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2 0 2 2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
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ツノスポーツコミッションの活動を主にご紹介します！今号の
内容は

（都農町まちづくり課）

０１

大きなニュースが飛び込んできました。��月、スポーツ庁の表彰に都農町が表彰されたのです！
どんな表彰で、どうして受賞したのか。今回は受賞に至った都農町での取り組みについて解説します。

KYOURYOKU！

スポーツ庁が「スポーツ × まちづくり」に励む自治体を表彰！

スポまち！長官表彰 2022

つの職育プロジェクトって？ 都農町へ移住してきた若者が、 町内での職業体験を通し
職業スキルを習得しながら、 地域の課題解決を目指しています。

「つの職育プロジェクト」 がどうして町の活性化につながるの？

都農町

・若者世代の人口増加
・労働力、 担い手不足の緩和
・町内での消費UP、 経済活性化

・社会経験を積み、 スキルが身に付く
・人脈や地縁ができ、 定住へつながる
・引退後の夢や目標が見つかる

ヴェロスクロノス都農を都農町へ誘致

※順不同。R4.11.14時点での職育先

今年 2月に開催されたスポーツ庁主催のシンポジウムでも「つの職育プロジェクト」の取り組みを紹介！

2019年に拠点を都農町に移した
サッカークラブ

都農町

職育先
町内での

ヴェロスクロノス都農

ツノスポーツコミッション

都農町のスポーツ × まちづくり
はアツい！！

（株式会社J.FC宮崎）

人材募集
行政支援
事業連携

労働力対策
移住定住促進
地域活性

町内のお困りごとの
ある農家さんなど

・河野果樹園・つの農産・パントリーけいすけ
・尾鈴荘デイサービスセンター ・都農ペレット工業
・ホンダカーズ都農店・小川忠良商店(エネオス )

国や全国の自治体から注目の的！？

「地域おこし協力隊」 として地域活動に励んでいます▲

都農町で生活し、 働くことで…選手やその家族が移住することで…

若者がサッカーに打ち込みながら職業スキルを身につけ、町の活力となる仕組みなんですね！

協力します！協力します！

受賞！

「スポまち！長官表彰」 って？ どうして都農町が表彰されたの？

昨年スポーツ庁が創設した「スポーツ・健
康まちづくり優良自治体表彰」のこと。ス
ポーツを活用したまちづくりに積極的に取
り組む自治体を表彰することで、全国の地
方自治体にその取り組みをシェアし、ス
ポーツ×まちづくりの全国的な発展につ
なげるために設けられた制度です。

今回表彰の対象となった取り組みは、
都農町が株式会社J.FC宮崎、ツノス
ポーツコミッションと共に推進して
いる「つの職育プロジェクト」。スポー
ツで町の課題を解決するユニークな
仕組みと町全体を巻き込んだ取り組
みが評価されました。

都農町と株式会社 J.FC 宮崎（ヴェロスク
ロノス都農）、ツノスポーツコミッションの
三者がそれぞれの資源や機能などの活用を
図りながら、都農町への移住・定住を促し、
都農町の農業・商業・工業・福祉等、労働
力が不足しているあらゆる分野における町
内事業所等での職場体験を通し、自分に適す
る職業を見つけた若者が町の新しい活力に
なっていくことを目指します。

「スポーツで人・事業・企業を呼び込む」
活動を行うツノスポーツコミッション。町
とクラブチームとの三者協定により町の活
性化を図る「つの職育プロジェクト」は今
回の表彰を機にます
ます注目される取り組
みになります。今後も
町の皆さまのご協力、
よろしくお願いします。

祝

移住した選手や高校生
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 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。
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3年間の集大成が出せた
リーグ戦。自ら考え前向
きに取り組む選手たちに
はまだまだ伸びしろを感
じます。これからも応援
よろしくお願いします！

国や県の仕事も請負う河北さん
のすごさを実感！足場から現場
を見学し、１から色んな人が関
わって１つのものが出来上がる
　　　　　ことを学びました。

サッカー以外の世界にあまり興
味がなかったけれど、釘を使わ
ない伝統技術に驚いたり、サッ
カーに通じるところもあったり、　
　　　　新たな発見がありました！

次号は 12 月発行予定です。
次の活動内容も
お楽しみに！

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

0983-32-0137

＜＜お問い合わせ ・ 見学申し込み＞＞

U-15
NEWS

U-18
NEWS

入会 ・ 入団募集中！スクール

1 位

U-18U-15

県北１部リーグ→県３部リーグへ

得点ランキング

みんなサッカーが大好きで仲が良い。
互いを認め合っている雰囲気です！

検査用コンクリ
ートに興味津々 ！

▲重要文化財の保存修理現場の内部へ

2 人のアカデミー生に感想を聞きました

▼新築中の春の山団地

U-18の試合で高いレベルでの実戦経
験を重ね、成長へつながっています！

現役選手や海外での指導歴がある
など、経験豊かな指導陣と接する
ことは人間的にも磨かれるはず。

スコア

ワ  ケ

チームの雰囲気◎

高校生の試合に出場

多様なコーチ ・ スタッフ陣

黒木翔 （３年）

全勝優勝＆昇格達成！！ 「働く」 を現場で体感！
都農町の企業が会社見学会を実施

業界 ・ 会社の仕事を知る

仕事の現場を知る

オンライン健康体操、 配信中！
12/27 まで！

タイミートラベルで
人手不足を解消しませんか？

農家の皆さん！

都農町の魅力を動画で定期発信しています。
スマホやタブレットからぜひご覧ください！

都農ワイナリーに

待望のベーカリー

OPEN！
タブレットの使い方がわからない方は
協力隊が説明に伺います♪

農業
移住
促進

その
他

都農町社会福祉協議会・つの未来
財団と連携し、鍼灸の資格を持つ
野亀隊員とサッカー選手である杉
山隊員が、高齢者を対象とした健
康体操を令和4年12月27日まで
オンラインで配信しています。

タイミートラベルという人材募集サ
イトを活用し、中長期で人手がほし
い農家さんと地方で働きたい若者を
マッチングさせるサポートを行って
います。気になる方は、お気軽に下
記までお問い合わせください。▼

SNSを CHECK！
旬のアカデミー情報は

生活の様子試合情報 Instagram Facebook

前期に県北２部リーグから１部リーグへ昇格した
U-15が10月23日の最終節FC 延岡AGATA戦に勝ち、
全勝優勝！県３部リーグへの昇格を果たしました。

アカデミーパートナーでもある株式会社河北様がアカ
デミーの高校生に向けて会社見学会を 2 日に分けて実
施。将来の働き方を考える良い機会となったようです。

0983－32－0137 info@tsunospo.com

建設業界ならでは
の仕事の話やデジ
タルを活用した管
理の話など、わか
りやすく説明して
頂きました。

赤木家住宅や春の
山団地の工事現場
を見学。現場に合
わせた技術や施工
法、工事の流れを
現場で学びました。

特に最終節は勝った方が昇格という白熱の一戦に。
一進一退の攻防戦の中で１点をとり勝ち切りました！

会社見学を終えてー

U－15好調の理由

アス農隊がお手伝いに伺います！
短期＆急ぎのお手伝いなら 参加希望の方は

までご連絡ください！

１節 ： VS 高千穂中 5-0　
２節 ： VS 尚学館中 14-0　
3 節 ： VS 高鍋西中 11-0　
4 節 ： VS 土々呂中 5-0　
5 節 ： VS 唐瀬原中 18-0　
6 節 ： VS FC 延岡 AGATA 1-0　

戦
　
績

16
2 位 河野大翔 （３年）11
3 位 青山雄皇 （2 年）

黒木 歩琉
くろぎ              あいる

くろ　ぎ      かける

かわ  の         だいと

あおやま       ゆうご

はせ            じゅひろ

門川町出身
高校 1 年生 高校３年生

静岡県出身

春の山団地を見学！ 赤木家住宅を見学！

長谷 樹大

 9
監督より
ひとこと

県北 1 部リーグ
チーム内

PR動画

１
親子ふれあい

サッカー教室

開催しました

PR動画
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