
 

 

総務経済委員会行政視察調査報告書 

 

 

１．調 査 月 日  平成２７年１０月２０日から１０月２３日まで 

 

 

２．調査都市・項目  福岡県 大野城市 

・おおのじょうまちなかわくわくパビリオンにつ

いて 

熊本県 天草市 

・天草宝島二地域就労促進事業（天草宝島人材育

成事業）について 

熊本県 上天草市 

・観光おもてなし課の業務内容と人材育成の取組

みについて 

・国際的６次産業化マスタープランについて 

熊本県 玉名市 

・６次産業推進について 

 

 

３．調査派遣委員  渡 部 眞 美   井 戸 達 也 

川原田 英 世   工 藤 英 治 

佐々木 玲 子   田 島 央 一 

立 崎 聡 一   松 浦 敏 司 

 

 

４．調 査 結 果   別紙のとおり 
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平成２７年度 総務経済委員会行政視察調査報告書 

委員長 渡部 眞美 

 

日程：２０１５年１０月２０日（火）～２３日（金） 

福岡県大野城市 まちなかわくわくパピリオン事業について 

熊本県天草市  天草宝島二地域就労促進事業・人材育成事業について 

熊本県上天草市 ①観光おもてなし課の業務内容と人材育成の取組みについて 

        ②国際的６次産業化マスタープランについて 

熊本県玉名市  ６次産業推進事業について  

１０月２０日から２３日の日程で総務文教委員会所管行政視察をしてまいりまし

たので下記、報告をいたします。 

 

１．大野城市･･･まちなかわくわくパピリオンについて 

 福岡市に隣接し交通の便も良く自然も多く残っていることからベットタウンとし

て市内外に認知されている。史跡等を多くを有しているが、市としてこれまで「観光」

に積極的に力を入れてこなかった。 

 平成２２年、九州大学との官学連携プロジェクトを一年半かけて 

「地域資源や人財同士の結びつきがまちの魅力を高める」→その後のにぎわいづくり

の方向性となる 「観光」より「にぎわい」 

 平成２３年、商工会が「地域力活用新事業・全国展開プロジェクト」に応募したこ

とをきっかけに商工会が中心となって、市は共催の位置づけではあるが、事務局とし

て企画運営にも携わり密な連携を取って本事業を展開している。 

 

 H23 年度調査研究 H24～25 年度 事業実施（全国展開プロジェクトの補助事業） 

事業概要～１０月～１２月の２ヶ月間でお店や自然の地域資源を活用した２２の

体験プログラムを市内いたるところで開催することで魅力を体験してもらい、まち全

体でにぎわいを生み出すイベント。 

（自動車学校のコースを使用した「三輪車 3 時間耐久レース」、山歩きや料理教室を

体験し交流を深める婚活・恋活プログラム、ワンスプーンで街のランチを試食する〝

まち歩き“市内事業者による料理教室や繭パフ作り、靴作り体験、など） 
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 三年間で参加者も倍増しており大野城市のにぎわい創出を図っている事業である。 

H26 年度より商工会の「全国展開プロジェクト」補助事業から外れたことによる事業

費の捻出が課題であるが、広告協賛を募集し（１００万）商工会事業費（２５０万）

市補助金（１５０万）計５００万で運営 

今後は新たな団体「にぎわいづくり協議会」を立ち上げ、事務局を移管予定とのこと

である。 

 

商工会が中心であること、２ヶ月に絞った事業者提案型のイベントであることが特

徴的な事業でしたが、大野城市には観光協会がないことや、これまで「観光」に取り

組むことをしてこなかったことが背景にあるものと思いました。  

担当課の環境生活部産業振興課商工観光・労働から本年“ふるさとにぎわい課”と

なっていた担当者の「あくまで事業者さんが主役」との言葉が印象的であり、本事業

に対する市のかかわりや「にぎわい」を目的としていることなど明確な視点で推進す

ることで、イベント以外にも食品開発も進むなど効果が波及してきている事業である

と感じました。 

 

 

２．天草市･･･二地域就労促進事業・人材育成事業について 

 基幹産業である農林水産業の一次産業従事者の高齢化・後継者不足、進学や就職で

天草を離れる若者が２割しか戻ってきていない。急速な人口減少や高齢化が進んでい

る（高齢化率３４％）→雇用の創出や交流人口の拡大が重要な課題となっている。 

「起業」「新事業の創造」に向けた人材育成→新たな価値（新事業の創造・起業） 

→雇用の創出・交流人口の拡大 

 

二地域就労･･･都市部等の企業が天草とつながり、関わり合いを持ちながら社員を就 

労させ、または就労を支援し、天草の中で一緒になって新たな仕事や生 

業を生み出す営み 

→都市部等からのノウハウや知識、感性がもたらされ、天草に根付く仕 

事が生み出される。企業誘致ではなく新たな仕事や生業を創出する方法 

二地域プロジェクト～京都大学経営管理大学院と連携し「企業と地域の新たな関わり

づくり」を進めるための取組み 
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① 都市部企業と天草の企業が結びつく 

  例）天草の自動車部品工場が熊本市のベビーリーフ有機栽培の会社とマッチイン

グ。熊本の会社は栽培先の確保により事業拡大、自動車部品工場は農業部門の強化

が図られ雇用の維持・拡大など双方の企業に効果をあげている。  

② 都市部企業と天草の複数企業が結びつく   

例）東京の食品販売やレストラン経営を行う会社と天草の農畜産物の生産者と

ファームにより、ブランド化アジア等への販路開拓する事業 

③ 都市部人材と天草の企業・組織が結びつく 

 例）ANA より社員派遣を行い、農水産加工人等の販路拡大や島民のおもてなし

力の向上を進めている 

④ 都市部のセカンドライフ志向者と天草の企業・組織が結びつく 

 

 こうした事業の中でも③の ANA からの２名の人材派遣は、都市部との結びつきに

とどまらず商品販路拡大や“おもてなしセミナー”の開催など、それぞれの持ってい

るノウハウを発揮される活動が、地域や人に大きな影響を与え成果につながっている

と感じました。 

１００人の従業員がいる企業誘致より市内１００店舗に一人の雇用増を目指す！ 

といった目的意識がしっかりした言葉に感銘しました。 

 

人材育成事業 

○人材育成基盤の強化を進めるため「天草宝島起業塾」を開催し、新たな起業家の育

成や新事業の創造を進める人材の育成を行っている。 

平成２４年度からは将来の人材育成として「高校生を対象にした起業塾」も開催し

ているのが特徴的であった。高校生に就職ではなく〝起業“のテーマは難しい点もあ

り、今後は学校側の理解を求めるなどの課題はあるが、受講後のアンケート結果から

「天草で働きたい」という回答が半数以上を占めていたことや「企業したい」との回

答があったこと、さらに、商店街に行かない理由としてシャッター街が暗くて怖いな

ど今後のまちづくりにも生かせる”高校生の意見・考えを聞くこと“ができた事は本

事業を通して、大きな成果であろうと感じました。 
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３．上天草市･･･①おもてなし課の業務と人材育成の取組みについて 

 平成２４年をピークに観光入込客数が落ち込んできた。→観光振興強化の必要性 

元々商工観光課だったが商工と観光が係を超えてチームワークを持つことが困難で

あり H25．4「観光おもてなし課」を設置した。（課員からの公募によるネーミング） 

  

職員の意識改革が必要･･･公務員から、行政マンへ 

観光戦略推進員の導入･･･高度な専門的知識や経験を有する者を民間企業から受け

入れた。㈱リクルート H24．4～H27．3 

↓ 

行政変革コアチーム創り～行政内の関係性を変え、行政マンの主体性を引き出し、意

思を持って仕事ができるようになる。地域を巻き込み、市民と協働。 

※行政から始まった「影響の輪」が地域へと広がる 

  ・2 ヶ月に一度約５時間の「集合研修」 

  ・自ら決めた「アクション」を実践（体験学習） 

  ・アクションのフォローセッション 

組織の成功循環モデル～人間関係の質が高まると、会話を通しアイディアが生まれ、

行動の質が高まり、結果の質につながる。結果を求める前に「関係の質」を高める

ことが大切。 

 これまでの商工観光課のイメージが 縦割り、個人・行政目線、遠慮、内向き 

⇒チームワーク、地域目線、主体性、外向き 

影響の輪を広げる試み･･･上天草未来みんなゴト会議～研修を活かし、市民が主役

と感じられる場づくりを、観光おもてなし課のチームが考案 

 

こうした行政から始まった変革、人づくりの取り組みが地域の変化につながり、住

民とともに地域を変えていく状態に。民間主導の「上天草海風マルシェ」開催など成

果が生まれている。 

本事業から、これからの地域ブランドとは、観光地や特産品ではなく、地域の取り

組みや人そのものであるということを深く感じました。 
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②国際的 6 次産業化マスタープランについて 

 将来の人口減少により自治体維持が困難になる、経済の立て直しによる雇用創出を

目指し１０年間の計画を作成。(H24～H33) 

〈現状〉農商工連携による６次産業化や生産者が加工販売まで担う６次産業化を推進

するため、市産品の付加価値を向上させる加工品開発研究、商品販売促進に対する相

談対応を行い、これまで市と市内業者が連携し、市産品を利用した付加価値を高める

開発、市外への販路拡大に取り組んできた。 

〈課題〉個々の販売促進成果のスキル不足や営業力、企画力の能力強化が必要である。 

また、市内事業者の販売力支援として、商品力を向上させるための試験販売や情報

発信する拠点、取引の機会を設ける必要がある。 

上記課題を踏まえた今年度 H26 の事業実施内容 

① スキルアップ研修事業 ②アンテナショップ出店事業 ③大消費地における販

路開拓事業 

新商品開発・販売～事業者に手を挙げてもらいレシピ（４６商品生まれている） 

 

今年度（平成２７年）からは、地方創生の一環として位置づけ、商品能力の向上を

目指しアンテナショップでは「物産と観光」と言うような形で〝売りにもっていく“ 

今後ブラッシュアップするため評価委員会を立ち上げ、自分たちの商品に求められ

ているものを把握するため、平成３０年までに市が中心から民間主導に移行「農林水

産物ブランド推進協議会」 

１０年間で、経済効果目標額を５０億円とし、売れる商品の開発からターゲットを

絞った PR 展開を図り、最終的に海外へ販路拡大をするという高い目標を打ち出して

いる計画であり、私の少々の不安を跳ね除ける担当者の大らかな自信が伺え、大切な

ことと感じました。 

 

 

４．玉名市･･･６次産業推進事業について 

 農業従事者の高齢化、後継者不足、所得減少など農業を取り巻く環境の変化に伴い、

地域経済の再建・活性化を図るために地域基幹産業が連携を強化し、地域資源に付加

価値を付けて地域加工品として販路拡大に向けた取り組みが重要である。と考え基本

計画の主要施策として平成２３年４月に「玉名市 6 次産業推進室」を設置した。 
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農林水産の生産者の所得向上、雇用拡大、地域の活性化を目指すため 

〝生産者の多角経営化支援“起業家精神の育成を推進する方針 

内部向け組織                 市民（事業者）向け事業 

 

 

 

 

 

 

  

～行政として可能な制度・施策の検討 

 

補助金制度･･･１０万～５００万円以内の 2 分の１以内 3 年間の支援 

① 研修開発費（原材料、機械購入、委託等） 

② 事業推進費等（許可等の取得費用等） 

③ 販路開拓費（展示会会場費、広告費 HP 作成費等） 

H23 年～H27 年 延べ１３事業者（６個人､３グループ､４法人）2658.5 万円 

 

このような取組みを行ってきた成果として農産物加工品 ５９品目以上の実績 

 ・みかんチップス ・ジャム ・ゼリー ・焼きドーナツ など 

 

プレイヤーは事業者であり、６次産業化に向けて付加価値をつけるのは〝生産者の思

い入れ“が何より大切である。そこで行政に何ができるか？ 

 行政支援というよりも、中小企業診断士や、６次産業サポートセンターなどの多角

的支援が必要であり、行政は〝人と人を繋ぐ架け橋“となり様々な事業形態に対応し

た相談体制の充実が〝行政に求められていること”である。 

「作る段階から相談して下さい」と共にスタートラインに立ち育てるという気持ちが

事業者に伝わり、「生産者の思い入れを育てる」事業として着実に成果を生んでいる

事業であると感じました。 

  

以上 

６次産業推進室 

（経営、技術、販路相談等） 

６次産業活性化委員会 

（６次産業確立に向けた舵取り組織） 

６次産業プロジェクト会議 

（各産業分野の市職員で構成） 

 

６次産業推進勉強会 

６次産業推進交流会  補助金 

催事・フェア 

推奨品制度  

メーリングリスト 

(Eamil 登録者に市外開催のセミナー等お知らせ)  

事業者説明会    相談体制 
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当委員会として今回の視察調査で共通の認識を持った事や各委員として得たもの

は多く大変有意義な視察となりました。 

４市の方々には快く受け入れ対応をしていただき（特に、上天草市は議会が決算特

別委員会中との理由で当初、対応不可とのことでしたが、後日、担当者だけでよろし

ければと是非とのお返事をいただいた経過あり）大変お世話になりました。 

又、委員８名と事務局の様々なご協力により無事視察を終えることができました。

心より感謝を申し上げ報告といたします。 

 

 

 



平成 27年 網走市議会 総務経済委員会 行政視察報告書 

総務経済委員会 副委員長 

志誠会 井戸達也 

 

福岡県大野城市「おおのじょうわくわくパビリオン」 

 

 大野城市は福岡市に隣接し、自然が多く交通の便も良い事からベットタウンとしての役

割が高く、観光協会が存在しないこのまちでは、これまで観光への取り組みが積極的にな

されていなかった事から、新たなまちのにぎわい創出のため九州大学との官学連携プロジ

ェクトを立ち上げ「地域資源や人材同士の結びつきがまちの魅力を高める」というにぎわ

いづくりの方向性から「地域力活用新事業∞全国展開プロジェクト」へ応募し地元商工会

が主体となり事業を始める事となる。 

この事業は商工会と市が連携して行うもので、あくまで市は共催という位置づけではあ

ったが、補助金の拠出とあわせて事務局として企画運営にも携わり、密な連携のもと事業

を行っている。 

４年目となるこの事業、平成２６年度の具体的内容は、総事業費は５００万円（市補助

金１５０万円、広告協賛金１００万円、商工会事業費２５０万円）で 22のプログラムをも

とに、お店や自然、史跡など地域資源を活用した様々な体験プログラムを市内のいたると

ころで開催することで、その魅力を体感してもらい、まち全体でにぎわいを生み出す内容

で、様々な団体から提案されたプログラムは三輪車３時間耐久レースや山歩き、水城をあ

るき、市内企業が実施する婚活・恋活プログラムやワンスプーンでまちのランチを食べ歩

く内容のものや商店街の協力を得た「商店街スゴロク」、駅前でのハロウィンパーティー、

各種体験教室、また昔から地元で食べられている料理「ぼっかけ」やお菓子の開発、売り

込みなど幅広いプログラムを期間限定で楽しむ内容の事業として実施しております。 

地域資源を再確認し、商工会と市、そして市民が一体となり目的を一つとし、短期間に

生み出した事業であることが成功の要因であると考えます。また、２か月間という限られ

た中にイベントを集中させている事に効率の良さを感じました。 

婚活・恋活プログラムは体験を通して交流を深める内容のもので、カップル成立率も高

く、結婚につながったものもあるとの事でした。 

今後は観光協会としての役割を担う「にぎわいづくり協議会」を設立し、事業費の確保

や参画者の確保に努めていくとしておりました。 

 

熊本県天草市「天草宝島二地域就労促進事業」（天草宝島人材育成事業） 

 

 天草市は著しい人口減少と高齢化率の上昇、基幹産業の農林水産業従事者の高齢化・後

継者不足による厳しい経営が強いられており、また、高等教育機関が無い事から、進学や



就職で離れた若者は２割しか戻ってきていない状況など、雇用の創出や交流人口の拡大が

重要な課題となっております。こうした中、天草市、天草信用金庫、商工会議所、商工会

が連携し２０１５年４月に「アマビズ」（天草市企業創業・中小企業支援センター）を設立

し、中心商店街に窓口を設置。あらゆる世代が地元で起業でき、また販路を開拓できる窓

口となっております。これは、豊富な資源を有する天草市を宝島と例え、大手企業の協力

とネットワークのもと起業塾を通じ人材育成を図り、天草市の農業、水産業資源、人材を

すべて強みとして繋げ売り出そうというもので、若者や働く者へ広くチャンスを提供する

事業であります。 

こうした取り組みの中で、都市部等の企業が天草市とつながり、関わり合いを持ちなが

ら社員を就労させ、天草の中で一緒になって新たな仕事や生業を生み出す「二地域就労」

の促進に力を入れ、生産者と販売先をつなげる取り組みも積極的に行っております。 

一次産業に依存していたこれまでの体質をまちの様々な課題の解消に向けた新たな角度

で切り開く起業支援は当市の産業に置き換えても、まちの将来を考え若者が地元で生きて

いくために必要な取り組みであると大変参考になるものでした。 

 

熊本県天草崎津集落（崎津教会等の世界文化遺産登録推進地） 

 

 長崎・熊本におけるキリスト教の伝来と繁栄、激しい弾圧２５０年もの潜伏、そして奇

跡の復活、という世界に類を見ない布教の歴史を物語る資産として、ユネスコの世界文化

遺産暫定リストに登録をされています。 

かつて崎津集落は交通網が発達しておらず、孤立した地域であったため豊富な海産物が

住民の食を支えておりました。静かで穏やかなこの集落はかつてのキリスト教を守ってき

た大切な場所でもあり歴史を語る熊本の貴重な財産であります。 

 

熊本県上天草市「観光おもてなし課の業務内容と人材育成の取り組み」 

 

 上天草市は観光振興強化のため、まちの魅力を最大限に生かし活力を与える事を目的に

職員の意識改革に力を入れてきております。民間的経営手法の必要性を感じ、平成 24年か

ら高度な専門的知識及び経験を有する者を民間企業（リクルート）から受け入れて観光政

策の更なる推進を図ってきております。まず意識を公務員から行政マンへと変えていく事

が大切であるとして、人づくりからはじまり、場づくり、仕組みづくりといった流れの中

で、すべての基となる人づくりに重点をおき、イノベーションを起こさせる変革リーダー

の育成、「イベント屋」ではなく地域をシステムで捉え地域を巻き込むコーディネーターへ

と意識を変えていく取組を進めております。お話を伺う中で強く感じたのは、行政の徹底

したおもてなしの精神でした。組織の成功循環モデル（何よりもまず「人間関係」が大切）

として、「関係の質」→「思考の質」→「行動の質」→「結果の質」のサイクルが組織の成



功に強く結びつくと結論づけております。これまで縦割り、個人・行政目線、遠慮、内向

きであった観光課の体質をチームワーク、地域目線、主体的、外向きへと意識改革を進め 

上天草の未来に意欲的で多様な職種、立場、エリアの人達 30名で構成する「上天草未来み

んなゴト会議」を開催し「影響の輪」を広げる試みをなされております。 

こうした行政から始まった変革で、住民と共に地域を変えていく状態に地域の人が主体で

場を創る価値を生みだす事となりました。 

 上天草市のおもてなしの精神を感じながら、ものを創り出す基は、人と人との信頼関係

が最も重要であることを改めて感じさせられました。 

 

       「国際的６次産業化マスタープラン」 

 

 上天草市産業雇用創出課 6次産業推進係のこれまでの取り組みでは、行政の支援策とし

て、市内生産者・製造事業社・販売者の「農商工連携による 6 次産業化並びに生産者が加

工販売まで担う 6 次産業化を推進するため、市産品の付加価値を向上させる加工品開発研

究の相談対応、市内業者の商品の販売促進に対する相談対応を行ってきたが、個々の販売

促進成果のスキルが不足していることで、更なる営業力や企画力など個々の能力強化に向

けた取り組みが必要であるとして、新たにマスタープランを策定することとなった。 

 これは、安心、安全で高品質な農林水産物を活かした上天草オリジナルブランド商品の

開発、加工、流通、販売体制の確立への取り組みの方向性を示すものであり、売れる商品

づくりの後押し、持続成長可能な企業・組織ヒトの育成、ターゲットを絞った PRの展開と

いった戦略の骨子のもと、まず開発に必要な市農林水産物加工品開発研究センターと上天

草物産館さんぱーるを建設し上天草市農林水産物ブランド推進協議会との連携で 6 次産業

化関係における 10 年間の経済効果目標を 50 億円と設定し積極的に取り組みを進めており

ます。 

こうした前向きな取り組みを進めた成果として 108品の提案のうち 46品が製品化となって

おり、強力な行政の後押しでアイディアが形となる良い成果であると感じました。 

 

熊本県玉名市「６次産業推進」 

 

 玉名市では農業従事者の高齢化・後継者不足・耕作放棄地の増加・食料自給率の低下・

農業所得の減少・食生活の変化・TPP 問題等国際情勢の変化などの農業を取り巻く現状の

変化と一次産業の割合が少ない事に併せて、中でも主力となる農業就業人口の減少に歯止

めがかからない事を問題視し、地域経済の再建・活性化を図るために地域の基幹産業が連

携を強化し、業力の向上に取り組むとともに、地域資源に付加価値を付けて地域加工品と

して磨き上げ、販路拡大に向けた取り組みを進めていくことが重要であると考え、玉名市

基本計画の主要施策として平成 23年 4月に玉名市 6次産業推進室を設置してきました。 



 これにより農林水産生産者の所得向上、生産者の多角経営化支援、起業家精神（ベンチ

ャースピリット）の育成に取り組む事となりました。 

役所産業経済部には玉名市 6 次産業推進室、玉名市 6 次産業活性化委員会、玉名市 6 次産

業プロジェクト会議を設置し数多くの会議や勉強会を実施し、また市民（事業者）向けに

は毎月行われている 6 次産業推進勉強会、年 3 回ほど実施されている市内外の各産業従事

者の交流会、年間 1000万円の補助金、催事・フェア、推進品制度、登録いただいた方への

詳細にわたる情報を提供するメーリングリスト、イベント等の周知やレクチャーなどを行

う事業者説明会に加えて市職員 10名による相談体制の充実等を実施しております。 

 これらの取り組みを進める中で見えてきた課題としては加工品を作るとは、どこまで作

り上げるか、誰に向けて商品を作るのかを具体化し、生産者が多角経営を行う上で栽培計

画や加工計画など物の問題、事業拡大にともなう従業員の確保やバイヤーやデザインなど

の多様な支援者との関係をつくる人の問題、情報やブランド化を進める上での問題、資金

などのお金の問題などが解決すべきものとして挙げられた。これをもとに行政支援という

よりも人と人とを繋ぐ架け橋となる多面的支援を考えた、様々な事業形態に対応した相談

体制、機会（チャンス）の充実、市全体としての活性化に努める事となり、これまで 13事

業者が農産物加工品 59品目以上の開発がなされた。こうして出来上がった加工品を審査会

が査定したなかで「6次産業推奨品」となり、ふるさと納税のお返し品として活用されてお

ります。 

 この事業は行政、そして事業者の思いの強さと人と人との繋がりが感じられ、共に現状

を認識し、知恵を絞り出す覚悟が成果に結び付いたものと感じました。 

 



２０１５年 総務経済委員会 行政視察報告 

総務経済委員会 委員 川原田 英世 

 

１０月２０日(火) １日目 視察先 福岡県大野城市  

 

「おおのじょうまちなかわくわくパビリオン」 

 

 本事業は、元産業課から今年移行された「地域創造部ふるさとにぎわい課」が担当され

当市の商工会との連携のもと、さまざまな事業が開催されています。 

 福岡市のベッドタウンとして発展した当市は、観光協会がなく、これまでは地域間のつ

ながりも薄かったのですが、観光地として知名度もある大宰府と隣接していること、そし

て、大宰府を守るための地理的要因から大野城が置かれたという歴史文化的価値が高いこ

となどから、まちの魅力を内外へ発信し、市民にまちの商業施設を利用してもらうこと、

そして観光客の誘致も含めた取り組みとして始まりました。 

 そのきっかけとなったのは、H２３年度の全国商工会連合会による「地域力活用新事業∞

全国展開プロジェクト」に当市商工会が応募し、調査研究を始めたことで、市も補助金の

拠出だけでなく事務局として企画運営に携ったことから始まっています。 

 H２７年度では、２７の事業が開催され、それら事業をまとめたパンフレットを全ての世

帯に配布しております。事業には、三輪車レースをはじめ、商店街の食べ歩きや婚活事業、

さらには地域の文化遺産や自然の散策などがあり、世代間問わず幅広い層が参加できる内

容になっています。それらはどれも、市内事業者、商工会が企画・運営を行い、あくまで

も市は事務的な補助を担っています。 

 大野城市としては、H２６年度から全国商工会連合会の補助事業から外れたことで、自主

財源の確保を広告協賛料収入などで進め、今後もまちの賑わいづくり事業として進めてい

く考えです。 

 中心市街地でさまざまなイベントを開催し、そこから郷土愛や人との繋がりと生み出し

ていくことは、これまで網走も行ってきましたが、行政側と商工会などの団体が役割分担

を明確にし協同すること、そしてイベントの情報を一本化し、市民に分かりやすく伝える

ことは、まだ不足している部分もあると考えられます。今後の網走の市街地活性化に、大

いに参考になる視察となりました。 

 

１０月２１日(水) ２日目 視察先 熊本県天草市 

 

「二地域就労促進事業」 

 

 天草市は、網走と同様に少子高齢化、そして人口減少問題を抱えており、H２７年での高

齢化率は３７．４％、人口は H２７年で８１，４００人が H４２年には６万人を下回るこ

とが予想されております。さらに、天草地域では高等教育機関がなく、進学や就職で天草

を離れた若者は約２割しか天草に戻ってきておりません。その状況の中で、やはり雇用を

どう生み出していくのか、交流人口をどう拡大させていくかが課題となっております。 

 天草では、雇用を生み出すということに対して議論がされた結果、企業誘致を進めるの

ではなく、地元の企業を育て新たな雇用を生み出していくことを目指していくこととなり、

京都大学経営管理大学院との連携のもと本事業をH２３年に始めました。 

 本事業は「二地域就労促進事業」ということで、２つの地域間の企業を繋げて、互いの

ニーズを補完しあうことで、相互の発展を目指していくものになります。例えば、地域の

食材を都市部のニーズにあった製品に加工し、流通させる。そのためには、地域の食材の

関わる企業と、マーケットと繋がり消費者が求めるものの情報を持つ企業との連携が不可

欠であり、その連携をサポートするのが本事業の内容になってきます。 

 H２４年度からは、地域間の企業を繋げるという視点に ANAグループが着目し、共同プ



ロジェクトが始まりました。また H２５年度からは三井住友海上火災のビジネスマッチン

グへ参画し、今年度も新たに１０～１５件ほどの実証プロジェクトが行われております。 

 網走市の企業においても、大都市圏の企業と連携し、マーケットの開拓や消費者ニーズ

の把握を進めていくことは非常に有意義なことであり、また大都市圏の食品系企業は北海

道の食材を求めているところもあり、この連携を自治体が橋渡し役となり進めていくこと

は重要です。まだ明確な成果がでていない事業ということもありますので、今後も注視を

し、参考にさせていただく必要があります。 

 

 

「天草宝島人材育成事業」 

 

 当事業は、上記「二地域就労促進事業」の一環の一つとして進められてきた事業ではあ

りますが、現在は独自性をもった事業であります。 

 天草市で企業を考えている方や、事業展開を考えている方などに対して天草宝島起業塾

を開催し、それへ向けたサポートを行っております。 

 この事業も京都大学経営管理大学院との連携をもとに行われており、京都大学の教授ら

や金融機関、中小企業診断士の方らが講師を行っております。また、実際に起業に繋がる

ように、参加者には事前にビジネスプランやビジネスモデルキャンパスを作成していただ

き、塾に臨んでいただいています。 

H２４年度からの開催で、現在までの参加者は４２名、そのうち起業された方は３名で内

１名は Uターンでの起業となりました。また、本事業では起業後のサポート体制も構築さ

れており、AMA－Bizという事業者支援施設も本年開設されたところです。 

さらに、本事業は地元の高校生に対しても開催されており、高校生が起業を考える機会

を提供しております。地元から離れる若者が非常に多い今、地元での起業を高校生が考え

ることで、都市部への流出の歯止めの一つにしようという事業です。そして塾では実際に

ビジネスプランを高校生が作成し、高校生ビジネスプラン・グランプリに応募するなどの

取り組みもされています。 

IT化やグローバル化が進み、企業を取り巻く環境も大きく変化する中、地域にはその変

化に柔軟に対応していく企業が必要とされています。網走市も同じく、そういった起業を

サポートする取り組みが今後ますます必要になってくると考えます。 

また、この「天草宝島人材育成事業」と、「二地域就労促進事業」はセットで、この２事

業の相乗効果があるから実績があると考えます。 

 

１０月２２日(木) ３日目 視察先 熊本県上天草市 

 

「観光おもてなし課の業務内容と人材育成の取り組み」 

 

上天草市では、H２５年４月から商工観光課を観光おもてなし課に名称を変更しました。

この名称は、課員からの公募によって決められたものです。 

上天草市の観光客数は、ここ数年、入込客数・宿泊客数・日帰り客数ともに、県内観光

客は減少し、逆に県内客数は増加しています。ここに焦点をあてて、これまで以上に県外、

インバウンドの観光客に対しての観光 PRや観光資源の開発を行い、さらには地方創生に係

る事業への取り組みも同課で行っております。 

とりわけ注視すべき事業内容は、職員の意識改革であり、「公務員から、行政マンへ」と

標語を掲げ、民間企業から経験者を受け入れる、職員の集合研修を行う、という事業を行

い、「おもてなし」を実践できる行政、「縦割り」から「チームワーク」へ「行政目線」か

ら「地域目線」へ、「内向き」から「外向き」への転換を目指しています。 

また、その転換を外へと広げていく取り組みとして「上天草未来みんなゴト会議」を開

催し、さまざまな業種、エリアの方たちが参加した中で意見交換を行っています。 



これからの課題として、上天草市ではこれまで以上に職員の意識改革が必要だと考えて

おり、今までやってきたことを繰り返すわけではなく、新しいことに取り組むことと、そ

こに多くの市民に関わってもらう関係を構築していくことが重要だと考えています。 

網走市においても、職員の意識改革は必要であり、民間と行政が連携していける環境作

りや、互いの認知度を深め意見交換をする異業種交流会などの場は非常に重要であり、上

天草市の取り組みを参考にしていく必要があると考えます。 

 

「国際的６次産業化マスタープラン」 

 上天草市では、「国際的６次産業化マスタープラン」を作成し、明確な目標を定めて６次

産業化の推進を行っております。まずここで注目すべき点は、６次産業化の主体が各自治

体によって違いがあることです。上天草市では、１次産業者でも２次産業者でも、３次産

業者であっても地場産品を使い、加工、流通がされれば６次産業化としています。他の自

治体では、あくまで１次産業者が加工・流通を行うことが６次産業化であるという考え方

や２次産業者までが６次産業化をできるという考え方もあり、それぞれの地域事情により

異なるということ。つまりは６次産業化事業の支援を受けられる産業も自治体の考えで自

由に選択でき、上天草市は６次産業化の推進にあたっては市内の全ての事業者が取り組み

を行える体制を進めているということです。 

 本事業は１０年の目標を設定しており、１０年後の粗付加価値額を５０億円増としてお

ります。また、６次産業化を含める経済立て直しによる雇用創出で、市内総生産額を１０

０億円増加、さらには１０年後の推計人口２５，５３０人から２９，０００人と現状の人

口維持を目標にして事業を進めております。 

 主な取り組み内容としては３点あり、１つは「スキルアップ研修事業」、２つめは「アン

テナショップ出店事業」、３つめは「大消費地における販路開拓事業」です。つまり商品開

発のための支援と販売拠点の提供、そして継続発展へ向けた支援と課題と段階に分けた支

援体制があります。この取り組み内容にも単年度ごとに成果目標があります。 

 そして、商品の試作を行える「上天草市農林水産物加工品開発研究センター」と農協・

漁協・商工会や観光協会と市で構成される「上天草市農林水産物ブランド推進協議会」が

連携し、６次産業化の PRや売れる商品の情報提供、新たな加工技術の紹介などを行ってい

ます。 

網走市においても、６次産業化を進め産品の高付加価値化を進めることは非常に重要で

あり、商品開発から製造、流通までの一貫した支援体制の構築は必要であると考えます。

東京農業大学などの研究機関とも連携して、網走市独自の６次産業化へ向けた取り組みの

必要性を改めて考えさせられる視察内容でした。 

 

視察先 熊本県玉名市 

 

「６次産業推進事業」 

 玉名市では、１次産業者を主とした６次産業化の推進を進めており、１次産業者が２次

産業・３次産業の分野を取り入れる形の６次産業化支援を行っております。 

 全国各地の状況と同様に、農家の高齢化と減少という問題を抱えており、農業所得の減

少による大規模化する農業の状況から、若者の就労促進に繋がると考えられる高付加価値

化と農業経営の安定を目指しています。 

 推進事業の支援内容としては、商品開発のための費用を補助し、PR支援、専門職員を配

置し相談体制を置き、メーリングリストにて情報提供や交流会の開催などを行っておりま

す。 

 これまで、主な事業内容である補助金を活用した事業者は１３事業者あり、全国的に流

通販売される商品も出てきています。また、それらの商品には産品のブランド化を進める

観点から６次産業推奨品ロゴシールを提供し、「ふるさと納税」のお返し品としても活用さ

れているところです。 



 今後は制度を活用してくれる１次産業者を増やしていくために、より幅広い層に勉強会

や交流会に参加してもらえる仕組みづくりと、事業者が成長を実感できる仕組みを構築し

ていくことが課題となり、行政の役割をどこまで持っていくのかも含めて検討されている

ところです。 

 先の上天草市の６次産業化推進とは違う形での手法であり、共に参考にしていきながら、

網走ではどのように６次産業化を進めるのがよいのか、検討していく必要があります。 

 

 

【全体的な視察報告】 

 この度は福岡県・熊本県の２県に渡る視察を行いました。町の規模こそ違えど、ベッド

タウンである大野城市を除いては、どの自治体も共通の問題を抱えており、網走にも通じ

る課題への取り組みを視察することができました。とりわけ、観光と６次産業化は今後も

地域の主要課題になっていくことを実感すると共に、地域間競争の激化は避けられないと

感じたところです。 

 年間の半分が雪に包まれた網走と、一年の数日しか雪の降ることのない地域でも、この

ように共通の課題が多くあることを考えると、地域の活性化には他とは違う視点での新た

な取り組みが求められているとも考えます。 

 この度の視察から見えてきた新たな視点を網走の実態に合わせて、そこから見えてくる

ものをしっかりと検証していく必要があります。 



網走市議会総務経済委員会 行政報告 

                        工藤 英治 

支援体制 

《大野城市》 

 「おおのじょうまちなかわくわくパビリオン」視察 

 天智天皇時代（６６５年）大宰府の守りとして水城、大野城が築

城されたのが、現在の大野城市の由来だ。昭和４０年、３６，００

０人で市政施行され、福岡のベットタウンとして９６，０００人と

人口急増市である。 

  

大野城市着地型観光プロジェクト事業」一環のメーインテーマとし

て「おおのじょうまちなかわくわくパビリオン」がある。 

 昨年度は１０月１日～１２月６日(土)まで。大野城で、家族や中間

とみんなで、自然や歴史に、ステキな出会いに、子供と一緒に、特

別な時間にわくわくまで、２２駒が実施されている。 

 観光プロジェクト事業としているが、１０万人都市で、市民参加

が第一義で、今後を模索している段階と思える、網走の参考には今

後の推移を見たい。 

 網走では、市観光課の参加事業が多く、民間主体で閑散期の事業



がせいぜいだろう。既存の充実維持発展に注力すべき、入れ替える

魅力ある事業は無かった。 

 

《天草市》 

 「天草宝島二地域就労促進事業」 

 都市の企業と天草と係わり合いを持ち、二地域で社員を就労させ

る、または、支援し、天草で一緒に新たな仕事や、生業を生み出す

目的。 

「都市部等の企業」と「天草の企業」が結びつくタイプ。     

「都市部等の企業」と「天草の複数企業」が結びつくタイプ。 

「都市部等の人材」と「天草の企業・組織等」が結びつくタイプ。 

「都市部等のセカンドライフ志向者」と「天草の企業・組織」が結

びつくタイプ。４タイプを軸にしている。 

 

 地域の企業興し。 

○ 企業・創業に関する関心の醸成 

○ 企業・創業のための知識の提供 

○ 企業・創業に対する支援 

 天草市外とのネットワーク構築 

○ ビジネスマッチング 



○ 人材・プロジェクトマッチング 

○ 二地域就労促進市町村連合での情報発信 

 天草市内でのネットワーク構築 

○ 民間事業者とのネットワーク 

○ 商工関係団体・金融機関とのネットワーク 

天草外企業「果実堂」・「熊本部品」等、緒についた事業実例もあり、

網走においても参考に出来るものであった。 

 

《玉名市》 

６次産業推進 

 平成２年から２０年間で、農家戸数は６２４２戸から４０８３戸

に、農家戸数は減少、歯止めのかからない現状に直面している。  

農業を取り巻く状況。 

○ 農業従事者の高齢化 

○ 農業従事者の不足 

○ 耕作放棄地の増加 

○ 食糧需給率の低下 

○ 農業所得の減少 

○ 食生活の変化 



○ TPP問題等国際情勢の変化 

これら農業を取り巻く現状を踏まえ、玉名市の農業生産、実績の中

で、トマト、ミニトマト、イチゴ、温州みかんの未利用生産物の商

品化支援。 

○ 補助金 

○ 情報発信(PR) 

○ 農地斡旋 

○ アドバイザー 

○ 情報交換の場、交流の場、知識向上の場の提供。 

問題点として 

○ 加工品をどこまで作るか 

○ 誰に向けて商品化するか 

○ 事業者の悩み、者の問題、情報、人の問題、資金問題。 

支援体制 

○ 農業技術センター 

○ ６次産業化サポートセンター 

○ 中小企業庁よろず支援拠点 

○ 事業者の繋がりでのコンサル 

○ 勉強会講師 



○ 玉名市、（市は欠く支援組織の仲介を行う） 

事業者が克服するべき課題と支援 

○ １次産業者が経営感覚を持つこと 

○ 加工品への思い入れだけでは売れない。 

○ 生産管理と営業力 

○ マーケテイング能力 

○ 知識の向上 

○ 商品の完成度（常に改良努力を払う） 

行政に求められること 

○ 様々な事業(者)形態に対応した相談体制 

○ 機械(チャンス) 

○ 市全体としての活性化 

 

いろいろ羅列されていますが、最後は生産者事業者の、６次産業化

へのやる気、本気が無ければ、行政からの売り込み、手助けはしな

い。６次化産業の成功は事業者の側次第と強いて説明されていまし

た。 

 以上視察レポートとして提出します。 



                            平成 27年度 総務経済委員会 行政視察報告書 

                                                                                                         佐々木玲子 

 

27年度総務経済員会の行政視察は、地方創生にどう対応していくか、これからの網走の一次産業

に始まり産業全体の活性化を基に、観光振興・地場産品の魅力発信をどのように発展させていく

かその為にはどの様なことに視点を置いて課題解決していくのかを目的に 4市に伺って鋭意研鑽

に努める内容で行った。 

初日は移動後真っ直ぐ視察先の大野城市へ。 

視察項目は「おおのじょうまちなかわくわくパビリオン」について。 

福岡市の隣接し交通の便も良い為、ベッドタウンとして市内外に認知されており人口減少が課題

の昨今において年々人口が増加している全国的にも数少ない発展性の高い自治体。 

しかし、自然に恵まれ史跡等を多く有しているにも関わらず、せっかくの資源が活かされないこ

とと周囲からの移住者が多い為住民同士の触れ合いが希薄なため、「地域資源や人財同士の結び

付きがまちの魅力を高める」と九州大学との官学連携プロジェクトによりまちの活性化が取り組

まれ、シャッター街がまちの賑わいづくりの課題だった点は「地域力活用新事業~全国展開プロジ

ェクト」に応募、商工会が主体となって事業を始め、市は共催という位置付けではあるが、補助

金拠出だけでなく事務局として企画運営にも携わり、密な連携をとって事業を行っている。 

事業実施体制は事業主体が商工会、大野城市は共催・事業連携、その他関係機関の三者で行われ

ているところが他にはない特徴で、お店や自然、史跡などの地域資源を活用した様々な体験プロ

グラムを市内の至る所で開催することで、その魅力を体験してもらい、まち全体で賑わいを生み

出すイベントを盛んに行っていく事業概要の為、さらに観光に大きくシフトして交流人口の増加

を図る状況の中で観光協会が無い点をどうしようかという意見もあると言うところも他にはない

注目すべき点かと思う。又この事業を将来的のは独自の財源でやっていける様にしたいと言う、

正にこれからの地方創生にぴったりの意気込みを伺って、大いに参考になる事業運営で、この点

をゆっくり解析してこれからの網走観光・まちの活性化のヒントを探し出したいと思う内容であ

った。 

二日目は、天草市の天草宝島二地域就労促進事業「天草宝島人材育成事業」 

従来の企業誘致のような工場や事務所を誘致する施策ではなく、地域の企業・団体等が持つ課題

を解決するため、市外企業の社員が持つ知恵やノウハウ等を豊富な地域資源と結びつける事によ

り、地域の企業などの事業の高度化や販路拡大等に繋げるものであり、プロジェクトを支援する

ために必要な「人」を誘致するもの。 

また、この事業は同じ課題を持つ他地域においても「人口減少社会における持続可能な地域づく

り」にも繋がる可能性を秘めているという事業概要で非常に興味深い内容であり、また二地域就

労という言葉からは今一つピンとこない事業でしたが具体的な取り組みを伺って、これからの地

方が生き残って行く為には大きなヒントを得られたものでした。 

人口減少が顕著で高齢化率も 34%と非常に高く平成 37年度には生産年齢人口と高齢者人口がほぼ

同数となる予想で、天草地域内に高等教育機関がないことから、進学や就職で離れた若者は約 2



割しか戻ってきていない状況で、急速な人口減少や高齢化が進む中で、雇用の創出や交流人口の

拡大が重要な課題という背景から二地域就労事業の取り組みが始まったもの。 

アンケート・ヒアリング調査で大都市圏企業のニーズ、市内企業・団体のニーズを把握し、名産

品の販路拡大等の実証プロジェクトに取り組み、京都大学経営管理大学院との連携で事業の目的

や取り組みをセミナー開催等により周知する事が取組の 23年度に行われ、24年度にはアンケー

ト・ヒアリング調査の結果を踏まえ ANAグループとの共同プロジェクト(人材育成)が締結され、

毎年度着実に事業が具現化されて来て、人材育成の為の天草宝島起業塾では高校生のコースまで

あるのがユニークで、まだ学生の高校生には必要がないのではと思ったのですが、将来のビジョ

ンを持ってもらう事が後々優秀な人材に繋がるという観点で行っているという事からも事業に賭

ける意気込みが感じられる所です。そして今年度も更に大手企業のビジネスマッチングへ参画し

実証プロジェクトを増やす予定との事。この事業が天草の活性化の為の牽引力になっていると強

く感じ、網走において何処から手を付けていくべきか、販路拡大や付加価値プロジェクト又人材

育成、企業したい、売り上げを伸ばしたい等々潜在的にいる宝の人々の活躍していく為のツール

はないだろうかと質問した所、天草ではアマビズと言う名称だがどの地域にも中小企業支援セン

ターが有るので是非活用すべきとの答弁を頂いた。網走においても是非「アバビズ」と称してこ

れから企業したい方、事業場の悩みを抱えている方の為に中小企業支援センターの窓口をワンス

トップサービスで提供して、商工業者とつなげていく事が個性を生かして事業の活性化につなげ

て戴くのが今後の課題と強く感じてきた所。更には人材育成がこれからのどの様な事業にも不可

欠である事を改めて痛感させられた。網走においても大手企業と提携をして視野の広い観点で人

材育成・人材の発掘に力を入れていきたいと強く感じた所。 

 

三日目は、上天草市の「国際的 6次産業化マスタープラン」と「観光おもてなし課の業務内容と

人材育成の取組」について。 

海に囲まれた美しい景観をはじめ、温暖な気候風土による豊富な農林水産資源やキリシタン関連

の歴史・文化などの資源を有しているが、人口減少や少子高齢化、経済のグローバル化など、大

きく急速に変化し続けているという状況は、何処も同じである。 

地方が独自の政策でまちの生き残りを模索している中で、6次産業化は大きな課題となっている。

上天草市国際的 6次産業化マスタープランは安価な輸入農作物や長引く経済低迷の影響を受け、

農林水産物価格が低迷、加えて、生産資材価格が上昇し、生産者の絵所得が著しく減少、また、

収益性の低下から、担い手が減少し、高齢化が進行。こうした厳しい状況にある活性化策として

今回調査項目に挙げた事業に、23年から 10年計画で取り組まれているとの事。 

しっかりとしたアクションプランを基に着実に事業が展開されている点は参考にすべきと思うと

ころ。 

上天草では、もう一方の調査事項である観光おもてなし課の業務内容と人材育成の取組みに関心

を持った所でした。 

商工観光課に観光振興係という位置付けで観光対策を行っていたが、最近の経済状況やグローバ

ル化の中でより観光振興を強化するために観光部門を独立させる事になり、職員からの募集で



「観光おもてなし課」という名称が決まり、職員が自分の事として業務に携わるようになったと

いう点が先ず 、行政の中では画期的な変化ではないかと思う。 

更には、高度な専門的知識及び経験を有する者を民間企業から入れる事で「民間的マネジメン

ト」・「職員の意識改革」によって公務員から、行政マンヘと成長している事が成果として出て

きていて、縦割り行政を変革して周りを巻き込む形で仕事ができるようになってきている。おも

てなし課においては、行政全体ではまだ緒に就いたばかりのようだが、具体的な成果として、事

業が多角的に展開するようになった、組織として職員が主体的に動くようになり、チームワーク

が高まり、問題解決スピード向上、ネガティブ思考がポジティブ思考になり、(できるためにはど

うしたら良いかを考える)外部との関係性・信頼性の構築も向上しているという事で、前向きに動

く組織があると関わる関係機関は変わるということが強く響く内容でした。何らかの形でこのよ

うな良い事例を活かしたいものだと思います。 

 

三日目午後からは、玉名市「6次産業推進」 

玉名市の産業別人口構成比は農業が約 16%を占めており、環境的にも阿蘇からの水流が豊かで高

低差の少ない恵まれた畑作環境の中、農家の減少に歯止めがかからない、大規模化する農業経営

という背景があり、市長肝いりの事業として 6次産業化を取り組むために玉名市 6次産業推進室

の設置がされて、農林水産者の所得向上、生産者が販売まで手がけることで消費者のニーズを把

握できる、地域の活性化を目指すことによって生産者の多角経営か支援・起業家精神(ベンチャー

スピリット)の育成を行っていく意味があるという事でかなり積極的な取り組みと感じた。 

行政はプレイヤーでは無い、プレイヤーは事業者。そのためには事業者のやる気を引き出すには

何が出来るか？という事で、活性化委員会・プロジェクト会議・推進勉強会・推進交流会を開催

し、相談体制、情報共有の場や催事などの場も提供したりとこの事業が軌道にのるようにと意欲

的に取り組んでおり、事業の推移は、農業者さんも自分達が昔から美味しいと食べ継がれてきた

食品をオリジナルブランドとして売りたいと相談に来たり、こだわりの生産方法で作った作物を

加工して販売したいと意欲を持って取り組んだり、大方順調に推移しているようだが、大型農業

や漁業の網走には規模的な問題では残念ながら参考にならないが、行政の関わり方としては 多々

参考にすべき点が感じられた。 

全体を通して 4市それぞれに地域性を活かす事、人材育成、行政の変革を視点に入れながら独自

で生き延びていく方向性を模索しているという勢いを感じて有意義な視察でした。 

 

 

 

 



網走市議会総務経済委員会行政視察報告（平成 27年度） 

 

総務経済委員 田島央一 

 

■福岡県大野城市視察報告（おおのじょうまちなかわくわくパビリオン事業） 

  

大野城市は福岡市に隣接したベッドタウンで、昭和 35年以降人口増加の一途を辿ってい

る。わくわくパビリオンとは、２ヶ月弱の期間に集中してイベントを集中させ、商店街組

合や商工会等の各種団体が連携を図り、体験型イベントにより地域の魅力を PRしたり、交

流人口を増加させる取組みである。 

イベントを集約化することによって広報費をほぼ一元化することにより、経費節減効果

が報告された。また、出発点が地域の商工会組織が主体となって、日本商工会議所の補助

メニューを活用して、市がお手伝いするように取り組んできた。補助期間も３年で終了と

なり、以降は広告や協賛金集めにより、補助金に替わる自主財源を確保した点は評価が高

いのと同時に、主体は商工会組織であって、市役所主導でない事が評価すべきと考えられ

る。私からは「広告協賛企業に観光事業者名がないが観光事業者はいないのか」と質問し

たが、大野城市にはホテル宿泊組合といった団体もなく、観光協会も無いとの事。背景と

しては、福岡市のベッドタウンとして発展してきた地域であるため、観光は福岡市にお任

せ状態で特に力を入れていなかったとの事。ただ、今後については（仮称）にぎわいづく

り協議会を発足させ、観光事業に係る協議会がイベントなどを主催し、市役所などの各種

団体は後方支援に回るよう取組みを進めていくとの事でした。補助金同様、事業者主体に

移行し、組織編制も民間へ促す取組みにしていく方針は一貫性があり理解できた。 

この他には、イベント内容において「婚活や恋活はどういったところが主体になってい

るのか」質問したところ、結婚式場を運営する事業者が主体となって婚活や恋活イベント

を運営しているので、評価が高いとの回答でした。やはり、イベントをきっかけとして事

業者の本業に跳ね返ってくる事業は本気度も高く、参加者からも好評との事。様々なイベ

ント内容には地域性は関係なくても、取り組めるようなイベントも見られました。例えば

商店街の店を知ってもらうための試食イベント「ワンスプーンで人気店のランチを試食」

などは、どこの地域でも取り組める事例として参考になりました。それ以外には「大野城

鶏ぼっかけ」という地域食材を活用した観光振興のあり方として、ベッドタウンとして発

展してきた地域の歴史もあり、昔から食べられてきた「大野城鶏ぼっかけ」は B1グランプ

リなどには登録せず、ゆっくりと普及活動に取り組みたいとの考えをお聞きし、個人的に

は本気度の高さを感じたところでもあります。 

全体を通じて、イベント運営や資金面、今後の方向性においても、市役所はきっかけづ

くりや間を取り持つスタンスに徹し、事業者が自立できるよう取組みを進めている点は評

価できるものだと感じられました。 



■熊本県天草市視察報告（二地域就労促進事業・天草宝島人材育成事業） 

 

天草市の大きな課題は若年層の人口流出で、天草地域に高等教育機関がないことから、

中学卒業者の 3 割が熊本市近郊の高校へ進学する現状にあるなど、進学や就職で天草を離

れた若者の 2割しか戻っていないという厳しい状況下にある。 

京都大学教授とのご縁をきっかけに、二地域就労事業の提案を受け、それを踏まえて共

同で事業や関連する取組みをしているとの事。企業誘致や工場誘致とは異なり、都市部の

企業が天草の地域と連携し、新事業を展開したり、就労支援をするなどし、地域を活性化

させる取組みを二地域就労事業としています。都市部企業や地元のニーズを把握し、新た

な仕事を創造する取組みで、若年層の流出を食い止めたいとの狙いがあります。成功例と

しては、事業拡大のため栽培地を検討していた熊本市の有機野菜販売企業と、農業参入に

より事業の拡大・雇用の安定化を目指していた天草市の部品会社が連携し、ともに事業拡

大に繋がった事例などがありました。この他にも、地域の魅力を伝えることによって航空

路線利用促進を促したい ANA 総研と、地域の食材や加工品の販路拡大を目指す天草市が連

携して、食品フェアに出品したり、シェフに天草の食材を紹介し商品開発に繋げたり、デ

パートへの食品提供に繋げるなど成功事例もありました。実際に ANA 総研の社員が天草市

に出向しており、視察時の説明員として参加していました。私も ANA 総研の研究員が道北

地域や離島に来て観光事業者や行政に対してアドバイスしている事は知っておりましたが、

長期間人材を派遣する取組みがあるのを初めて知りました。腰を据えて、政策展開が可能

になり、地域としても非常に高い戦力となっていることも説明を受けました。 

 天草宝島人材育成事業も京都大学経営管理大学院との連携により、事業スキームが組ま

れており、天草で起業を考える方や既存事業者の経営見直しなどを対象としているが、地

元高校生にも無料で受講できる起業塾への参加を促す点が長期展望を持っての非常に良い

取組みであると感じられました。天草市の若年層の人口流出を食い止めるには、地元で起

業するという選択肢を提示し、地元を離れても戻ってきて生業を得られる可能性を広げる

息の長い取組みでもあるとも言えます。ただ近年、起業よりも学業優先との事から高校生

の参加が減少傾向にあり、教員を上手く巻き込むなど今後の取組みの見直しが課題との事。

日本政策金融公庫主催の高校生ビジネスプラン・グランプリの活用などの説明もあった。

他にも愛知県や静岡県で実例している企業相談体制を天草でも常設し、構成団体は天草

市・天草信用金庫・商工会議所・商工会等で公設民営により、地元の自営業者や起業者支

援に乗り出しているとの事でした。質疑では、Uターン率向上のための取組みについても触

れ、物産公社設立したとの事でしたが、それ以上の取組みはないとの事。私からは人口流

出先からの引き戻す策などお聞きしましたが、地元出身者の天草会のような場で取り組ん

でいるくらいで大きな取組みはないようでした。Uターン者以外の移住者の状況は各世代偏

りがなく、20～60代がそれぞれ 20％程度移住しているそうで、移住者には補助メニューが

あるとの事。すべては把握できてないが、WEBデザイナーや農業などに従事してる。 



■ 熊本県上天草市視察報告 

（観光おもてなし課の業務内容と人材育成の取組み・国際的 6次産業化マスタープラン） 

 

観光おもてなし課設置に係る経過について、リクルートから市役所に出向してもらい、

観光戦略推進員として観光課の課題を洗い出したとの事。きっかけづくりをしてきたとの

事だったが、「そもそもリクルートとの関わりは何か」と質問したところ、30代の前市長（当

時）との人間関係から発展したとの回答でした。観光おもてなし課を設置し、これまでの

観光課と商工労働課の業務見直しと組織改変は非常に上手くいっている印象であった。ま

た、地域住民や観光協会を含め、当事者意識の芽生えるような様々な取組みから、観光分

野に関しては好循環しているように感じられた。平成 24年に策定された観光マスタープラ

ンには、将来ビジョンが明確で実行すべき取り組みや方向性がはっきり示されている。ま

た、天草市の自己分析は適切で強み・弱み・機会・脅威などが詳細に書かれており、お役

所の従来の分析ではないと一目で分かるすばらしいものでありました。近年の外部環境の

変化として、東日本大震災の影響で観光客が東北から西日本・九州方面へシフトしてきた

事や、九州新幹線開通などの効果で、県外宿泊客が増加傾向にあるとの事。地域のイベン

トなどについては、行政主体から住民主体へ移行してきたそうで、役職や付き合いではな

く、本当に上天草の未来に必要な人達を 30名程集め、上天草未来みんなゴト会議を設置し、

地域の人が主体になる場をつくり「影響の輪を広げる試み」が成功したとの事。 

国際的 6次産業化マスタープランについて、取組み自体は 10年に亘る長期計画となって

おり、東アジア（中国・台湾・シンガポール）を輸出先に想定し、取組みを推進するとの

事。ただし、目標とする 10 年で売上 50 億円増は絵に描いた餅といっても過言ではない状

況で達成する目途は無い様子でした。商品開発のための施設の活用については、レシピな

どを市役所側で準備をして、各事業者が手を上げて、更に商品のブラッシュアップを図っ

たり、オリジナリティを発揮したりと、製造移譲をするという点は想像していた取組み内

容以上だったので、驚かされました。この他に質問したが、観光分野で韓国をターゲット

にしたトレッキング（オルレ）を実施しているにも関わらず、韓国向けのお土産品開発す

らしていない状況にあるとか、また、輸出に関わる人材確保は市独自では出来ていないし、

国や県などとの連携も明確な点が見られなかった。この点は大きな課題。ブランド認証す

る協議会については生産者団体や消費者団体のみならず、市議会議員も構成メンバーとな

っていたいので、その点について質問したが、「議会対策のため構成メンバーとした」との

回答だったので、旧態依然とした感じだったので残念だった。国際的６次産業化について

も、前市長の政策であって、現市長の政策でないためか惰性でプランが進行している感が

あって、真剣度が足りない気がした。 

 

 

 



■熊本県玉名市視察報告（6次産業推進事業） 

 

玉名市の農業を取り巻く現状として、農家戸数の減少と 52％が高齢化しているという厳

しい状況下にある。6次産業化推進の意義は、売値を生産者が決める事ができ、生産者のた

めの事業である事。ここでもそうだが、当事者意識を持っている人を引き上げる事が主眼

にあると考えられる。玉名市としては、中小農家や個人を支援する方針で、大規模農業支

援は国・県が担当する事となっている。玉名市 6 次産業プロジェクト会議では 6 次産業推

進補助金制度の確立が役割となっており、補助対象の策定にあたっては相当苦労があった

との事。補助対象経費に研究開発費として試作・研究に係る経費として機械購入を認めた

ところ、ほとんどが機械購入の設備投資に集中したとの事。ただし、加工品が出来てもい

ない状況なので中古品購入などで対応した事例があったそうです。3年間の期限付き支援な

ので、設備投資的な機械購入は初年度だけにした例もあり、その事例は軌道に乗ったので、

生産拡大のため補助金で機械購入を希望したが却下され、自己資金のみで機械を購入した

との事。また、玉名市 6 次産業推進交流会を年 3 回実施して、交流や情報交換、研究の場

としているが、若干マンネリ化やリピーターが多くなってきた事が課題として挙げられて

いた。6次産業推進事業者の紹介では、JETROを活用してトマトピューレをフランスに輸出

しているトマト農家や、元々は運送事業者だったが農業法人を立ち上げて乾燥させたみか

んをチップスにして販売している事業者などが成功事例として紹介されました。 

6次産業化支援の体制について、熊本県産業技術センター、国の指示で設置された熊本県

農業協同組合中央会内の 6 次産業化サポートセンター、公益財団法人くまもと産業支援財

団内の中小企業庁よろず支援拠点などがあり、熊本市と隣接する玉名市は非常に活用しや

すい環境にあるとの事。また、熊本県知事は農学部卒業で農協勤務経験があるので、熊本

県の農業支援体制が充実している点にも触れられていた。 

 



平成27年度総務経済委員会行政視察報告書 
                                 立崎 聡一    

 ・「おおのじょうまちなかわくわくパビリオン」について 

 福岡県大野城市は、福岡市に隣接し福岡市のベットタウンとして市内外に認知されて

いる。また、これまで「観光」に対して積極的に取り組んでいなかった。 

 まちなかをパビリオン（祭典）にみたて、個性あふれるプログラムを作っておもてな

しをする。市内の地域資源を活用し、商工会・事業者・市民・市が連携して取り組む大

野城市着地型観光開発プロジェクト。 

 「地域力活用新事業∞全国展開プロジェクト」に応募。商工会が主体となり、交流人

口増加と市の魅力の PRを目的とする取り組み。平成２３年度、調査研究、平成２４年

度、平成２５年度事業実施。この事業が「おおのじょうまちなかわくわくパビリオン」

である。平成２６年度から補助事業から外れるため、広告協賛を募集。商工会と市が連

携して事業実施するものの、市は共催ではあるが、補助金の拠出だけでなく事務局とし

て企画運営にも携わり、連携を取って事業を実施。 

 体制は、商工会、市、その他関係機関。その下にプロジェクト委員会、プロジェクト

専門部会となっている。委員会は、本事業推進にあたり、事業の方向性について協議。

平成２６年度は４回実施。プロジェクト専門部会は、プログラム企画、プロモーション

等の具体的な実施計画について協議。平成２６年度は７回実施。 

 概要は、地域資源を活用した体験プログラムを開催しまち全体でにぎわいを生み出す。

開催期間は、平成２６年度で１０月１日から１２月６日、プログラム数 ２２プログラ

ム、参加者:来場者込みで 7,737名。パンフレット作成部数:20万部（市内全戸、近隣市

外） 

 事業成果は参加者数で平成24年度3,696名、平成25年度6,500名、平成26年度7,737

名と右肩上がり。アンケートによる満足度も満足、大満足あわせて 3 か年とも９０％。

プログラムは、三輪車３時間耐久レース、山歩き、婚活・恋活、各種体験教室等。どの

プログラムも多少の問題点、改善点はあるものの人気はある。 

 問題点、今後の課題は、事業費、参画者の確保。これは、どんなイベントでも共通す

る課題だと感じました。 

 感想としては、まだまだ伸びしろのある事業だと感じました。それは、各事業とも参

加費を徴収し実施しているにもかかわらず、集客が出来ているところ。また、食のメニ

ューに大野城鶏ぼっかけ、大野ジョーハッピーリングがあり、それぞれの商品を各事業

所が自主販売をすることにより活動し、市内外のイベント参加による PR効果もこれか

ら期待できるなどがあげられます。参画者の確保は、今後の幅広い年齢層への対応も視

野に入れていくなど様々な方法は考えられます。 

 



 ・「天草宝島二地域就労促進事業（天草宝島人材育成事業）」について 

 天草市は、熊本県南西部に位置し、周囲を蒼く美しい海に囲まれた天草上島と天草下

島及び御所浦島などで形成する天草諸島の中心部に位置する。 

 二地域就労促進事業は、急速な人口減少や高齢化の進む中で、雇用の創出や交流人口

増加が重要な課題となっている。そこで都市部等の企業が天草とつながり、関わり合い

を持ちながら社員を就労させ、または就労支援をし、天草の中で一緒になって新たな仕

事や生業を生み出す営みを推進していました。この事業では、４つのタイプ別に事業に

取り組んでいました。タイプ１「都市部等の企業」と「天草の企業」が結びつくタイプ。

タイプ２「都市部等の企業」と「天草の複数の企業等」が結びつくタイプ。タイプ３「都

市部等の人材」と「天草の企業・組織等」が結びつくタイプ。タイプ４「都市部等のセ

カンドライフ志向者」と「天草の企業・組織」が結びつくタイプ。流れとしては、天草

外の企業と天草の企業等を天草市と京都大学経営管理大学院が連携して仲介し事業の

実行、新事業の創造・起業を進める。そこには、「新事業の創造」に向けた人材育成も

フォローしている。タイプ１の事例としてベビーリーフ国内トップの熊本（株）果実堂

と熊本部品（株）。タイプ２では、東京の佐藤長八商事（株）と天草の生産者。タイプ

３は、東京の（株）ANA 総合研究所と天草市、天草の企業。このタイプ３では ANA

から人材派遣もされている。天草宝島人材育成事業に繋がる。 

 人材育成事業では、起業・経営に関する基礎編及び創業事業計画書の作成、起業に向

けて必要な知識を習得する応用編を行う天草宝島起業塾も開催している。平成 24 年度

より実施。年度別の実績は 24年度、参加者 16名、起業してる人 11名、25年度、参加

者 15 名、起業してる人 10 名、26年度、参加者 11 名、起業してる人 6名、25 年度よ

りアドバンスコース（専門的で高度な知識を習得する）16名参加、高校生コースも 25

年度より開設。25年度参加者 34名、26年度参加者 51名、27年度参加者 27名とどの

コースもかなりの参加者である。 

 また、人材育成事業では、平成 27 年度より ANA から派遣されている元 CA 戸田佳

奈芽さんによる接遇研修も実施。これはどんなに良い素材があっても、最後は、人をお

もてなす気持ちが大切であることから、元 CAの接客から学ぼうという事業。対象者も

幅広く小学生から高齢者までと人気の高い研修会。 

 感想は、タイプ１の事例でそれぞれがウィンウィンの関係で素晴らしい結果が出てい

る。今年度、三井・三菱商事とのビジネスマッチングも予定されていることは、素晴ら

しいと思う。人材育成事業のおもてなしの心は、とても大切なことですから、当市でも

考えさせられました。今後、この事業結果は時間のかかることなのでうまくいくことを、

願います。 

 

  

  



 ・「観光おもてなし課の業務内容・人材育成の取組み」「国際的６次産業化マスタープラ

ン」について 

 平成２５年４月１日付、商工観光課から観光おもてなし課に名称変更。課員からの公募。

観光振興強化目的。背景には、観光入込客数、宿泊客数、日帰り客数すべて減少したもの

の県外者数が増加していることが大きな要因では。また、平成１６年３月３１日に天草上

島４町の合併があり、１０年が過ぎ、合併後の本来の目的向かう体制の見直しとして取り

組まれたように感じる。 

 人材育成の取り組みは「民間的経営手法の必要性」から「民間的人材マネジメント」・「職

員の意識改革」を目指し、「観光戦略推進委員の導入」（株）リクルートより受け入れた。

このことで変革組織づくりが平成 24年度から始まりました。行政から始まった「影響の輪」

を広げる試みを続け、市民が、主役と感じられる場づくりを、観光おもてなし課が考えた。 

 成果は、ムーブメントを起こす、目を引く事業展開。職員ここが主体的に動くようにな

り、チームワークが高まり、課題解決スピード向上。ポジティブ思考になった。 

 課題として、職員の意識改革。そこから、未来の可能性にかかわってもらう関係を構築

する。  

 国際的６次産業化マスタープランは、これまで市と事業者が連携して商品開発、販路拡

大に取り組んできた。しかし、事業者の販売促進のスキルが、不足していること。都市圏

における試験販売、情報発信する拠点が少ないこと。大消費地における、バイヤーや飲食

店との取引機会と拠点が不足していることを課題とし、５年後を目標に各種研修会の実施、

アンテナショップ出店事業、販路開拓事業を展開する。 

 課題は、まだ始まって間もない事業なので事業成果もはっきり見えない。ただ、販売促

進のスキルアップは、大切だが、６次産業化の難しい点もある。安易に販売を広げたり大

消費地のバイヤーと契約することによる生産量の問題などまだまだ見えない問題もある。

慎重かつ身の丈に合う販売促進に努めなければならない。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



・玉名市「６次産業推進」について 

 熊本県玉名市は、１次産業、それも農業中心の町でした。現在の取り巻く環境は、農家

戸数減少に歯止めがかからない状況。戸数は減少しているが平均面積は増加。新規就農者

もいるが、８割は施設園芸。農業を取り巻く変化に伴い、６次産業を推進。玉名市におけ

る６次産業の意味は、生産者の多角経営化支援。 

 推進事業体制は、内向けに６次産業推進室、６次産業活性化委員会、６次産業プロジェ

クト会議。事業者向けに勉強会、交流会、補助金、農地の斡旋、相談体制となっている。

活性化委員会、プロジェクト会議、交流会は年３回、勉強会は毎月だ３水曜。補助金対象

は、１研究開発費、２事業推進費、３販売開拓費で開始当初は機械購入ありきだったが、

最近は変わりつつある。 

 加工品の数は、５９品目以上。熊本県農産加工食品コンクール銅賞、熊本県優良商品奨

励賞など多数受賞。 

 相談体制は、市職員によるアドバイス体制と任期付き職員による加工場、食品衛生、資

材の相談を受けている。情報共有として、メーリングリスト、これは展示会、補助金、市

以外でのセミナー等のお知らせ。事業者説明会では、市で行うイベントの周知、レクチャ

ーを行う。また、玉名市６次産業推奨品として推奨し、市内外に販売、PRすることにより

認知度向上、地域活性化を図る。また、ふるさと納税のお返し品として活用される。 

 課題も、しっかり押さえていた。事業者の悩みとして物の問題として・栽培計画・加工

計画・生産物の魅力。ブランド化として・企業対事業者・顧客対事業者・PR戦略。人問題

として組織としての運営・多様な支援者との関係・事業拡大に伴うこよう。金銭問題とし

て市愚に収益に繋がらない・事業計画の甘さ等を上げていた。そこで、支援体制をみると

（県）産業技術センター・６次産業化サポートセンター・中小企業庁よろず支援拠点・コ

ンサル・勉強会講師・市で支援体制をとっている。 

 事業者の課題と支援として、経営感覚を持つ。加工品の思い入れだけでは売れない。生

産管理と営業力。マーケティング能力。知識の向上。商品の完成度。トータルで成長が実

感できる仕組みを構築する。 

 行政に求められることとして事業形態に対応した相談体制。機会の充実。自然体の活性

化を上げていた。 

 成功事例として「みかんチップス」を取り上げていたが、この法人の親会社は、みかん

輸送会社で物流、マーケティングには有利性があり、かなりの成功を上げている。また、

生産品の原料不足を補うためにミカン農家から直接原料仕入れも行っている。 

 ６次産業の成功のカギは良い商品であることは第１条件であるが物流やマーケティング

も重要。異業種間とのコラボレーションも重要な要素でもあります。。付加価値を上げるだ

けでは、長くは続かない。時間と体力が必要である。 

 

 



 

総括 

 少子高齢化社会に伴う人口減少にいかに歯止めをかけるか。まちおこしでの交流人口増

加。これは、良い素材がたくさんあってもそれを活用し、いかに仕掛けていくのかがきー

わどになります。そして、良い素材を生かすも殺すもそこに住んでいる人の心構えでがら

りと変わります。我が、網走も素晴らしい素材はたくさんあります。それをどう生かすの

か思考しなければなりません。 

 ６次産業も地元の素材を活用した無印良品を作り、しっかりマーケティング、地域の雇

用を生み、活性化に繋げようとしていました。まだまだ、問題点、課題もありましたがそ

れは、取り組んだ結果わかったことで、行動しなければ何もわからないものです。 

 素晴らしい素材があり、それを活用した無印良品を生産・販売。各企業間のコラボレー

ション。手掛けるのは、人です。取り組み方で変わるものです。だからこそ、今までもこ

れからも人づくりはとても重要だと改めて確認できました。今後もこれらの事例を参考に

しながら政策提言をし、より良いまちづくりに励みます。 

 



 

 

総務・経済委員会の行政視察レポート 

２０１５年１1月６日  松 浦 敏 司 

 

総務・経済常任委員会は、１０月２０日～２３日まで、福岡県大野城市、熊本県天草市、

上天草市、玉名市の４市を視察してきましたので、レポートを提出します。 

 

１日目は、福岡県大野城市で「おおのじょうまちなかわくわくパビリオン」について担

当者から説明を受けました。 

１．「わくわくパビリオン」開催の経緯と過去４年間の取り組みとして 

① 九州大学との官・学連携プロジェクトをつくり、★「地域資源や人財同士の結びつきが

まちの魅力を高める」 

② 「地域力活用新事業と全国展開プロジェクト」に応募 ★商工会が主体となって事業を

始める★H２３年度は調査研究／H２４年度～２５年度は本格事業実施 

③ 商工会と市が連携して事業実施 ★市は共催という位置づけではあるが、補助金の拠出

だけでなく事務局として企画運営にも携わり、密な連携を取って事業を行っている。 

④ H２６年度より補助事業から外れる ★事業費の捻出が課題→H２６年度は広告協賛の

募集などが行われた。この事業の大きなきっかけとなったのは、②の「地域力活用新事

業と全国展開プロジェクト」に応募したことだとの説明でした。 

２．事業実施体制では、商工会（事業主体）、大野城市（共催・事業連携）、その他関係

機関(連携・協力)からなり、その下にプロジェクト委員会（事業計画全体の作成）があ

り、さらにプロジェクト専門部会（各イベントの実施主体・企画・運営全般、｛ここに

市職員が入る｝）というような体制でした。 

３．事業概要は、お店や自然、史跡などの地域資源を活用した様々な体験プログラムを市

内のいたるところで開催することで、その魅力を体感してもらい、まち全体でにぎわい

を生み出すイベントになっています。 

 開催期間は、１０月１日～１２月６日（H２６年度） 

 プログラム数は２２プログラム（H２７年度は２７プログラム） 

 総事業費、約５００万円で、商工会２５０万円、市補助１５０万円、広告協賛金１００

万円となっており、参加者も年々右肩上がりで、この事業が市民的なイベントになって

きているのではないかと感じました。 

  

４．主なプログラムでも、子ども用の三輪車３時間耐久レースや山歩きで史跡見学、水城

を歩くでは特別史跡「水城跡」めぐり、ユニークなのは、婚活・恋活で、山歩きや料理

教室などの体験を通じて交流を深め、カップルの成立率も高く、結婚したカップルも出

てきているなど、多彩でユニークな取り組みが行われていました。 

  参加者の感想も大満足４７．７％、満足が４２．２％と約９０％が満足していると答

えていることからも市民を巻き込み地域に融合したイベントになっているように感じま

した。歴史の違いはあるにせよ、網走市においても地域の特徴や資源を改めて洗いだし

て、若者から高齢者までを対象とした新たな事業というものを考える必要があるのでは

ないかと感じました。 

  ひとつ残念だったのは、イベントの現場を見られなかったので、現場の関係者との意

見交換などができなかったことでした。 

 



 

 

２日目は、熊本県天草市と上天草市を視察しました。 

 天草市では「二地域就労促進事業」について、担当者から説明を受けました。天草市の

人口は、H２２年国調で約８万９千人だったものが、５年間で約７千人のペースで減少

し続け、H４２年には約５万９千人になる見込みとなっている。高齢化率も約３４％と

非常に高くなっていて、H３７年には生産年齢人口と高齢者人口がほぼ同数となり逆転

することが予想されている。また、天草地域内に高等教育機関がないことから、進学や

就職で天草を離れた若者は約２割しか戻ってこない状況にあり、急速な人口減少や高齢

化が進む中で、天草市にとって雇用の創出や交流人口の拡大が重要な課題となっている

そうです。また、悩ましい問題として、子どもたちの３割が市外の高校に進学するとい

う状況にあることも話されました。 

  人口減少と若者雇用の場が切実な課題となっていることから H２３年度にアンケー

ト・ヒアリング調査の実施で、大都市圏企業・社員、市内企業・団体へアンケートやヒ

ヤリングを実施しニーズを把握した。 

 ★大都市圏企業ニーズでは、中高年の雇用の確保、社員のモチベーションやスキルの向

上、企業のメリットが確保される形の地域貢献活動、企業の発展や雇用の維持 

 ★市内企業・団体のニーズでは、必要な人材の確保、販路開拓、資金ということを把握

した。 

 ●実証プロジェクトの取り組みとして①グランドリーフの生産拠点の形成プロジェクト

②芹生柿の高級食材か・販路拡大プロジェクト③天草ならではの引き出物カタログづく

りプロジェクト④シモン芋の高付加価値化・販路拡大プロジェクトに取り組む 

 ●京都大学経営管理大学院との連携し、二地域就労セミナーの開催（H２３年１２月天

草、H２４年２月福岡）で、同大学院経営研究センターと二地域就労事業を共同で取り

組むために包括協定を締結し、事業の目的や取り組み等をセミナー開催等により周知し

たとのこと。 

 

  H２４年度の取り組みは、プロジェクト協定に向けたマッチング業務として、H２３

年度に実施したアンケート・ヒアリング調査の結果を踏まえて新たに２つのプロジェク

ト協定（⑥天草Webの駅による天草の宝物づくりプロジェクト、⑦ANAグループとの

共同プロジェクト）を結成したのをはじめ、京都大学経営管理大学院都の連携で、天草

宝島起業塾の開催、また、地域の起業・二地域就労促進市町村連合政策サミット開催（H

２５年２月約１５０名の参加）、条件不利地域における雇用創出について議論を市民へ

周知を行うなどの取り組みなどが行われていました。H２７年度には三井純友海上火災

保険（株）の新たなビジネスマッチングへ参画し、H２７年度に１０～１５件程度の実

証プロジェクトを行う予定とのことでした。 

  

  大学との連携と優秀な民間人の力を存分に発揮して、まちの活性化と雇用の場の確保

する努力をしていること。また、担当者が強調していたことで、大きな企業を誘致して

１００人雇用するよりも小さな地元の企業で１００人雇用するほうを選んだとのお話が

ありましたが、大事な視点だと感じました。また、リターン率が２０％いることやリタ

ーン者が、この事業への活動が高まっていて、まちを元気づけているとのことで、事業

の成果が出てきていることに、おおいに学ばなければならないと感じました。 

 

  ３日目の午前は、上天草市の「おもてなし課の業務内容と２カ年間の人材育成の取り

組み」と「６次産業化マスタープラン」についてです。 



 

 

  上天草市、「観光おもてなし課」があるだけあって、職員の対応がすばらしいもので

した。 

  以前は、商工観光課→商工振興係、観光振興係であったのを H２５年４月１日付で、

課職員の公募で検討した結果、観光おもてなし課とし、その下に観光総務係、観光振興

係の組織体制になったそうです。 

  観光客の入込数は、H２４年をピークに減少傾向が続いているが、県外からの入込数、

宿泊数、日帰り客も増加しているとのことでした。その背景には、自然、温泉、食、歴

史文化など、あらゆる観光資源に恵まれている。また、H２３年の九州新幹線全線開通、

A列車運行開始などで関西圏を中心として観光客のすそ野が広がっているなどが背景に

あるのではないかといっていました。 

  また、職員の意識改革にも取り組んでいて、観光政策の更なる推進のため、高度な専

門的知識及び経験を有する者を民間企業(株式会社リクルート)から３年間出向してもら

い意識改革に取り組み、「公務員から行政マンへ」、他にも「変革組織づくり」では、

人づくり、場づくり、仕組みづくり「行政変革コアチーム創り」では、目的として、行

政内の関係性を変え、行政マンひとり一人の主体性を引き出し、意志を持って仕事がで

きるようになる。地域を巻き込み、市民と協働して地域の未来を創る「変革チーム」と

なる。 

  全体の流れとして、①２カ月に一度「集合研修」（約５時間）②自ら決めた「アクシ

ョン」を実践する（体験学習）③アクションをフォローする「フォローセッション」（テ

レビ会議）などを行っている。 

  組織の成功循環モデルとしては、「関係の質」の向上が成功へと導く①人間関係の質

が高まると、会話や対話を通じてアイデアが生まれ、それに伴って行動の質が高まり、

結果の質につながるという「組織の成功循環モデル」（何よりもまず「人間関係」が大

切）②「関係の質」を高めることから始めることがグッドサイクルに③逆に「結果の質」

向上から始めるとバッドサイクルになる(成果上がらず、対立・押しつけ・命令が横行、

「関係の質」下がる)としている。従前は縦割りで個人・行政目線、遠慮、内向きであっ

たのが、チームワークになり、地域目線、主体性、外向きになるようなイメージを描い

ていたことは参考になるのではないか。 

   

もう一つの「６次産業化マスタープラン」では、背景として５０年後の人口規模は３

万人⇒１万７千人⇒人口減少により自治体維持が不可能⇒人がすめなくなるという課題

がある。その課題を解決するため「経済の立て直しによる雇用の創出」が必要⇒１０年

後 GDP市内総生産額１００億円増加⇒雇用の増加１，３００人⇒定住人口増加３，２０

０人⇒１０年後推計人口２５，５３０人⇒２９，０００人<維持>としている。そのため

の戦略として、国際的６次産業プラン（２４年８月）①農林水産業者の６次産業化支援、

②農林水産業者と商工業者の連携支援の方針を掲げている。 

  加工開発商品づくりは、市と民間で主導して行っていて、１０８品加工開発に着手し、

４６品が商品化している。これによって、新たな雇用も生まれているようで成功してい

る例だと思います。 

では、「網走で」となると農林水産業の規模の違いや流通などの条件が大きな障害に

なるのではないかという懸念を持ちました。その点では、網走にあった６次産業化とい

うものを考えなければならないと思うと同時に、しっかりしたプランを立てることが重

要ではないかと感じました。 

 



 

 

  ３日目の午後は、熊本県玉名市の６次産業推進について視察しましたが、玉名市は H

２３年度から、この取り組みをしているそうです。 

  ６次産業化の考え方として、現状は①国内食品のマーケット縮小②農業算出額の低下

③農山漁村地域における企業の撤退・公共事業の減少の状況がある。地域資源は、①農

林水産物②バイオマス③経験・知識④自然エネルギー⑤風景⑥伝統文化がある。この地

域資源の有効活用で６次産業化をする。①生産・加工・流通（販売９の一体化による付

加価値の増大②２次・３次産業による農林漁業への参入③農林漁業と２次・３次産業と

の連携・融合による地域ビジネスの展開や新たな産業の創出=新たな非か価値の創出につ

ながる。これによって、雇用の確保と所得の向上による農山漁村地域の再生・活性化に

つながるとしている。 

  玉名市の農業を取り巻く状況は①農業従事者の高齢化②農業後継者不足③耕作放棄地

の増加④食料自給率の低下⑤農業所得の減少⑥食生活の変化⑦TPP問題等国際情勢の変

化という問題意識を持ち６次産業推進室を設置して取り組んでいる。市の基本的な考え

は、プレイヤーは事業（事業者のやる気）が大事だといっていました。対象は中小規模

の農家と個人としている。 

  また、６次産業活性化委員会（大学教授、副市長、JA、漁協、商工業、農業者、農林

水産部長）を年３回開催している。プロジェクト会議（農林水産政策課、商工観光課、

６次産業推進室）も年３回、６次産業推進勉強会（市内の農林漁業者）は毎月第３水曜

日に開催している。６次産業推進交流会(市内外の各産業従事者)を年３回開催している。

異業種交流会で、毎回５０人前後の参加があるとのこと。 

 

成果も出てきていて、みかんチップは成功して、規模拡大をして雇用も増えているそ

うです。また、すでに農産物加工品は５９品目以上になっているとのこと。重要なこと

として、行政がしっかりサポートしていること、言うべきことは言って注文をつけるな

ど、成功させるための努力がなされていることを実感しました。残念ながら、みかんチ

ップの生産工場を見られなかったのは、心残りでした。 

  今回、４行政区を視察しましたが、この視察で得たものを議員として市政に反映させ

るため努力をしたいと考えています。 

 


