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議員視察報告書 
 

 

赤穂市議会 

  議 長  瓢   敏 雄 様 

 

                      議員氏名  家 入 時 治  

                        〃   西 川 浩 司  

                        〃   山 田 昌 弘  

                        〃   前 田 尚 志  

                        〃   土 遠 孝 昌  

                        〃   前 川 弘 文  

 

 

下記のとおり、行政視察に参加しましましたので、報告します。 

 

記 

 

１．実 施 日  平成３０年７月３日（火）～平成３０年７月５日（木）（３日間） 

 

 ２．調査市及び主な調査項目(詳細については別紙のとおり) 

 

        

（１）山口県周南市   平成３０年７月３日（火） 

     中心商店街活性化について 

     まち輝き活動団体育成事業について 

 

  （２）鹿児島県指宿市  平成３０年７月４日（水） 

      大河ドラマ「西郷どん」の誘致活動と観光施設の取り組みについて 

      外国人観光客受入体制整備費助成事業について 

 

  （３）鹿児島県南九州市 平成３０年７月５日（木） 

道の駅「川辺やすらぎの郷」 

      道の駅開設に至る経緯や課題解決について 

都市住民と農村の交流の場としての活用について 

 

 

 

 

 

 



視察地：山口県周南市    平成３０年７月３日（火） 

 

【目的】 

  平成３０年度赤穂市観光振興として、観光アクションプログラム策定事業を行うにあ

たり調査・研究しているところですが、周南市が実施している、中心市街地商業活性

化事業を参考に学び赤穂市の観光戦略・施策に活かしていきたい。 

 

【視察事項】                                              

１．中心商店街の活性化について 

（１）中心商店街テナントミックス推進事業について 

（２）まち輝き活動団体育成事業について 

 

【取組み内容】                                      

１．中心商店街の活性化について 

（１）中心商店街テナントミックス推進事業ついて 

広い商店街の核となる中心商店街への新規出店者に補助を行う。 

補助内容として、店舗改修費及び広報費の２分の１相当額を（初年度のみ、上

限１００万円）補助する。 

    ＊重点エリア内１階に出店する物販店及び体験型店舗は補助上限額：２００万円 

     （１階以外への出店の場合は、５０万円） 

    ＊事業継承も補助対象（空き店舗解消の為である。） 

     又、補助金額に差をつけて、誰でも気軽に入れる店舗づくりを進めている。 

     平成１３年度から平成２９年度で補助実績出店数は７８件と中心商店街の活性

化づくりとしては成功している。 

（２）まち輝き活動団体育成事業について 

事業目的としては、市民団体などが中心市街地で実施する活動を育成し、中心

市街地の活性化等を目的とした活動に必要な経費の一部を補助するものであ

る。 

補助対象は、市民団体が中心商店街で活性化等を目的に実施する活動であるこ

と。 

補助率及び補助限度額については、補助率２分の１以内とし、補助限度額は、

２０万円／団体とする。 

補助実績については、１０年間で６７件と実績をあげている。 

（３）中心商店街の活性化について、賑わいをテーマとして市民アンケートを実

施し、市民ニーズを取り入れて徳山駅前に図書館を設け、賑わい交流施設にし

ている。若者に人気のスタバ、蔦屋も参入しＣＣＣを指定管理者として運営さ

れている。駅に落ち着きと余裕のある空間が、賑わいを生んで活性化され人が

集い楽しむまちとなっている。 

平成３０年度２月の開館であり、駅周辺の多くの人を呼び込む評価はこれから

と言える。 



【参加者所感】 

  ○中心市街地・商店街活性化 

   徳山駅前の広い商店街のうち、特に中心地を対象地域として活性化を図っているの

が良い。市、商工会と地元若手が一体となって取組のも成果が挙がるだろう。 

   駅ビルに図書館、スタバも市民の声を聞いて実施していた。事業を成功に導くのは、

住民と一体になることがポイントになる。 

  ○テナントミックス推進事業として、これまで７８件（うち市外２５件）が出店して

おり、重点エリア内では、１階と２階に出店する物販店等に補助金額で差をつけ、

誰でも気軽に入れる店舗づくりを進めている。約１割程度撤退しているとの事だが、

中心市街地の活性化づくりとしては、成功しているのではないかと思う。 

  ○徳山駅ビルを４５億円かけ建設した賑わい交流施設内に、図書館を設置し、指定管

理者により、年中無休で開館し賑わいづくりを創出しているが、平成３０年２月開

館であり評価はこれからである。４５億円かけて２分の１は、国の補助金を利用し

て建設し、２０億円以上も市の財源を支出しての費用対効果は、厳しい現状である。 

  ○ゆる旅のススメ、工場夜景のススメ、まちなか探索マップなど一つひとつ工夫がさ

れている。中心商店街をはじめ、まちをどう売るか全体のプロデュース力を高めな

ければならない。そのために発想豊かなやる気のある若い中心人物が必要である。 

 

【説明者】 

周南市中心市街地整備部 中心市街地整備課 野村 正純 次長 

周南市中心市街地整備部 中心市街地整備課 整備・活性化担当係 藤井 香 係長 

周南市経済産業部商工振興課 綿野 博之 課長補佐 

周南市経済産業部商工振興課 商工労働担当係 冨永 将介 係長 

 

周南市議会  小林 雄二 議長 

周南市議会事務局 礒部 雄太 氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



視察地：鹿児島県指宿市    平成３０年７月４日（水） 

  

【目的】 

  赤穂市は、「忠臣蔵のふるさと」、塩のまちとして、また、瀬戸内海国立公園に指定

された赤穂御崎や、名水１００選で知られる清流千種川など、歴史と自然環境等多く

の観光資源に恵まれている。しかし近年赤穂市を訪れる観光客が減少している。そこ

で今回大河ドラマ「西郷どん」の誘致をはじめ、外国人観光客の誘致等、新たな観光

施策を行っている、指宿市の観光施策の取組みを学び、赤穂市の新たな観光客誘致に

向けた施策に活かしていきたい。 
  
【視察事項】 

１．大河ドラマ「西郷どん」の誘致活動と観光施策の取り組みについて 
２．外国人観光客受入体制整備費助成事業について 

 

【取組み内容】 

   １．大河ドラマ「西郷どん」の誘致活動と観光施策の取り組みについて 

（１）「西郷どん」の誘致活動について 

大河ドラマ誘致は、鹿児島県全体での取り組みであった。１０年に１回、鹿児

島県に縁のある大河ドラマが放映されている。「西郷隆盛」は、指宿市との関

係は薄いが、鰻温泉で湯治したことがある。 

観光客受入体制として、実行委員会を構成し鹿児島県と指宿市と商工団体と連

携して事業展開している。 

主な事業内容として 

・いぶすき西郷どん館の設置・運営（市観光課） 

・ゆかりの地巡りバス（ＳＥＧＯ！！ＢＵＳ）の運行委託（市観光課） 

・鰻温泉まち歩きガイドの育成・運用（市観光協会） 

いぶすき西郷どん館の運用状況として、平成３０年１月１２日オープン以来、

来館者は増加傾向で推移。来年１月までの入館者数は、７万から８万人を見込

んでいる。大河ドラマのストーリーにちなんだ西郷隆盛と篤姫ゆかりの貴重な

実物資料を豊富に展示し、観光客受入体制の整備を展開している。 

大河ドラマ「西郷どん」の放送前に観光ボランティアガイドの育成やゆかりの

地を整備し受入体制を整え誘客促進を図っている。 

（２）観光施策の取り組みについて 

・震災対策（商品券付き宿泊プラン）←熊本地震により観光客減少 

・耐震対策（指宿どーんとプレゼント）←熊本地震により観光客減少 

・関係団体とワンフロアー化 

・面白い指宿を作るプロジェクト 

平成２８年度４月に発生した熊本地震の影響により減少した観光客の誘致を

図るため、２８年度は商品券付き宿泊プランと指宿どーんとプレゼントを実施

し、３０年度は関係団体とのワンフロアー化の推進。観光戦略ビジョンに変わ



る新たなビジョン「面白い指宿プロジェクト」をスタートした。観光に関する

ＨＰが市のＨＰと観光協会のＨＰとのふたつあり情報が統一されていないた

め、観光に関するＨＰを一元化し、観光課と協会の双方で更新できるように整

備。また、観光に関する情報発信をする場合に、観光課が窓口となって協会・

商工会議所・商工会と相互に情報交換する体制を構築。 

 

指宿市の目玉である「砂むし温泉」に、介助が必要な障がい者や高齢者等の方

にも入浴していただけるよう、平成２９年度にモニターツアーを実施するなど

して、ヘルパーを派遣する仕組みを構築し平成３０年度から実施している。 

 

観光宣伝として、情報発信ＨＰメルマガ、ＦＢ、ツイッター、インスタで観光

情報を随時発信している。インスタは職員が毎日１枚の写真をアップしフォロ

ワー数を増やすなどインターネットを活用して広告を行っている。 

 

１０００本旗プロジェクトとして、市民に無料で歓迎用の小旗を１５００旗以

上配布し、対象をＪＲに限定せず「出来る人が出来る事を」をコンセプトに、

無理なくおもてなしが続けられるようにしている。指宿駅では、高校生が金曜

日に、「茶いっぺいプロジェクトとして」、観光客をお茶でおもてなししてい

る。 

観光資源認知・関心度調査（指宿訪問者）を、３０代女性観光客をターゲット

に決め、スイーツ温泉ご当地グルメと３０代女性のニーズ調査を積極的に行う。 

 

   ２．外国人観光客受入体制整備費助成事業について 

     （１）受入対策として 

      ・４カ国語会話集を全世帯に配布。 

      ・主要観光地１０カ所にフリーＷｉ-Ｆｉを整備 

      ・指宿駅を拠点として、知林ヶ島までと砂楽までの交差点１７カ所案内標識

と路面標示を整備  

      ・市内希望するホテルが国の２分の１補助事業や市単独の２分に１事業を活

用して整備している。 

      ・中国語堪能な人材を、雇用し指宿駅観光案内に配属しアジア圏域観光客の

ニーズに対応しボランティアを活用した外国人受入体制の整備をすすめて

いる。 

      ・海外宿泊観光客の中でも今後、最大のターゲットの１つと考えられるイス

ラム圏に対する受入体制の構築を図るためモニターアドバイザーセミナー

を実施している。 

     （２）指宿市外国人観光客受入体制整備費助成事業補助金について 

      ・外国人観光客の受入体制整備の充実を図るため、指宿市内の宿泊施設、観

光施設、飲食施設、土産品店、その他外国人観光客が観光目的で利用出来

る施設が、受入環境整備を通じた訪問時・滞在時の利便性向上を図るため



の取り組みを加速化させることを目的として、外国語表記等の整備など受

入体制の整備を新たに取り組む事業者が、整備段階で必要となる初期投資

費用について、市がその一部を補助する制度。 

      ・補助金の交付対象者及び対象施設 

       指宿市内における宿泊施設、観光施設、飲食施設、土産品店、免税店、温

泉施設、その他外国人観光客が観光目的で利用出来る施設を有する民間企

業等（商店街を組織含む）又は個人事業主のうち、指宿市観光協会、指宿

商工会議所、菜の花商工会のいずれかの会員で、納期の到来している市税

の滞納がない者なお、交付対象者が対象施設を複数有している場合は、い

ずれか１施設のみを補助対象とする。 

       国等の外国人観光客受入体制整備に係る補助事業を活用して、整備したこ

とがある取り組内容は補助対象とならない。 

      ・補助額 

       補助対象経費の５０％以内 上限額２０万円 

       平成３０年度５月１０日からの取り組みとなる。 

 

【参加者所感】 

  ○大河ドラマ「西郷どん」の誘致は、県全体で取り組んだもの。 

   観光予算は、全予算の約３％と大きな額である。平成３０年度に執行する観光戦略

の調査と計画の作成委託費用は、７００万円もあり、台北、香港や韓国などインバ

ウンドにも注力している。おもてなし施策として１０００本旗プロジェクトを実施。

赤穂市は、観光振興への注力のため、選択と集中を大胆にすべきである。 

   

  ○誘致は県が主導で行っている。直接西郷隆盛とは、縁のない地区ではあるが大河 

   ドラマをうまく活用され集客を図っている。また、インバウンド対策も併せて 

   実施されており参考になる事案と考える。 

    

  ○どの自治体も観光宣伝のためＳＮＳを駆使しているが、フォロワー数をいかに増や

すかが課題とは思う。職員１０名が交代で毎日インスタグラムをアップする努力は、

見習うべき姿勢ではないか。                                   

   

【説明者】 

指宿市産業振興部観光課企画係 田之上 秀樹 係長 

 

指宿市議会  福永 徳郎 議長 

指宿市議会事務局 岩下 勝美 局長 

指宿市議会事務局主幹兼調査管理係 木下 英城 係長  

 

 

 



視察地：鹿児島県南九州市    平成３０年７月５日（木）  

 

【目的】 

  赤穂市は、道の駅設置構想があるが、いまだ設置されていない。交流人口の増加を図

るうえで道の駅は重要な位置を占めると考える。南九州市「道の駅 川辺やすらぎの

郷」は農業振興と、農家所得の向上を目的とした、ユニークな施設である。今後の赤

穂市が目指すべき道の駅構想に役立てていきたい。 

 

【視察事項】 

１．道の駅川辺やすらぎの郷 

（１）道の駅開設に至る経緯や課題について 

（２）都市住民と農村の交流の場としての活用について 

 

【取り組み内容】 

１．道の駅川辺やすらぎの郷 

   （１）道の駅開設に至る経緯や課題について 

   ア、施設の概要「道の駅川辺やすらぎの郷」は、有限会社（第三セクター）である。 

・役員  取締役５人 監査役２人  

・従業員２６人（社員４人・嘱託２人・パート１８人・アルバイト２人） 

＊従業員の高齢化に伴い後継者の育成や担い手不足に課題がある。 

（広域の合併による若手の担い手に今後期待している現状がある。） 

・出資金：３５,０００千円 

・出資団体 川辺町（現南九州市）、ＪＡ南さつま、川辺酪農組合、川辺町観光協

会、川辺町商工会、県川辺仏壇協同組合  

オープン：平成１２年４月２８日（道の駅認定日：平成１１年８月２７日） 

  イ、開設に至る経緯について 

旧川辺町では、生産者の高齢化、兼業化の進行により規模拡大や新規作物への転

換もままならない中、零細農家、自給的農家が多数を占め、生産が所得に結びつ

かない状況であった。担い手も含めて依然として農業生産農家所得は低迷すると

ともに、生産者と消費者の情報網がないため、消費者ニーズを的確に掴むことも

できない状況であった。農業の拠点的機能を備えた施設を整備する必要に迫られ、

農業振興と農家所得の向上を目的として農業構造改善事業を導入し、地域の情報

発信機能及び都市と農村の交流拠点機能を併せ持った施設の建設となった。 

鹿児島県で９番目の施設である。 

 

  ウ、施設内容 

地元の農畜産物や特産品の展示・販売をはじめ、地域食材を活用した食材供給、

地元素材を活用した新商品開発や商品化を行っている。 

近隣市町の特産物等も併せて販売することで、広域的なアンテナショップとして

機能を持ち合わせ消費者の関心を呼ぶ供給形態を構築している。 



   

（２）都市住民と農村の交流の場としての活用について 

 ・地域の農畜産物等の販売拠点施設として位置づけるとともに、交通情報や観光ス

ポット等の情報発信基地としての役割も担いながら、都市住民と地域住民や農家

との交流拠点施設となり、新たな農業振興を図る中心的な施設として機能してい

る。 

・物産館についても、地域農家が丹精込めて作った季節ごとの新鮮野菜、お茶、か

わなべ和牛、地鶏、仏壇関連商品、川辺焼き等を直売している。 

・加工施設では、地域産材料を使用して、豆腐、味噌、手打ちそば、ふくれ菓子、

豚味噌、焼き肉のたれ、麺つゆ等の無添加安全商品を製造し、川辺酪農組合が出

荷している牛乳を利用しアイスクリームやヨーグルトも製造している。多くの集

客を生み出して賑わいの場として機能している。 

・イベント広場では、年間に７回から８回イベント（子供向けが多い）を開催し、

研修室は、地域集落営農組織研修に利用している。農業振興の活性化につながっ

ている。 

・物産販売、レストランなどの売上状況は、毎年約３憶円で黒字を維持されている。 

・駐車場、総合案内所、トイレの施設に関しては国土交通省が管理している。 

 

【参加者所感】 

  ○道の駅の経営は、近隣に類似の施設がなければ順調であるが、類似の施設が出来る

と生き残りをかけた熾烈な競争が始まり、いかに独自性を出すかが重要である。何

をどのような形で販売するか、何が強みかなどを考えた上で、設計段階からレイア

ウトなどを十分協議する必要があることの教示を受けたが、そのとおりだと思う。 

 

  ○周辺地域の農家の活性化を図る目的で建設されている。平成１２年のオープンであ

り、収益は黒字である。色々な工夫をして運営されており、大変やる気のある道の

駅と感じた。今後は、設備の老朽化対策など課題も多くあると考える。赤穂市にお

いても参考にできる施設と考える。 

 

  ○農産物生産者の高齢化と道の駅「川辺やすらぎの郷」の運営者の高齢化と後継者づ

くりなどの課題に対して苦慮されている。人口減少社会の深刻な問題である。赤穂

市の観光も働き手があってこそ成り立つ。働き方改革とともに移住施策の充実が求

められる。 

   

  ○道の駅は、鹿児島県内９番目。駐車場や総合案内所は、国土交通省のもので普段の

管理は第三セクターが行う。物産販売、レストランなどの売り上げは毎年約３憶円

で、なんとか黒字を維持しているとのこと。さらに業績を上げるためには、看板設

置によるＰＲを考えている。ヒット加工商品が出たときは、売上が４憶円に伸びた。

安定した売り上げに結び付く商品開発が求められている。市民農園には水道があり

無料で利用できる。 



 

 

【説明者】 

南九州市農政課生産流通指導係 櫛下町 浩二 係長 

南九州市農政課生産流通指導係 池田 秋英 主任主査 

南九州市議会 伊瀬知 正人 議長 

南九州市議会事務局庶務係 菊永 隆信 係長                        


