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出 張 報 告 書 
 

下 関 市 議 会 議 長 殿         平成３０年７月２６日 

職氏名 

 経済委員会 

  委員長  田 中 義 一 

  副委員長 酒 本 哲 也 

  委 員  江 原 満寿男 

  委 員  戸 澤 昭 夫 

委 員  吉 田 真 次 

委 員  板 谷   正 

  委 員  恵 良 健一郎   

   

担当書記 

   庶務課主査   和田 孝志 

   議事課調査係長 亀田 和輝 

 

用 務 

 

所管事務調査のため 

・観光政策について 

・商店街の活性化について 

 

期 間 

 

平成３０年７月９日から 

平成３０年７月１１日まで 

 

出張先 

 

鹿児島県鹿児島市 

宮崎県日南市 

 

 

調査事項・意見 

経済委員会では、今年度の活動方針に沿い、交流人口の拡大として鹿児島市では、

稼ぐ観光の実現を基本とした観光戦略の取り組みなど観光政策について、また、商工

業の振興として日南市では、商店街に人を呼び戻し商店街を再生させた取り組みなど

商店街の活性化について行政視察を実施したので、その概要について報告する。 

 

[鹿児島県鹿児島市]  人口：604,483人  面積：547.58㎢ 

鹿児島市は鹿児島県中西部に位置し、桜島や錦江湾を代表とした自然景観に恵まれ、

島津氏の城下町として栄えた歴史を有し、幕末から明治維新にかけて多数の偉人を輩

出しており、南九州地域の拠点都市である。 

また、陸・海・空の交通結節点であり、陸については平成２３年に九州新幹線が全

線開通、海については人工島のマリンポート鹿児島に多くのクルーズ船が入港してい

る。空については鹿児島空港の国内航空路線は１７路線、国際航空路線はソウル、上

海、台北及び香港の４路線が就航している。 
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平成８年に中核市へ移行し、平成２６年には市政施行１２５周年を迎えたところで

ある。今年は明治維新１５０周年という歴史的な節目を迎え、大河ドラマ「西郷どん」

が放送されるなど、維新のふるさととしての盛り上がりをみせている。 

 

●観光政策について 

鹿児島市議会山口議長挨拶、田中経済委員長の答礼後、観光プロモーション課奥課

長から説明を受け、質疑応答を行った。 

 

①観光の動向 

・入込観光客数 

平成２年の大河ドラマ「翔ぶが如く」放映、平成１７年の九州新幹線の一部開

業、平成２０年の大河ドラマ「篤姫」の放映などを契機に観光客数が伸び、９０

０万人を達成した。平成２３年の九州新幹線全線開業で９５５.５万人となった。

平成２９年は過去最高の平成２３年を大幅に超える見込みとのこと。 

・宿泊観光客数 

入込観光客数と同様な傾向で、平成２８年に３５３.５万人と過去最高になっ

ている。平成２９年は過去最高の平成２８年を大幅に超える見込みとのこと。 

外国人宿泊観光客数も同じように右肩上がりで、平成２８年は前年比約３７％

増で、過去最高の２６.７万人となっている。平成２９年は過去最高の平成２８

年を大幅に超える見込みとのこと。 

・外国人観光客数 

国別では香港が一番多く、台湾、中国、韓国の順である。格安航空会社の影響

と思われるが、平成２６～２７年頃から、台湾より香港が多くなった。 

九州内での外国人の宿泊観光客数は、平成２７年データでは１位が福岡市、２

位が長崎市、３位が鹿児島市であるが、鹿児島市もまだまだ伸びる見込みがある

とのこと。 

外国クルーズ客船は、平成２９年に約１００隻入港しており、今年はそれを上

回るペースである。着岸している船は最大で１６万トン級であるが、２０２２年

には２２万トン級も着岸できるようになり、１６万トン級と２２万トン級のクル

ーズ船が同時入港できるようになるとのこと。 

 

②第３期鹿児島市観光未来戦略について 

基本目標として「鹿児島の経済成長のエンジンとなる稼ぐ観光の実現」を掲げてい

る。計画期間は平成２９年度から３３年度までの５年間である。 

平成３３年の数値目標は入込観光客数１，０５０万人（平成２８年９５５.４万人）、
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宿泊観光客数３８０万人（平成２８年３５３.５万人）、外国人宿泊観光客数は３０

万人（平成２８年２６.７万人）である。 

新たな数値目標として、１人あたり観

光消費額は２.３万円（平成２７年１.８

万円）である。 

また、鹿児島に来られた方の半数の方

が、鹿児島に再訪したいという気持ちを

持っていただくことを目標として、再訪

の意向５０．０％（平成２７年３０.１％）

を掲げている。 

未来戦略の体系は基本目標を達成する

ために３つの強化プロジェクトと基本戦

略を掲げている。第２期においても基本戦略は掲げていたが、今回初めて「稼ぐ力」

「インバウンド対応」「広域連携」という３つの横断的に取り組む強化プロジェクト

を掲げ、これらを横断的に生かしながら、「新しい魅力づくり」、「攻めの情報発信・

誘客」、「受入態勢の充実」の基本戦略につなげている。 

                   

③横断的に取り組む３つの強化プロジェクト 

・稼ぐ力の強化プロジェクト 

マーケティングによる観光戦略の推進として、プロモーションのための観光消

費額のデータ分析など、これまで以上に戦略的な数字を示して事業を進めていく

ところである。ＤＭＯの設置を視野に入れながら観光戦略を進めていきたいと考

えている。 

外国人観光客向けに新しいサービスを提供する民間事業者に対して補助金を

出すなど、観光分野で頑張っている民間事業者への支援に取り組んでいる。 

・インバウンド対応の強化プロジェクト 

東アジアに加えタイ、シンガポール、ベトナムなど東南アジア地域においても

広くプロモーションを行い、メインターゲットの拡大を図っている。 

幅広い視点による誘致として、２０２０年の東京オリンピック、鹿児島県国体

の開催、２０１９年のラグビーワールドカップ開催を好機と捉えている。 

ラグビーワールドカップでは南アフリカ共和国が事前キャンプで鹿児島を訪

れることが決定している。これらを活かし、海外へ進出している企業と連携しな

がら幅広い視点で観光客の誘客に取り組んでいきたいとのこと。 

多くの観光客が桜島に訪れるため、有事の際の対応を含め防災面に配慮した受

入環境の整備に取り組んでいる。 
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・広域連携の強化プロジェクト、 

南九州における県都連携（熊本市・宮崎市：都市型観光）、黒潮連携（那覇市・

奄美市・屋久島町：世界遺産）を進めている。さらに、日本の北、真ん中及び南

という形で連携した超広域連携（札幌市・松本市）に取り組んでおり、インバウ

ンド対応などで広域連携を進めている。 

 

④基本戦略１－新しい魅力づくり 

・世界に誇れる自然と景観のブランド化 

平成２５年に日本認定を受け、現在世界認定に向けて取り組んでいる桜島錦江

湾ジオパーク、水族館に入館せず自由にイルカに会える鹿児島水族館、桜島フェ

リーを活用したクルーズ、街の銭湯のほとんどが温泉のまちなか温泉などを世界

に発信して外国人観光客の誘客に努めている。 

・ストーリー性のある歴史と文化の魅力の深堀り 

平成２１年に登録された世界文化遺産については、情報発信不足のため、さら

に広く発信していきたいとのこと。また、明治維新１５０周年をさらにアピール

し、維新のふるさとを一層ＰＲしていきたいとのこと。 

また、文化施設等が集積する歴史・文化ゾーンに位置する鶴丸城跡に、御楼門

の復元に向け、民間が中心となり約５億４千万円の寄付金を集めた。不足分は県

市等で負担し、総事業費約９億円で、今年９月から工事着手し、２０２０年３月

の完成予定とのこと。 

こういった新しい観光スポットを売り出すことにより、歴史好きの方が、多く

の歴史的遺産を目当てに訪れることを期待しているとのこと。 

 

明治維新１５０周年の主な取り組みは次のとおり 

西郷どん大河ドラマ館 

大河ドラマ「西郷どん」の放映開始に合わせ、維新ふるさと館の近くに

設置されている。１年間の期間限定で開館し、入場者目標数５０万人で、

現在３０万人が来場しているが、もっと増やしていきたいとのこと。 

歴史ロード「維新ドラマの道」 

維新ふるさと館と西郷どん大河ドラマ館の間の河岸を整備し、維新ドラ

マの道として整備した。シンボルゲート（左右からの見方によって西郷隆

盛、大久保利通の肖像画が見えるトリックアート）を設置し、２９０ｍの

区間に、幕末から明治にかけて薩摩で起こった色々な出来事の物語を紹介

した大きなモニュメントを設置している。スマートフォンの無料アプリを

使用して、ＡＲ技術を活用した７つの歴史ドラマが再生されるようになっ
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ている。 

維新ふるさと館 

今回の大河ドラマ放映と合

わせ、大幅にリニューアルし

た。入館者数は平成２３年の

２０万人が最大だったが、現

在、それをはるかに超えてい

る。鹿児島独特の郷中教育の

紹介を大きくリニューアルし

ており、さらに地下１階のド

ラマ上映も見どころの一つと

なっている。 

ＰＲ動画「維新ｄａｎｃｉｎ'鹿児島市」 

大河ドラマ「西郷どん」をＰＲするために作成した動画で、鹿児島実業

高校の男子新体操部が観光地でリズミカルに踊りながら鹿児島市を紹介

している。 

そのほかの取り組みとして、各年度の１５０年前にどういった出来事が起き

たのか（平成２４年度は生麦事件、平成２５年度は薩英戦争が１５０年前に発

生）といったテーマごとに毎年色々なシンポジウムやイベントを開催、甲突川

沿いなどで行っている「薩摩維新ふるさと博」、明治維新１５０周年を盛り上

げるために結成し県外各地でＰＲ活動を行う「薩摩観光維新隊」、主に鹿児島

市内でのイベントなどで活躍している着ぐるみキャラクター「西郷（さいごう）

どん」、バスや市電のラッピングなどがある。 

明治維新１５０周年のロゴについては、民間企業に商品のパッケージ等で自

由に使ってＰＲしているとのこと。 

・観光資源・イベントの充実による年間を通じた集客力の向上 

民間が行うイベントに対する補助を行い、「ゆかた祭り」、「焼酎ストリート」、

「カレーフェスタ」などを開催した。 

多くの観光客の誘客に向け、毎月大きなイベントを開催したいとの思いから、

民間に働きかけ、鹿児島市も支援するという形で、イベントが次々できあがって

いるとのこと。 

鹿児島市が中心のイベントとして、かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会

（８月）、天文館ミリオネーション（１月）、鹿児島マラソン（３月）などがあ

るとのこと。 

交通関係では、観光スポットを巡るバス「カゴシマシティビュー」が鹿児島中
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央駅帰着、１日１９便、１周当たり所要時間８０分で、３０分間隔で運行されて

いる。桜島方面を走るバス「サクラジマ アイランドビュー」が桜島港帰着、１

日８便運行されている。そのほか市電の観光電車があり、交通体系を充実させな

がら、観光客の交通の利便性に努めているとのこと。 

・多様なツーリズム 

鹿児島市は、プロスポーツのキャンプ・イベントの誘致といったスポーツ・ツ

ーリズム、観光農業公園「グリーンファーム」を活用してグリーン・ツーリズム

の推進に取り組んでいるとのこと。 

スポーツ・ツーリズムの一環として、サッカーＪ３の鹿児島ユナイテッドＦＣ

を支援し、Ｊ２昇格を目指しているとのこと。 

 

⑤基本戦略２－攻めの情報発信・誘客 

海外の旅行会社が鹿児島市に観光客を送客した際に、その旅行会社に対して補助し

ている。 

鹿児島マラソンについては海外特別枠を設け、海外の旅行会社へ鹿児島市への観光

客誘客を働きかけしている。 

映画撮影の誘致支援として、鹿児島市を題材とした映画製作に補助している。 

そのほか、メディアや動画の紹介を行いながら国内外に向けプロモーションをして

いるとのこと。 

 

⑥基本戦略３－受入体制の充実 

ボランティアガイドの育成支援、女性目線を重視した受け入れ体制の充実を取り組

んでいる。 

バリアフリーの市電・バスの導入や中心市街地などにコミュニティサイクルを多数

配置し、気軽に自転車に乗れるように取り組んでいる。 

外国人観光客への対応で、フリーＷｉ-Ｆｉを数カ所設置している。 

外国クルーズ客船の寄港については、港の整備は鹿児島県が中心となっているが、

マリンポート鹿児島から中心市街地に行く交通手段が充実していないため、対応を急

く必要があると考えているとのこと。 

今後の課題として、観光コンベンション協会の機能強化を図り、受入体制の充実な

どを図ること。増加する外国人観光客に対応するため、外国語表記やＷｉ-Ｆｉの整

備をさらに充実させていきたいとのことであった。 

 

以上、質疑応答を含めた座学及び市ＰＲ動画「維新 ｄａｎｃｉｎ 鹿児島市」を

視聴した後、維新ふるさと館の状況について現地視察を行い、視察を終了した。 
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[宮崎県日南市]  人口：53,739人  面積：536.11㎢ 

日南市は、宮崎県の南部に位置し、日向灘に面し、全国有数のリアス式海岸の日南

海岸国定公園がある。また広島東洋カープのキャンプ地でもある。 

「人づくりこそがまちづくり」との考えのもと、コンセプト「創客創人」を掲げて

政策を展開している。 

創客創人とは、「様々な分野において、今あるもの、資源の中から、人々が望む価

値を見出し、それを実現する製品やサービスなどを創り出し、「新しい需要＝客」を

創り、その客を幸せにする仕組みを創れる人材を育てること」である。 

 

●商店街の活性化について 

日南市議会安竹議長挨拶、田中経済委員長の答礼後、商工・マーケティング課汐口

主任主事から説明を受け、質疑応答を行った。 

  

①油津商店街再生に向けた行政の支援 

昭和４０年頃の油津商店街は、日南市

が東洋一のマグロの基地であったことや

林業が栄えていたことで宮崎県南地区最

大の商店街として賑わっていた。しかし、

空き店舗の増加や大店法の影響により市

外に店が移転したことで、歩行者の通行

量や小売店の減少により商店街が衰退し、

市民の意識からも「商店街」という存在

が薄らいでいった。 

平成２４年１１月に国から中心市街地活性化対策事業としての認定を受け、油津商

店街をメインとした「空き店舗等対策事業」、「商店街駐車場運営事業」、「来たく

なる街プロジェクト事業」、「商店街景観整備事業」の４つの事業を、今までの手法

を見直して展開した。 

 

 

②民間人の登用 

今までにない取り組みとして民間人を登用し、市とともにまちづくりに取り組んで

いった。 

・テナントミックスサポートマネージャー：木藤亮太氏 
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市内の消費循環の促進のため、魅力ある商店街の復活を目指し、「内需の循環」

をテーマに活動を行ってきた。 

・マーケティング専門官：田鹿倫基氏 

市外からの「外需の獲得」をテーマに、企業誘致や市外の企業とのコラボによ

り市内雇用の拡大に向けて活動を行ってきた。 

・まちなみ再生コーディネーター：徳永煌季氏 

飫肥地区の空きや活用とまちなみ再生に向けて活動を行ってきた。 

                    

③テナントミックスサポートマネージャーの取り組み 

テナントミックスサポートマネージャーの登用に当たり、一番の注目点は日南市に

居住することで、全国に向けて公募を行い、海外も含め３３３人の応募者から選ばれ

た。 

目標達成指標としては、平成２５年から４カ年で２０店舗誘致などの５つである。 

・１年目（商店街の現状把握・信頼関係づくり） 

商店街でのコミュニケーションの実施 

毎週の朝ミーティング、毎月の全体ミーティング、定期的にコミュニケー

ションを図る。 

交流施設「Ｙｏｔｔｅｎ（よってん）」の設置 

スーパーマーケット跡地の一角に設置し、高校生から７０代までの多世代

の市民とコミュニケーションを図り、有志で構成された商店街応援団「ＫＩ

ＴＯＣＨＩＫＥＴ（キトチケット）」が結成された。 

株式会社油津応援団の設立 

的を絞り、迅速に動き、事業をしかけていく「まちづくりの会社」として

設立され、木藤氏を含む３名が出資して設立した。当初は資本金９０万円で

あったが、現在では４５名以上の出資があり、資本金も１,８００万円とな

っている。 

公民連携の取り組み 

油津応援団だけではなく、油津商店街振興会、日南まちづくり株式会社、

商工会議所などとミーティングを通して他にはない公民連携を目指すとい

う形で事業を進めていった。 

１年目の平成２５年度は信頼関係づくりに重きをおき、店舗誘致は０件であった。 

・２年目（地元の人の変化） 

地元の人が商店街について語る 

信頼関係を築きコミュニケーションも取っていたため、地元の人が商店街

について語り始めるようになる。 
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   商店街１店舗目「ＡＢＵＲＡＴＳＵ ＣＯＦＦＥＥ」オープン 

元々昭和の時代の思い出のある喫茶店として賑わっていたが、高齢者から

若者まで集まれるようなカフェという形でリノベーションし、（株）油津応

援団が運営している。 

   商店街２店舗目「二代目湯浅豆腐店」オープン 

油津商店街の動きに触発され、店舗を移転。豆腐販売のみから、豆腐を使

ったランチを新しく提供している。 

商店街で様々な催しの開催 

商店街の方向性について市民とコミュニケーションをとり、以前行われて

いた土曜夜市の復活、人通りの無い商店街を逆手にとったファッションショ

ーの開催、長い商店街の特性を活かした商店街ボーリングの実施などを行っ

た。これらにより市民から、商店街が何かやっているな、面白いことをやっ

ているなという意識が生まれてきたとのこと。 

２年目の店舗誘致は２件であった。 

 

・３年目（まちの変化・店舗誘致数の増加） 

大学生による厳しい指摘 

大学生２人が卒論で商店街についてかなり厳しい意見を商店主に指摘し

たことがあり、これにより商店街の人々のやる気を呼び起こしたともいわれ

ている。 

   油津なおしぇるじぇ 

修理屋さんのいるまち油津商店街として、商店主自らがリブランディング

に取り組むなど、気持ちが変わってきた。 

多世代交流モール「油津Ｙｏｔｔｅｎ」の誕生 

スーパーマーケット跡を改修した

交流スペースで、多様な市民活動に

よる商店街への新しい来街目的が生

まれた。広島東洋カープのキャンプ

地であることから、選手のユニフォ

ームやサインの展示、油津商店街の

アイドルとして小学生による日南市

のＰＲ、飲食スペース「あぶらつ食

堂」の開設などを行った。 

東京からＩＴ企業の進出 

若者がチャレンジするまち、企業にとって組みやすい自治体というブラン
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ディングが企業誘致に成功した。ブティック跡をリノベートして誕生したオ

フィスが平成２８年度日経ニューオフィス賞を受賞している。 

３年目の店舗誘致は１５件で、そのうちＩＴ企業が３社であった。 

 

・４年目（持続していく体制整備） 

生まれ変わる油津商店街 

ＩＴ企業の進出や多世代交流モール「油津Ｙｏｔｔｅｎ」の完成により、

商店街では何が起こっているのだろう

ということで、人が集まるようになった。 
日南市で有名な金柑を活用したパー

ティー開催など様々な催し物が「油津Ｙ

ｏｔｔｅｎ」で行われ、施設を多様に活

用し、人が集まるような仕掛けをしてき

た。 
ビジネスコンテストの開催 

商店街の活性化事業とは別に、日南市の課題解決を提案するビジネスコン

テストを行い、名古屋大学の大学生が最優秀賞を受賞した。 
広島カープファンが日南市に来ても宿泊先が少なく、宮崎市等に流出して

いた状況に歯止めをかけるため、商店街内にゲストハウスを設置する提案で

あった。受賞後、地元の金融機関やクラウドファンディングにより資金を集

めて開業させたとのこと。現在は大学を休学し、株式会社化してオーナーと

して在住している。運営はゲストハウスに興味をもった学生が担っており、

次の代に繋いだ形となっている。 
子育て・保育支援 

ＩＴ企業が商店街に進出し、多くの若い人が働くようになったこともあっ

て、子育て支援センター「ことこと」、小規模保育施設「油津オアシスこど

も園」が商店街に開設された。 
新規店舗誘致目標は２０店舗であったところ、それを上回る２９店舗（平成２９年

３月末）が油津商店街に進出し、平成２５年７月の事業開始時と比べると歩行者通行

量は２．５倍～３倍に増えている。 
こういった強いリーダーシップと行動力により、衰退した商店街が、若者がチャレ

ンジする新しいまちに生まれ変わり、ＩＴ企業の誘致も１０社となり、日南市にいて

も何かできるんだという気持ちが市民に醸成された。 

 
③マーケティング専門官の取組 
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テナントミックスサポートマネージャーの木藤氏は商店街の活性化という形で携

わってきたが、マーケティング専門官の田鹿氏のミッションは外需の獲得であった。

 市内の地域資源を生かした外貨の獲得と雇用の創出、マーケティングの側面から商

店街を支援することを目的とした。 

日南市のマーケティング戦略では、いきなり企業誘致に進まず、１、２年目で日南

市が企業とコラボしやすい雰囲気づくりから始め、２、３年目に企業とのコラボを通

して双方にとっていい環境を築くことを進めてきた。３、４年目に企業とのいい関係

を仕組み化し、企業誘致に繋げていったとのこと。 

ＩＴ企業を積極的に誘致してきたのではなく、求人の多い事務職を誘致した結果が

ＩＴ企業であった。 

 

・「ＦＡＡＶＯ」×日南市 

日南市で有名な飫肥杉の工芸品を世界へ発信するなど、市の予算を使わずに、

クラウドファンディングによる資金調達で取り組んだ。 
・「Ｃｒｏｗｄ Ｗｏｒｋｓ」×日南市 

２０万円のワーカー育成ということで進め、市民の眠る労働力を掘り起こして

収入を補助するもので、在宅での仕事でコラボし、テレワーカーの育成を行って

きた。 
・日南市の有効求人倍率 

平成３０年３月の有効求人倍率は１.１６で、求人数が多くなった。 
・職種別求人数・求職者数 

ほぼ全職種で求人数が求職者数を上回っているが、事務職の求人数は少ない。

日南市の取り組みとしては、事務職希望者が職を求めて市外に流出することを少

なくさせるため、事務職の雇用創出に努めている。 
地元産業である製造業、販売業、サービス業については生産性の向上、待遇改

善に努めている。 

 
④クルーズ船を活かす 

日南市には油津港があり、１６万トン級のクルーズ船が入港可能である。観光バス

などで油津港から商店街に流れを作る仕組みづくりをしているとのこと。 

 
 

⑤広島東洋カープキャンプを活かす 

カープ関連グッズの販売や、前田健太選手からの１億円の寄付金を活用して「カー

プ一本道」を整備した。これは球場から商店街に人の流れを作るために、その導線を
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わかりやすくするように道路を赤く舗装したものである。 
さらに、油津駅を日本一のカープ駅とするため、クラウドファンディングを活用し

て駅舎を改築した。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
⑥これからの油津商店街 

企業誘致による雇用増、クルーズ船との連携、複合ビルの建設による生活者の増加

などの取り組みで、持続可能な商店街を作ろうとして取り組んできた。 
油津商店街が再生したと言われるが、往年の賑わいが戻ったわけではない。時代の

流れに沿った商店街の姿になったものである。 
今がゴールではなくスタートということで、今後も日南市の活性化に向けて取り組

んでいきたいとのことであった。 

 
以上、質疑応答を含めた座学ののち、油津商店街の状況について現地視察を行い、

視察を終了した。 


