じます。今回は、都農町の空き家問題の解決に向けた具体的な取り組みを紹介します。

火災や倒壊、空き巣などの犯罪リスクが高まり
ます。行政から管理不十分の空き家【特定空き家】
に認定されると、固定資産税が上がるなど
金銭面でも負担が大きくなります。

移住定住促進事業の一環で、空き家を「町
の未来の資源」として活用できるよう、空
き家に関する相談や管理のお手伝い・
サポートを行っています。

POINT! POINT!

町の方の声

空き家対策は
一日にしてならず！？

活
動

残すものと不用品を
仕分けたり、部屋の
清掃をしたり、屋内
の環境を整えます。

そのほか、台風時対策・全室換気・雨漏り＆カビの
チェックなど必要な管理をサポートします！

これからの季節、骨
が折れる草刈りもお
まかせ！要望に合わ
せて草の処分や除草
剤の散布も行います。

どんげかせんと
いかん草刈り。
一気にきれいに
なって本当に助
かりました！

管理は労力がい
るもの。手間が
かかる作業を代
行します！

空き家訪問

空き家研修

空き家について学んでいます！活
動

町内の空き家を訪問
し、住み手の立場に
なって家の状態を
チェックしています。

他地域の空き家対策の
取り組みや、「販売図
面（※）」の作成方法な
どを学んでいます。

空き家の活用法の模索や、住み手との最良の
マッチングを目指し、日々勉強しています！

（※）物件概要、セールスポイント、物件写真などを掲載した資料のこと。

問い合わせ

はこちら

コツ
コツ



　　地域おこし協力隊って？
ここでプチ情報！

０2

アカ
デミ
ー

 NEWS
子ども × まち × スポーツ

ツノスポ育成

--- ツノスポーツコミッションの育成事業について ---

（※）ツノスポーツアカデミーはツノスポーツコミッションが2020年4月に開校し、スポーツ・教育・生活・職育を通した人材育成を目指しています。

ツノスポーツコミッションは、都農町拠点のサッカークラブ「ヴェロスクロノス
都農」と協働しながらスクールやチーム活動、「ツノスポーツアカデミー（※）」を
運営し、スポーツを通して町全体で子どもの成長を育む取り組みを行っています。

農業
０３

アス農日誌
アスリート×農業＝アス農！

PR
NEWS !

P R
０４ P R 班 が

自 ら 活 動 P R つのおこ発信  最前線

町の人と共に魅力発信！
PR ネタ募集！

STAR
T!!

ツノスポーツコミッションの農業班は
全員アスリート・全員農業（ほぼ）初心者。
都農町の農業の活性化を目指して
体当たりで頑張っています！

町の労働力不足のチカラになる農業を学ぶ農家さんお手伝い
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次号は 7 月発行予定です。
次の活動内容も
お楽しみに！

※テーマは変更する場合もあります

Mail: academy@tsunospo.com
Tel：  0983-32-0137

抜群のチームワークで　　

＜＜お問い合わせ ・ 見学申し込み＞＞

info@tsunospo.com

サッカーの上達に全集中！！

スキルアップ
サッカースクール
無料体験会

地方自治体が都市住民を地
域おこし協力隊として委嘱
し、地域協力活動に従事し
てもらいながら当該地域へ
の定住・定着を図る取り組
みに対して、総務省が財政
支援する制度です。

人手不足の農家さんのもとで、
ぶどう、梨、じゃがいも、ズッキー
ニなど多様な作物の作業のお手
伝いに励みました。日頃培って
いるパワーとチーム力で、大変
な作業をサポートしています。

⇩下記までお送りください

7月に正式開校予定の、サッカー
経験者に特化したスクールの体
験会の様子をご紹介します！

小学校４～６年生のゴール
デンエイジ（※）対象
経験豊富なスタッフ陣によ
る丁寧な指導
技術向上にフォーカスした
多彩な練習カリキュラム

このスクールの特徴

１

2

3

（※） 運動学習能力が向上し、 動作習得に最も有利な時期。

第一回体験会 松森優介
コーチ

松岡悠太コーチ

山本 奈

レポート！

U－15
NEWS

6/9 ( 木 )

詳細はお問合せください！

▲明るい雰囲気で、元気に作業！

旧都農高校
第二グラウンドに集合！

ウォーミングアップ！

クラブユース選手権ベスト８！

ボール練習

対人練習

ゲーム形式

この日を終えてー
6 月 無 料 体 験 会 実 施 中 ！
毎週木曜：18時半～20時、定員あり

最初は皆緊張した様子
でしたが、少しずつ良
いコミュニケーション
が生まれるように！

参加児童 40 名に保護者などを加え
ると計 100 名もの方が町内外から
集まってくれました。サッカーの
上達だけでなく社会性を身につけ
る場にもなればと思っています。

U-15 クラブユース選手
権宮崎県大会は準々 決勝
で敗退したものの、ベス
ト８入りを達成しました！

この日のテーマは
「パス＆コントロー
ル」。皆がボールに
触れ、常に動きが
生まれるメニュー
を取り入れました！

START!
FINISH!

6/16「守備の原理原則」
6/23「３人目の動き・関わり方」
6/30「ゲームで実践」

テ
ー
マ

（U-18コーチ）
まつおか ゆうた

やまもと だい

まつもり ゆうすけ

メインコーチ

（U-18監督）

いいよ～！
その調子！みんな

サッカ
ーに

夢中！

スペイン式のメニューも！

お申し込みはこちら

U－18
NEWS

入会 ・ 入団募集中！スクール U-15 U-18株式会社河北様を訪問！

アカデミーパートナーの
株式会社河北様を訪問！
今シーズンの戦績や今後
の抱負をご報告しました。

チームプレーで作業の時短に貢献！

アスリート農業隊が力になります！

人手が足りない! 力仕事が大変!

0983-32-0137

早朝6：00～８：30
午後２：00～応相談

お手伝い可能時間
募集！

農家の皆さん！
繁忙期・ピンポイントで
人手がほしい・高齢で大
変… ぜひご相談ください！

TEL

都農町のディープな魅力を発信
する新企画「都農町の実は…」
には、町の方がたっぷり出演！
町外への PR だけではなく、町
の大切な「記録」として残して
いくことも意識しています。

動画新企画、お披露目間近！

▲第一回テーマは「トロッコ道」

都農町民も知らないよう
な「町を一層好きになる」
ディープなネタをぜひ教
えてください！


