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赤諒会議員視察報告書 

 

 

赤穂市議会 

  議長 瓢 敏雄 様 

 

                      議員氏名  前田 尚志     

                        〃    榊 悠太     

                        〃   汐江 史朗     

                        〃   有田 光一     

                        〃   土遠 孝昌     

                        〃   田渕 和彦     

 

 

     下記のとおり、行政視察に参加しましたので、報告します。 

  

                 記 

 

１．実 施 日   平成３０年７月１７日（火）～平成３０年７月１９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)大分県日田市（平成３０年７月１７日（火）） 

           災害対策について 

           定住促進について 

 

 

         (２)大分県佐伯市（平成３０年７月１８日（水）） 

           文化事業の取組みについて 

           文化財保護・管理と活用について 

 

 

         (３)宮崎県日向市（平成３０年７月１９日（金）） 

           地域創生の取組みについて 

           ・へべす消費拡大プロジェクトのあり方について 

           ・市民まちづくり支援事業のあり方について  

 

  

 
 
 
 
 



別 紙 

 
視察地：大分県日田市  平成３０年７月１７日（火）１４：００～１６：００ 

 
【目 的】 

 
日田市における災害対策及び空き家バンクなど定住促進の取組み状況について、その取組

みを勉強したく視察を行った。 

 
【説明・内容】 
 
１．災害対策について（総務部防災・危機管理課対応） 
 
平成２９年７月九州北部豪雨による被害状況について、資料をもとに災害状況の説明を受

けました。 

 
日田市は平成１７年に１市２町３村が合併し、人口が約６６，０００人。面積は約６６６

平方キロメートルと大きな面積を持つ市となっています。 

 
日田市は位置的に大雨が発生しやすい地域で、６年間で（平成２４年と平成２９年の大雨

災害と平成２８年の熊本大震災と）３度の大災害を受けています。 

 
今回の水害は、平成２４年に被災を受けた地区が今回も受け、５年間で２度の被災で、高

齢化も進み復旧への意欲も低下しているという問題があります。 

 
平成２９年７月５日の九州北部豪雨では、昼過ぎから断続的に激しい雨が降り、１９時５

５分に大雨特別警報が出された。アメダスの降水量は時間当たり８７．５ｍｍで最大日降

水量は３３６ｍｍ（７月５日）でした。 

 
日田市西部の大鶴・小野地区は平均雨量が６００ｍｍを超え、時間７０ｍｍの雨が４時間

降り続きました。 

 
豪雨時の対応は、１１時４分の大雨警報発令と同時に市に災害警戒準備室を設置、河川監

視カメラで福岡県側の河川が氾濫していたので、１３時５２分に大鶴・小野地区に避難準

備と同時に高齢者の避難を開始させた。１４時１５分に市に災害警戒室を設置し、１５時

１５分に災害対策本部の設置と合わせ、大鶴・小野地区に避難勧告（３５３世帯９４１人）

を出しました。 
 
１５時５０分に市内各所に避難勧告を発令（１０，９７４世帯、２６，７９３人）し、１

８時４５分に避難指示を出しました。 

 
７月１７日には市内全域に対し避難指示・勧告の解除を出しましたが、鈴連町梛野集落は、

山が崩壊した地域で現在も避難準備・高齢者等避難開始が続いて警報の解除はされていま

せん。 

 
避難状況は、避難所の開設数は４２か所で９５４人でした。現在も避難している方がいま

すが、民間のアパート、県市の公営住宅を借りて“みなし仮設住宅”として日田市が対応 



しています。 

 
被災被害状況は、人的被害は死者３人（男性２人、女性１人）、負傷者４人（男性１人、

女性３人）です。死者の内１名は消防団員が地域の巡回中に土砂災害に巻き込まれまし

た。 
 
また、日田市は盆地で周辺部は山に囲まれ、土石流や土砂災害が発生しやすい状況であ

り、中心部は平地で浸水の被害が発生しやすいと言う立地状況です。 

 
従って、全壊家屋が４６棟、半壊家屋が２７１棟。床下浸水が８２６棟、床上浸水が１５

０棟となっています。 日田市の北部を中心に大きな被害が発生しました。 

 
ＪＲ吹上鉄橋の流失（市の中心部の鉄橋の橋脚が倒れ流失）が発生しましたが、平成３０

年７月１４日に復旧が終わり全線開通となりました。原因は、日田市は林業が主な産業で、

山の崩落で木が川を流れて橋脚に引っ掛かり、ダムができ橋脚が倒れたことで起こりまし

た。また、同様に橋が壊れた箇所が市内で数か所発生しています。 

 
特に市内を流れる花月川は、平成２４年に堤防決壊があり復旧工事中で、完成が近かった

がこの豪雨で再度決壊しました。 
 
小野地区の山腹崩壊は、７月５日に大雨が降り７月６日の朝に山腹崩壊が発生し、河川を

堰き止める土砂ダムにより上流部集落が孤立しました。集落へ行くう回路はありましたが、

う回路も山腹崩落でふさがれていました。 
 
日田市は、林業が主産業であること、地形的なことから山腹崩壊が発生しやすく河川に近

い農地、農家が被害を受けやすく、家屋被災については、上流部の山腹崩壊による木が河

川を流れることで家屋の被害を発生させていました。 

 
以上の内容で資料に基づき説明を受けました。 

 

 

２．定住促進について（企画振興部ひた暮らし推進室） 

 

日田市は、美しい水と“ひたらし”が有名です。また、大分県の三大温泉天ヶ瀬温泉があ

り温泉の町でもあります。四季を通してイベントがあり、川開き観光祭、日田祇園山鉾集

団顔見世、天領まつり、千年あかり、ひなまつり、梅まつりと四季を通していずれのイベ

ントも１０万人の観光客が集まります。 

 

それでも少子高齢化は避けられないのが現状です。 

 

また日本一暑いまちでありテレビ等で紹介されています。また冬には雪が積もる。 

 

日田市とはそういう町です。 

 

移住の推進を図るうえで、移住の窓口をワンストップで行おうと平成２８年度に「ひた暮 



らし推進室」を設置し、今年度で３年になります。 

 

平成２７年度から国地方が一体となって取り組む人口減少問題等の克服に向けた地方創生

が始まりました。 

日田市も「人口ビジョン」として２０６０年に人口５万人の維持を目指しています。 

 

また、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」では、４つの基本目標を設定し事業を実施し

ています。 

 

４つの基本目標とは、「①安定した雇用の創出、②新しい人の流れをつくる、③若い世代

の結婚・出産・子育ての希望をかなえる、④安全・安心で快適に暮らせる地域を創る」で

す。 

 

この中の「新しい人の流れをつくる」と言う中に、この移住・定住定着促進の方向性が示

されています。 

 

移住・定住促進施策として、移住・定住に繋がる情報発信、空き家を有効活用するために

移住促進を図るために、空き家バンク事業の活性化を図ると共に移住後の定住を促進する

ため、移住者の受け入れ態勢を整備する地域の支援等を行っています。 

 

その中には、情報発信や空き家バンク事業、移住ツアーの実施、移住奨励金などの補助事

業そういった事業について「ひた暮らし推進室」が所管して行っています。 

 

移住者に対する就職・起業の斡旋についてですが、日田市は、就職・起業の斡旋業務は行

っていません。 

 

移住相談会などで個別の相談があれば、地元ハローワークの求人内容を渡しています。大

分県産業経済センターも一緒に相談会を行っており連携を密にし、就職等の話をさせて頂

いています。 

 

本市は、移住をしてきてからの企業支援等の制度を持って移住促進に取り組んでいます。 

 

内容は、移住後は、女性若者起業支援事業として、女性・４０歳未満の人・転入後１年未

満の人に融資額上限５００万円を無利子、無担保、保証人なしで融資しています。ただし

審査はあります。 

 

また、商店チャレンジショップ事業として、商店街の空き店舗を利用し開業する場合に、

家賃の１/２（最大１００万円）最高２４ヵ月補助する。 

 

また、移住者個人創業支援事業として県外からの移住者を対象に、空き家、空き店舗の購 



入・改修に要する経費を補助対象経費の１/２（最大１５０万円）を支援しています。 

 

また、日田市ビジネスサポートセンターでは、中小企業・小規模事業者の経営に関するあ

らゆる悩みや、これから新しい事業にチャレンジする創業希望者の事業計画作成などの相

談支援を行っています。相談目標として延べ相談回数７２０回を上げていますが、平成２

８年は６３７回、平成２９年は６４１回とほぼ一定の効果があったとみています。 

 

 

３．空き家バンクのあり方について（企画振興部ひた暮らし推進室） 

 

平成２２年以降全国的に空き家の増加が問題になってきています。 

 

古くて市場価値のない空き家は民間の不動産業者は積極的に動くことを致しません。しか

し、空き家所有者としては使ってもらいたい。 

 

また、ふるさと回帰志向の都会の方は、田舎の古民家的な空き家を探したい。 

 

自治体としては、増える空き家の活用促進をしたいとして生まれたのが空き家バンク事業

です。 

 

空き家バンク事業は、市内にある空き家を売りたい人、貸したい人が市に登録をします。 

 

また、空き家を買いたい人、借りたい人も市に利用者登録します。空き家を登録すると物

件調査を行います。調査は、取引に関係する専門家がつくるＮＰＯ法人（日田移住サポー

トセンター）に委託し、スムーズな移住に向けたサポートを市と共に行っています。 

 

ただ民間の不動産がなかなか手の出ない物件で空き家バンク事業として登録している訳で

すが、実際に交渉そして契約と移った場合は、この時点で市とＮＰＯ法人はこの中に入ら

ない。所有者と利用希望者で交渉、契約をして頂きます。 

 

したがって、市では不動産と売買契約をして頂きたいと思っています。 

 

日田市は平成２１年から、空き家バンク事業を行っています。現在（平成３０年６月）ま

での状況は、空き家バンクを使いたい利用登録者数の累計は２６６名。そして現在利用し

ている方１５９名。バンク活用による成約件数は７１件。 

 

現在は４８件の紹介可能物件があり、ホームページ等に紹介されています。 

 

空き家バンク登録物件に入居する市外からの移住者の方には、移住者ひた暮らし支援事業

として、入居する移住者の初期費用の軽減として、仲介手数料、家財の処分、改修費用等 



を補助し、購入費については最大１００万円の補助を用意しています。 

 

また、空き家活用奨励金事業として、空き家バンク登録者間で売買契約が成立時に空き家

の持ち主の方にも５万円の奨励金を支給すると言う制度があります。 

 

これは空き家バンク家の登録促進をねらった制度でもあります。 

 

以上、定住促進と空き家バンクのあり方について説明がありました。 

 

【主なＱ＆Ａ】 

 

１．災害対策について 

 

Ｑ 避難場所が水没しているが指定された避難場所は平屋か２階建てか。 

 

  災害の種類により避難場所は考える必要はあるが。 

 

Ａ 地震を想定しての指定避難所なので状況に応じ対応している。混在する。 

 

Ｑ 防災減災無線は設置されているのか 

 

Ａ あります。 

 

Ｑ 防災無線は聞き取りにくい。サイレン等で避難指示を出す方が分かりやすいと言う意

見もあります。日田市では防災無線の他にどのような対応をしていますか。 

 

Ａ 避難勧告と避難指示を発令するときはまずサイレンを鳴らし住民に知らせてから放送

をします。 

 

メールで知らせます。防災無線の放送内容は電話で確認しています。 

   

ケーブルテレビでも情報を流しています。 

 

防災無線は聞き取りにくいとの認識はあり他の方法も模索しています。 

 

Ｑ サイレンで知らせるのはどういうきっかけで。 

 

Ａ 平成２４年の豪雨で聞き取りにくいと言うことで、まずサイレンで知らせることにな

った。 

 



Ｑ 災害に対するドローンの活用は考えているのか。 

 

Ａ 市自体に消防署がなく考えていないが、そういう話はあり検討しています。 

 

広域消防ではドローン隊を結成し災害対策の準備を進めています。 

 

Ｑ 山崩れの場所は真砂土と聞いている。真砂土や植林の場所で山肌崩落が起きているの

か。 

 

Ａ 全てが真砂土ではないが、阿蘇の噴火で地質が形成されており表面は火山灰で下は安

山岩で、山の斜面が急なこと、雨が降らなくても地下水の影響で崩落は起きている。 

 

雑木林での崩落は聞いていない。日田市は人工林が多いから。 

 

Ｑ 危険地域の予測はされているのか 

 

Ａ 土砂災害警戒箇所・区域として、急傾斜の崖地、土石流の可能性のある場所、地すべ

りの可能性のある場所は指定している。 

 

Ｑ 危険個所への植林規制等の計画を考えているのか。 

 

Ａ 植林規制は考えていない。 

 

Ｑ 土石流や山地崩壊の前兆はあるのか。 

 

Ａ 一般的に言われる前兆はある。音がする、においがする、小石が落ちてくると言うの

は聞いた。 

 

小石が落ちている現場に出会い、道路の通行止めをかけた直後に崩落が発生した経験

はある。判断は早い方がよい。 

 

Ｑ 災害時の連絡は 

 

Ａ 携帯が使えない。ケーブルテレビが使えない状態となり自衛隊の衛星携帯電話を利用

させていただいた。 

 

Ｑ 災害時の対応として個人に必要なことは。 

 

Ａ 食事、水等個人の備蓄として３日分の用意は必要。３日すれば支援体制が整うから。

国も県もその方針です。 



Ｑ 平日の避難所の開設について、開設の責任者は市の職員又は地区の人が避難施設を開

けたのか。 

 

Ａ 決めている。避難場所の公民館には職員が配置されている。 

 

配置されていない所は、市の職員でないが、お願いしている。 

   

誰もいない時は市から開設に行く。 

 

Ｑ 市の職員が現場に行くには危険な場合もあるのでは。 

 

Ａ 危険な場合、職員の移動はさせない。夜間は近くの職員が対応する。 

 

  開設後は、職員３人でローテーションを組んで対応した。長くて一月近くかかった。 

 

Ｑ 夜間の避難の判断基準は決められているのか。 

 

Ａ 周辺地域は山間地で避難所まで時間がかかるため、夜間の移動は危険であり国や県の

判断より早く市として判断した。 

 

  夜間では、国県は避難所への避難指示を推奨するが、市としては垂直避難をお願いす

ることになると思います。 

 

  地域の中では一番安全な場所に避難するようお願いしている。 

 

Ｑ 休日の職員の招集は。 

 

Ａ 休日は職員の参集場所を決めている（合併後広い地域を見守るため）。 

 

  メールで連絡する。 

 

平成２４年以降、過去３回の経験から、雨が降る前の平日に職員に連絡し指示してい

る。 

 

Ｑ 休日の職員の参集場所は。 

 

Ａ 周辺部は職員の人数が少ないので、近い所に行くよう指示している。 

 

Ｑ 避難状況で応急住宅入所とあるが、これは仮設住宅なのか。 

 



Ａ 仮設住宅の建設は市としていない。 

 

民間のアパートの空き部屋、県市の公営住宅を借りて“みなし仮設住宅”として対応

しています。 

 

Ｑ 資料では３月３０日の入居となっているが、今も避難しているのか。 

 

Ａ 平成３０年５月末で４３件が今も住居避難している。 

 

Ｑ 避難勧告・指示の世帯人数で実際にどの位が避難されたか分かりますか。 

 

Ａ 手元に避難者資料がないのでわからないが、全体をみればかなり少ない。 

 

日田市は過去の災害経験から、自主防災組織が進んでいる地域がある。そういう地域

は避難勧告前に避難行動に移っているが、地域によりバラツキがあり、市として自主

防災組織の強化に取り組んでいる。 

 

Ｑ 市として、災害を想定した道路網の整備をしてきているのか。 

 

Ａ 非常用の道路として使用すべき道の確保については昨年度より検討されている。もと

もとの道路整備がされて来たかはわからない。 

 

Ｑ 危機管理課の人数は。 

 

Ａ 今年より６名。 

 

Ｑ 人事異動はどのくらいの期間で行われているのか。 

 

Ａ ２～３年で。 

 

  長ければよいとの考えもあるが、今回も６名しかいないので、毎日徹夜でした。雨が

降れば残るし、水害、地震への対応とか考えるとプレッシャーもある。 

 

何もなければ暇であるが、精神的にも体力的にもプレッシャーは常にあります。 

 

Ｑ 周辺市町の危機管理課との意見・情報交換等の連携はあるのか。 

 

Ａ 直接の市町村同士の繋がりはないが、関連する河川流域の市町村が集まっての会議は

よくある。 

 



２．定住促進について、３．空き家バンクのあり方について 

 

（２の定住促進と３の空き家バンクのあり方については関連がありまとめて質疑応答とな

りました） 

 

Ｑ 子育て支援で、中学生まで医療費の無料化を設けているが所得制限を設けていないの

ですか。 

 

Ａ 設けていません。 

 

Ｑ 就職・起業の斡旋について、対象等は何を基準にしたのか 

 

Ａ 一番やる気がある世代までを対象とした。 

 

Ｑ 実際に起業の斡旋事業を利用された人はいますか。 

 

Ａ います。 

 

Ｑ どういう仕事ですか。 

 

Ａ カフェ、レストラン。飲食関係です。女性に多い。 

 

Ｑ 定住促進事業で定住に繋がった事業にはどのような事業があるのですか。 

 

Ａ 現在、日田市では商店が早く閉めるので、その後の時間帯で営業する飲食店等です。 

 

Ｑ 定住されたという良い例もありますか。 

 

Ａ 地方創生が始まってからの事業であり結果はまだ先をみないと分からない。 

 

Ｑ 移住・定住に関する各種助成制度にはどのようなものがあるのか。 

 

Ａ 転入する５年以上前は日田市以外に住んでいた人か、定住の意志をもって日田市に移

住してきた人に支給される制度です。 

 

Ｕターン者と若者（３９歳以下）が主な対象です。一人の場合は５万円。家族二人以

上の場合は上限１０万円が支給されます。 

 

Ｑ 空き家バンクでＮＰＯ法人に委託とありましたが、委託料はいくらですか。 

 



Ａ 約５００万円（ここでは正確には分かりません） 

 

Ｑ 企業誘致と移住は 

 

Ａ 所管が違い別です。 

 

Ｑ 宿泊体験施設について 

 

小学校をアパート風に改修とあるが、宿泊をして日田市の生活に溶け込む、そういっ

た目的造られたのですか。 

 

入所期間は２年以内で低家賃（月２万円から２万７０００円）生活できる施設か。 

 

Ａ そうです。 

 

Ｑ 利用者は。 

 

Ａ ６世帯しか入れないが、今は３世帯が入っている。 

 

地域おこし支援者も入っており、アパート的に利用しています。 

   

利用者は市外の人です。 

   

家族での体験宿泊もあったが、現在は３世帯だが１人だけの宿泊です。 

 

Ｑ 間取りは  

 

Ａ ３ＬＤＫ 

 

Ｑ 賃貸アパートでも助成がでるのか。 

 

Ａ 定住の意志があれば誰でもでます。 

 

【所 感】 

 

１．災害対策について 

 

〇災害に対し、公助、共助、自助の対策は必要だが、まず「自分の身は自分で守る」考え

が必要である。日頃から最小限３日間、他人の助けを借りず自分自身で生活できる自己管

理（準備）が必要であると感じた。 



〇災害の多い日田市では、市民が自主的に結成している自主防災組織がある。遠い場所で

発生した災害をどこか他人事のように捉えてしまうこともあるが、「明日は我が身」とい

う意識をもって、市民一人ひとりが災害に対して危機感を持つことが災害から身を守る上

で大切なことではないかと感じた。 

 

市民が自主的に自分の身は自分で守ると言う意識を持つよう啓発することも重要かもしれ

ない。 

 

〇平成２９年度の災害状況の説明を受けたが、以前に被害のあった地域については、避難

勧告・避難指示に従って避難されたが、それ以外の地区で避難をされたのは２割以下であ

ったそうで、避難を行ってもらう難しさを感じた。 

 

〇防災無線が雨の音等できこえにくいので、防災無線放送前に「サイレン」を鳴らし知ら

せる対策を取っていた。赤穂市でも一考すべきではないか。 

 

２．定住促進、空き家バンクのあり方について 

 

〇日田市では、定住促進について商店街チャレンジショップ事業、移住者個人創業支援事

業等の事業に取り組み、人口減少に歯止めをかけるため努力しているが定住に繋がってお

らず定住促進事業の困難さを感じた。 

 

〇高校を卒業すると日田市から転出する若者が数多く存在する。そのような若者にＵター

ンを促すため、ふるさと愛を醸成する事業を行っているが、未だ転出者は多いようだ。今

後成果が表れることを期待したい。 

 

〇移住・定住に関しワンストップ窓口として、ひた暮らし推進室を平成２８年度に設置し、

数多くの事業を担当しており、本市でも移住・定住に専念できる組織体制がいるのではな

いかと感じた。 

 

日田市には高等学校が５校あり、キャノンなど大手企業もあるが、就職する若者は少な

く、定住促進の難しさを感じた。 

 

〇定住促進については、色々な施策に取組まれていますが、定住促進に繋がっていなく、

人口減少が進んでいました。 

 

市内に、高等学校が５校あり、就職先には大手企業のキャノン株式会社などもあるが、市

内で就職するより県外での就職を望んでいるのが現状でした。 

 

 

 



【説明者】 

 

日田市議会事務局局長（あいさつ）       田中孝明 氏 

日田市議会事務局主幹（総括）         宇野富士男 氏 

日田市総務部防災・危機管理課課長       新原守人 氏 

日田市企画振興部ひた暮らし推進室室長     中嶋美穂 氏 

 

 

視察地：大分県佐伯市  平成３０年７月１８日（水）９：３０～１１：００ 

 
【目 的】 

 
平成２７年に開館した佐伯市歴史資料館の入館者増等に向けた取組みや文化財の活用状況

について、その取組みを勉強したく視察を行った。 
 
【説明・内容】 
 
１．文化事業の取組みについて（社会教育課文化振興係対応） 

 

（１）歴史資料館のあり方 

 

施設の概要について 

 

佐伯市の歴史資料館は、平成２７年５月１日に、山城のふもと、近世城下町の景観を残す

「歴史と文学のみち」の起点に開館しました。 

 

場所は、江戸時代には佐伯藩の役所、明治時代には旧藩主毛利家の屋敷として利用され、

佐伯の歴史において重要な役割を果たしてきた所です。 

 

歴史資料館では、江戸時代を中心に、中世から近代初頭（西南戦争）までの地域の歴史を

常設展示（約１００点）の主要なテーマとし、それ以前の旧石器・縄文時代から古代まで

は導入展示としてエントランスホールでケース展示を行っています。 

 

また、屋外展示として、藩役所の門として使われた「三府御門」、毛利邸の一部である

「毛利家御居間」等も公開しています。 

 

佐伯に生きた人々の足跡をたどり、身近に感じて頂けるよう、企画展や各種講座なども開

催し、佐伯の貴重な歴史遺産を探求する多彩な活動を展開しています。 

 

展示の構成としては、エントランスホール部分の導入展示として４つのケース（旧石器・

縄文そして弥生時代古墳時代と奈良平安と古代）に分け展示。 



またテーマ展示として、中世から鎌倉時代、近世初頭の明治１０年の西南戦争までを大き

く取り扱っています。 

 

中世の「さいき」平安時代末期から戦国にかけては、佐伯氏一族とその居城栂牟礼城を中

心に、周辺遺跡出土品を展示しています。 

 

近世の「さいき」佐伯の部分に、最も大きく展示にスペースを取り、主に佐伯藩二万石の

歴史を取り上げています。 

 

近代の「さいき」では、幕末・維新から西南戦争までを取り上げ、明治１０年に勃発した

西南戦争に関する資料が展示されています。 

 

佐伯市の西南戦争以降の資料に関しては、“佐伯市平和記念会館やわらぎ”や“国木田独

歩館”にて展示されています。 

 

また、佐伯市歴史資料館事業の計画から開館に至るまでの経緯の説明受け、事業費は総額

１２億４０００万円と説明がありました。 

 

 

 

施設の運営状況について 

 

佐伯市歴史資料館の来館者数の集計について、平成２７年５月の開館から平成３０年６月

までの来館者数集計では、歴史資料館は新しい施設ですが、集計では年々入館者が減少し

ています。 

 

平成２８年４月の熊本地震により、大分県でも被害がありましたが佐伯市は大きな被害が

なかったにも関わらず、大きな被害があったという印象を持たれ、湯布院を含め大分県全

体で観光客が減少しました。その影響があり平成２８年度に入館者が減り始め、その影響

で平成２９年度以降も減少が続いています。 

 

施設運営側としては非常に憂慮しており、何とか入館者を取り戻したいと考えています。 

 

 

 

入館者増員に向けた取組みについて 

 

佐伯市は、佐伯市歴史文化施設運営協議会という「佐伯市平和祈念館やすらぎ」「城下町

佐伯国木田独歩館」「歴史資料館」の３館を運営する為の協議会を設けて、運営の基本的

なこと及び運営に関する必要なことを協議しています。 



今回の視察目的である、歴史資料館に絞って言えば、歴史資料館では例年、春に企画展、

秋に特別展を開催し、常設展とは違うテーマで様々な企画展を実施しています。 

 

例えば、平成２９年度は、春の企画展として、佐伯の津々浦ウラ江戸時代の漁業政策と漁

民の信仰と言うことで、浦方と呼ばれた海岸部に出された触れや、漁業の奨励に関する資

料から藩の漁業政策を、また、藩主も寄与した浦方の信仰についても考え、支配政策と精

神的な支えである信仰と言う２つの面を紹介し説明していきました。 

 

秋の特別展として「花ひらく佐伯の文人文化、先哲と書画」として、毛利高標、松下築

陰、明石秋室、中島子玉、秋月橘門などに代表される先哲の書画や著書を展示し、様々な

文人文化を紹介するといった展示を行いました。 

 

このように、佐伯にまつわる様々な歴史や文化に関するテーマに絞って企画特別展を開催

しています。 

 

また、教育普及事業として、年２回外部の講師（様々な研究者、学芸員）を招いて講演会

を行っています。同時に、郷土の歴史教室や古文書講座などを開いています。 

 

こども向けの歴史体験教室を開き、例えば佐伯藩初代藩主毛利高政について学び高政が着

用した金兜を作る。弥生上小倉地区から出土した勾玉について学び、こども向けの体験教

室を実施しています。 

 

こういった活動を、年間を通して実施し、教育委員会が設置した社会教育施設で、市民の

方の様々な社会教育活動や、小中学生あるいは高校生等も含めた歴史学習などに活用して

頂きたいとの思いで様々な事業を行っています。 

 

小中学生については、九州一広い地域ということで交通手段がないので、バス代を教育委

員会で負担し、各学校からの送迎事業を行っています。事業に使われる入館料も無料とし

ています。 

 

観光客については、佐伯市の城山のふもとの城下町の部分は、“歴史と文学のみち”と言

い、日本の道百選に選ばれ、当時の風情も残っており、多くの観光客に来て頂いておりま

す。その観光客を歴史資料館に呼び込みをするという活動も行っています。 

 

以上のような地道な活動をしながら入館者増につなげていきたいと思っています。 

 

 

歴史資料館サポーターの役割について 

 

平成２８年度から歴史資料館サポーター設置事業を始めています。 



 

市民から応募して頂いた方を、歴史資料館サポーター養成講座を受けて頂き基準を超えた

方に歴史資料館サポーターとして認定をし、展示資料の解説や施設の案内活動。体験学習

教室等の指導や内外から様々な資料の寄贈が増え、整理が追い付かない状況であり収蔵資

料の整理等の活動もして頂いています。 

 

（歴史資料館サポーターについては、佐伯市歴史資料館サポーター設置運営要綱に詳しく

記載されています。） 

 

【主なＱ＄Ａ】 

 

Ｑ ４月に歴史資料館への入館者が多いのは、小中学生の無料バスによる入館が多いため

か。 

 

Ａ ４月に春祭りがあり、その期間中は入館を無料にしているためです。 

 

Ｑ 熊本地震による風評被害があったが、入館者の市内外の区分はでできていますか。 

 

Ａ 入館者に対するアンケートを実施していなかった為、市内外の区分はできていませ

ん。今、アンケートを置く準備をしています。 

 

Ｑ 佐伯市歴史文化施設運営協議会には何人が入っていますか。 

 

Ａ １５人以内です。 

 

Ｑ 佐伯市歴史文化施設運営協議会は、年間、何回、開催されていますか。 

 

Ａ １から２回です。 

 

Ｑ 特別展を開くと入館者が多いようだが。 

 

Ａ 常設展示に比べ、特別展を目当てに来る方が多いようです。 

 

Ｑ 歴史資料館サポーターは何人いますか。 

 

Ａ １６名が登録して頂いています。 

 

Ｑ サポーターは月に何回ぐらいお願いしていますか。 

 

Ａ 定例の形で古文書等資料の整理を現在は月２回でお願いしています。 



また、資料の整理以外に体験学習教室などの教室が月１回開かれますから、展示や指

導の補助をして頂いています。 

 

Ｑ サポーターの資格は登録後の更新はどのようになっているのですか。 

 

Ａ サポーターとして登録するのに必要な養成研修を年度末に実施しています。 

研修を受けて登録されます。 

 

登録の期間は原則１年間です。本人の希望と活動状況をみながら年度末に本人と話を

して登録を更新するか確認させて頂いています。 

 

Ｑ サポーターの登録更新を本人の希望に関わらず切ることもあるのですか。 

 

Ａ 登録を抹消した例はないが、登録を抹消できる仕組みにはなっています。 

 

Ｑ 観光客数も入館者数に関係すると思うが、年間どの位の観光客が来られているのです

か。関係は把握されていますか。 

 

Ａ 城下一帯にどの位の観光客が来ているかは把握されていません。 

 

観光客と入館者関係はわかっていません。 

   

佐伯市全体の観光客数についてはここでは分かりません。 

 

Ｑ 平成２８年の１１月に入館者数が多いが何か理由があるのですか。 

 

Ａ 特別展を実施した関係です。 

 

人気のある特別展を実施した期間は入館者が多くなります。   

 

Ｑ 歴史資料館は、指定管理は入っていないのですか。直営ですか。 

 

Ａ 直営です。 

 

Ｑ 歴史資料館の運営に関する企画立案と運営協議会との関係は。 

 

Ａ 歴史資料館の運営に関する企画立案、テーマ等全て学芸員が考えますが、必ず運営協

議会に図ります。 

運営協議会の委員からアドバイスも頂いています。意見を取り入れながら良いものに

したいと考えています。 



２．文化財保護・管理と活用について（社会教育課文化振興係対応） 

 

収蔵品の利活用について 

 

佐伯市の所蔵資料一覧表に示すように、歴史資料館にほとんど収蔵しています。 

 

歴史資料館ができる前は、佐伯文化会館、図書館、まな美収蔵庫等分散収蔵していたが歴

史資料館ができ、今はその特別収蔵庫に収めています。 

 

収蔵分類は、毛利家寄託資料（２９６７点）、藩政史料（３５９２点）、佐伯文庫（２７

９５点）、温故知新録（１３２点）、その他古文書（３１２４点）、その他工芸品等（１

８３点）に分け合計 12793点を収蔵しています。毛利家寄託資料は、１０年契約で寄託

しています。 

 

この１２７９３点の資料を常設展示、企画展示に活用しています。また県内の他館から毎

年、企画展や特別企画展に展示要請があり、貸し出しを行っています。また県外、九州国

立博物館等から貸し出しの要請があれば出品しています。歴史資料館で行われる講座で収

蔵品を活用した説明や、市民の方に身近で見て頂くこともしています。 

 

【主なＱ＄Ａ】 

 

質疑応答はありましたが、目的の趣旨沿った内容の質疑はありませんでした。 

 

 

３．議会運営全般について  佐伯市議会関係資料を受領 

 

【所 感】 

 

１．文化事業の取組み、文化財保護・管理と活用について 

 

〇文化事業、歴史資料館のあり方の説明の後、学芸員から資料館内の展示室で説明を受け

ながら見学したが、展示物、展示のあり方、取り組みも充実したものが感じられた。平成

２９年度の展示室の利用観覧者数が 6,322人（月平均 528人）は少ない気がする。特に

小・中・高校生の観覧者が少ないのは地域の歴史を学ぶ上で一考を要するのではないかと

感じた。 

 

〇特別展を開催した月の来館者数は、年によって異なるが数倍となっている年もある。赤

穂の歴史博物館においても年に数回特別展等を開催することで、市内外から来館者を獲得

できるかもしれない。 



〇平成２７年度に開館した歴史資料館は、入館者数が平成２７年度９，４７４人、２８年

度７，３０６人、２９年度６，３３２人と、本市の歴史博物館と比べ、はるかに少ない数

字であったが、本市のように学芸員１人にたよる運営ではなく歴史資料館サポーターの設

置、歴史文化施設運営協議会の設置など、参考になった。 

 

〇佐伯市歴史資料館の運営を支援するサポーター制度は、審査して認められた人を登録し

研修し活用している。 

 

平成２９年４月から始まったばかりであるが定着してほしい。 

 

〇佐伯市歴史資料館は、総事業費１２億４千万をかけて平成２１年度の基本構想より２６

年度の工事完成。２７年度から開館していますが、開設場所も歴史ある素晴らしい所にあ

るにも関わらず入館者が非常に少ないと感じた。28年度と 29年度に於いては、震災等の

影響も考えられますが、このような素晴らしい歴史資料館について様々なツールなど利用

して県内外に情報発信していくべきと強く感じた。 

 

赤穂市に於いても、もっと情報発信していき来館していただけるように努めて行きたいと

思いました。 

 

【説明者】 

 

佐伯市議会副議長（あいさつ）         吉良栄三 氏 

 

佐伯市議会事務局次長             古田 智 氏 

 

佐伯市教育委員会社会教育課課長        淡居宗則 氏 

 

佐伯市教育委員会社会教育課文化振興係     

 

課長補佐 兼 総括主幹     吉武牧子 氏 

 

佐伯市教育委員会社会教育課文化振興係 

 

佐伯市歴史資料館学芸員     甲斐玄洋 氏 

 

 

 

 

 

 



視察地：宮崎県日向市  平成３０年７月１９日（水）９：３０～１１：３０ 

 
【目 的】 

 
日向市における特産品の活用及び市民が行うまちづくりへの支援など地域創生の取組み状

況について、その取組みを勉強したく視察を行った。 

 
【説明・内容】 

 
１．地域創生の取組みについて（農林水産部ブランド推進課対応） 

 

（１）「へべす」消費拡大プロジェクトのあり方（農林水産部ブランド推進課） 

 

平成２２年に「へべす」の生産振興や消費拡大に関する事業を実施し、日向地域のブラン

ドとして確立し、「へべす」の生産農家の経営の安定を図ることを目的に、「へべす」消

費拡大プロジェクト会議が設立されました。 

 

日向市のブランド推進課が事務局になり、「へべす」消費拡大プロジェクト会議のプロジ

ェクトチームを立ち上げています。 

 

プロジェクトチームは、生産農家、ＪＡ・市・県の職員、消費者、飲食店の経営者、大学

の准教授などで構成されています。 

 

この会議で「へべす」に関する年間活動や方針を決定し、それに基づき取組んでいます。 

 

〇「へべす」の歴史 

 

へべすは、江戸の末期に長曽我部平兵衛が、山中に自生する木酢（きず）を発見し栽培し

たのが始まりです。平兵衛さんが発見した木酢で、「へべ

す」と名付けられました。 

 

「へべす」は、昭和４０年代から現在まで、日向特産として

ＰＲを行って来ましたが、平成２８年９月に、知事が、日向

圏域のみでの生産から、県内全域に生産を広げることを発表

し、平成３０年の３月に県内に苗木の配布が行われました。 

 

配布された苗木は一年生の苗木で、出荷までに２年から３年かかります。これからは宮崎

県あげての生産となります。 

 

日向市としては、「へべす」発祥の地でありこれから県内で一番の生産量を目指して行き

ます。 

 



〇生産販売 

 

「へべす」の栽培戸数は、露地栽培が１１５戸、ハウス栽培が６戸です。栽培面積は、露

地栽培１６ヘクタール。ハウス栽培１．２ヘクタールで、主な栽培地域は日向市、門田町

です。 

 

「へべす」生産販売は、生産農家１２１戸の７４戸がＪＡを通して、他の農家は個人で販

売または自家消費となっています。 

 

販売実績は、ＪＡ日向出荷分としては、平成２９年度のハウス栽培出荷量は前年度並みで

約８．５トン。露地栽培出荷量は、ここ十数年で最高の伸びとなり約５５トンの出荷とな

りました。 

 

露地栽培で出荷量の伸びは、関東地方などで知名度が上がり消費量が増加したのが原因と

考えています。今は生産が販売に追い付かない状況です。 

 

昨年は、ハウス・露地栽培で加工用（ドレッシング、こしょう、焼酎等）として約３トン

出荷されています。 

 

「へべす」の推定生産量は、加工用と個人で販売されたもの、ＪＡ日向の出荷量を合わせ

ると、年間１５０から２００トンの生産量です。 

 

しかし、「カボス」や「すだち」の生産量は、年間約６０００トンと聞いています。それ

に比べるとまだまだ少ない。 

 

したがって、今後は「へべす」の知名度と生産量の増加に向け取組むことが重要課題とな

ります。県としては年間１０００トンの生産を目指します。 

 

また、日向市も独自の取組みをし、県、ＪＡ、生産農家、市が連携し「へべす」産地戦略

ビジョンを作成、県内生産の１０００トンのうち、６００トンは日向市で生産することを

目標にしています。 

 

「へべす」の出荷時期 

 

「へべす」の出荷には、ハウス「へべす」、露地「へべす」、完熟「へべす」として出荷

しています。 

 

ハウス「へべす」は、６月から７月いっぱいにかけ出荷します。露地「へべす」は、８月

から１１月にかけ出荷しています。 



完熟「へべす」は、１１月から１月が出荷時期です。販売にはＪＡが関わらない、個人農

家の自家商品として販売され、鍋やお菓子に使われています。 

 

現在、お菓子の製造元や飲食店から、完熟「へべす」を使った商品の販売に対する問い合

わせが増えています。 

 

年間を通して、「へべす」また「へべす」加工品の生産販売ができるよう研究をしていま

す。 

 

＊完熟「へべす」とは、「へべす」は本来緑色の果物ですが、木からちぎらず放置すると

黄色く色づく。これが完熟「へべす」です。 

 

「へべす」の特徴 

 

カボス、すだちと同じ柑橘類ですが、種が少なく皮が薄く果汁率がこれらに比べ高く香り

が良いのが特徴です。 

 

「へべす」の機能性成分 

 

「へべす」は、必須アミノ酸を多く含み、必須アミノ酸９種類のうち８種類が含まれてい

ます。 

 

「へべす」をＰＲするに当たり、食品表示法の関係で、成分表示はせず、味と香りで商品

ＰＲをしています。 

 

「へべす」ビジョン 

 

平成２５年に日向の「へべす」ビジョン策定委員会を設立しました。 

 

「儲かる農家」を確立することを理念とした「へべす」の将来のあるべき姿である「へべ

す」ビジョンを策定しました。 

 

取組みとしては、顧客拡大と新商品開発や冷凍・冷蔵商品による周年出荷と安定供給や販

売網の拡大と「儲かる農家」を目指した取組みをしています。 

 

プロジェクト活動の実績 

 

平成２８年に、日向市と宮崎産業経営大学は、「へべす」のみならず、幅広い分野で相互

協力し、地域の発展に寄与することを目的とした連携協定を締結しました。 



「へべす」に関する活動はその一貫で、学生による「へべす」のブランド化やＰＲ等に取

組んでいただいています。 

 

また、「へべす」に対する知識や理解と知名度の向上、消費拡大を目的に、「へべす」生

産者との交流や収穫体験を行う「へべす」収穫祭を行っています。 

 

「へべす」ファン倶楽部をつくり、会員情報誌による「へべす」に関する情報の提供やイ

ベントの開催案内を行っています。平成３０年３月末日の会員数は５９３名です。 

 

県外におけるＰＲ活動として、福岡・近畿・東京でのＰＲ活動を毎年行っています。市内

より県外で消費が伸びており、吉祥寺や日比谷から広がる「へべす」としてテレビ取材も

受けました。 

 

「へべす」は、口で言ってもわからないので実際に使ってもらうような活動をしています。 

 

県内全域に生産を拡大することも活動と考えています。同時に日向市の生産を下げない取

組み（「へべす」団地つくり）を行っています。 

 

「へべす」消費拡大プロジェクトのあり方について 

 

今後、県全域に生産が広がれば、生産量が増加するため、発祥地がわからなくなる可能性

があります。 

 

日向市が、「へべす」の発祥地であることを守るために、県内生産量一番を維持して行く

ことを目標とします。 

 

地理的表示保護制度（ＧＩ制度）を活用し日向「へべす」として差別化販売を検討してい

ます。県内の他の「へべす」に比べ、質の高い商品を目指して行きます。 

 

また市としては、今後も「へべす」の知名度向上を図るため、ＰＲを続けて行き、県とも

連携を取りながら事業を進めて行きたいと考えています。 

 

「へべす」に関する説明は以上です。 

 

【主なＱ＄Ａ】 

 

Ｑ 他の産地と区別するために、日向の「へべす」として販売するのか。 

 

Ａ 日向の「へべす」として販売登録すれば、日向産の「へべす」基準にあった物しか出

荷できなくなる。したがって考えていない。ＧＩ制度の活用を考えている。 



Ｑ 「へべす」の特徴を生かし、多種類に亘って商品化されているが、その商品を製造し

ている工場、商品の販売ルートについては、どのように行っているのか。 

 

Ａ 商品化については、それぞれの工場に「へべす」を持って行き商品化をしている。 

 

工場は日向市内にはない。 

 

Ｑ 製品の販売は何処がするのか。 

 

Ａ ＪＡが窓口であり販売はＪＡが行う。個人の農家が行っている製造販売経路について

はわからない。 

 

Ｑ 「へべす」の生産農家は日南市とかその他南九州の方に沢山あるのでは。 

 

Ａ ないです。 

 

苗木を県内に配布したばかりなので、今、生産農家はないです。 

 

生産者は日向圏域が主です。 

 

Ｑ 今、市場に出ている「へべす」の生産は、試験的に作っている物なのか。大量に販売

している物ではないのか。 

 

Ａ 試験栽培ではない。 

 

市場に出ている「へべす」は日向圏域産だけです。他の市町村からは出ていません。 

 

生産量が約１００トン／年だから、市内県内の販売が主で、口コミで関東圏に販売が

伸びている様に、これから県外を目指すところです。 

 

Ｑ 現在は生産に対する販売調整をしているわけですか。 

 

Ａ そうです。 

 

Ｑ 生産が販売に追い付かないなかで、ＰＲするのは？ 

 

Ａ 市としての役割は、ＰＲ。知名度を上げることです。 

 

日向市全体で６００トン／年の生産を目指し取組んでいる。 

 



ＰＲすることで、苗木の問い合わせとかが各市町村から来るようになった。 

 

役割は担っています。 

 

Ｑ 「へべす」農家は、専業か兼業農家ですか。 

 

Ａ 「へべす」専用農家は１戸です。他の農家は、他の果実と合わせて栽培している。 

 

「へべす」の出荷時期は決まっている。他の時期に出荷できる柑橘類を作っ 

 ています。 

 

Ｑ 「へべす」の栽培場所は、傾斜地を想像するが、実際にはどうなのか。 

 

Ａ 傾斜地での栽培者もいるが、多くは平地で栽培しています。 

 

Ｑ マンゴのように生産支援をしていくのか。 

 

Ａ 県が宮崎ブランドと認定している品目がある。「へべす」も入っている。 

 

「へべす」農家が日向の特産として出さなかったのが、ブランド化推進の後れです。

県の方針が決まったのでその方針です。 

 

問題は、生産者の高齢化と担い手不足です。 

 

Ｑ 生産者の高齢化と担い手不足への対策は。 

 

Ａ 援農隊（登録）をつくり、収穫等の支援を行っている。 

 

【所 感】 

 
１．地域創生の取組みについて 

 

（１）「へべす」消費拡大プロジェクトのあり方文化事業の取組み 

〇「へべす」の商品化については、「へべす」自体、生果として果汁率も高く、形も綺麗

で、香りも良く商品価値はあると感じる。また、関連商品にもドリンク、ドレッシング、

ジャム、化粧品等、多種品目に亘って商品化されている。現在では、「へべす」の生産量

が少なく、商品化についても限られた数量である。 

 

生産と商品化のバランス、民間企業とのタイアップ等、今後の課題もあるのではないかと

感じるが、「へべす」の商品価値は高いと思うので今後の取組みに期待が持てるのではな 



いかと感じた。 

 

〇「へべす」消費拡大プロジェクトチームを結成し、知名度拡大を目標に、ＰＲ活動の検

討、実施を行っている。 

 

イベントの開催やＣＭ制作なども行っており、「へべす」に対する熱意が感じられた。 

 

「へべす」は、スダチやカボス等と同じような使い方をする果物であり、それ自体がメイ

ンにならないものである。その点では赤穂の塩とも共通点があるように感じた。 

 

メインにならない産品の売り込み方、ＰＲ方法など今後の動向を注視しながら参考になる

部分は参考にしていけばよいと思います。 

 

〇儲かる農業をめざし、地元大学とも連携し、「へべす」の知名度の向上、生産の拡大を

図っているが、従事者の高齢化、後継者不足など全国同じような問題があった。 

 

料理や食事の主役とはなり得ない「へべす」であり、今後も普及には困難があるのではと

感じた。 

 

〇「へべす」の消費拡大に、県・ＪＡ・生産者が一体となり様々な取組みで拡大しつつあ

るが、今後消費拡大に伴って生産者の後継者不足が発生していくため、後継者育成に行政

がどのようにサポートしていけるかが課題と感じた。 

 

 

 

【説明・内容】 

 

２．市民まちづくり支援事業のあり方について（地域コミュニティ課対応） 

 

市の概要 

 

宮崎県の北部に位置し、年間平均気温約１７℃。比較的温暖で晴天に恵まれた地域です。

人口は平成３０年７月で６１，８９０人。約１０年前の平成１８年に東郷町と合併し現在

の日向市となっています。 

 

面積は、３３６．２９平方キロメートルです。人口は、ここ３年間で１，１３９人が減少

し、少子高齢化と人口が減少するという状況が続いています。 

 

その中で新しいまちづくり協議会の設立等も行いながら市の活性化をするために市民まち

づくり支援事業に取り組んでいます。 



日向市は、サーフィンでも有名で、昨年は世界ジュニアサーフィン選手権大会が開催され

世界４１カ国から約６００名の選手・関係者の参加があり、期間中は市内小学生と選手団

との交流があり、日向市内が国際文化あふれるまちになりました。 

 

日向市の主な市民協働の取組みとして４項目の取組みがあります。 

 

１．市民まちづくり支援事業 

 

２．ひまわり基金助成事業 

 

３．新しい地域コミュニティ組織制度事業 

 

４．自治公民館活動支援事業 

 

２のひまわり基金助成事業は、まちづくり・人づくり事業に対し助成を行っています。 

 

３の新しい地域コミュニティ組織制度事業は、自治会の枠組みを超え、小学校区を単位と

した地域で、新しいコミュニティ組織のまちづくり協議会を形成しています。 

 

４の自治公民館活動支援事業は、市内各自治公民館の活動時の運営組織、未加入者対策の

支援、その他区長・公民館長の活動支援等を行っています。 

 

その中の一つとして、市民まちづくり支援事業が位置付けられています。 

 

市民まちづくり支援事業は、日向市市民まちづくり支援事業補助交付要綱の目的に記載さ

れていますが、元気で活力あるまちづくりを推進するために市民活動団体が自由な発想

で、自らが事業の企画提案をするために公募します。 

 

そして、市民と行政組織と直結する審査会で、企画内容の公開審査を行い審査に通れば補

助金が交付されます。平成１８年にこの支援事業は実施されています。 

 

市民まちづくり支援事業に応募できる事業の種類・内容・補助率は、 

① 年間を通し活動できるもの。補助は対象経費の３／４（上限５０万円）。 

② イベント系事業。全市対象のイベントで事業経費の１／２（上限３００万円）。 

③ 伝統的事業で概ね３０年以上継続し将来にわたり継続されるもが対象。 

経費の１／２を補助（上限は３００万円）。 

④ 地域づくり整備事業として、地域事業を発展的、効果的、包括的に行うための施設の
改修・改築に対する補助。 

 

経費の１０／１０を補助(上限４００万円)。 自治公民館は対象外。 



以上の４事業で、補助の対象となる団体は、日向市に活動拠点を有する団体。５人以上の

会員で組織されていること。組織運営に関する規約があること。宗教活動または政治活動

を行う団体でないことと条件が設定されています。 

 

年間スケジュールとして、事業の受付は上半期、下半期の年２回です。 

 

事業の流れは、 

① 公 募   ：企画提案事業を募集し市民活動団体等による企画提案書の提出 

       （書類審査を行う）。 

 

② 第１回審査会：公開プレゼンテーション。１５名以内の審査員による審査を行います。 

 

③ 第２回審査会：事務局で審査票を集計し、採択する事業の選定と補助金額の査定を行

う。 

④ 事業実施  ：選考結果の公表と事業の実施。事業実施後は事業実績を報告。   

 

以上となります。 

 

公開プレゼンテーションは、発表時間８分。質疑応答時間１２分です。 

 

審査内容は、企画が、・市（地域）の活性化につながるか。・市（地域）の特性を活かし

ているか。・市（地域）のイメージアップや情報の発信がされているか・事業計画に妥当

性があるか・協働に対する取組み姿勢・熱意やチャレンジ性等があるかなどが審査されま

す。 

 

市民まちづくり支援事業の採択件数は、昨年度は８事業で新規事業はゼロでした。 

 

また、事業内容と効果の検証ですが、総事業費の平均７０％は事業実施団体の自助努力

（協賛金、寄付金、自己資金）で補填されています。 

 

今後の課題としては、最終的には自立を目的にしていますから、補助金から自立への支援

をどう行うか。また新規事業の申請を増やすかなどがあります。 

 

以上で市民まちづくり支援事業のあり方についての説明を終わります。 

 

【主なＱ＄Ａ】 

 

Ｑ 市の補助金予算と採択件数については、どのようになっていますか。 

 

Ａ それぞれの事業によって補助率、補助金が異なるので、予算の範囲内で事業の採択を 



考えている。それぞれの年度で採択件数は異なる。 

 

Ｑ 補助金額が大きいが、当初予算はどの位なのですか。 

 

Ａ １３５０万円の年度予算を組んでいます。 

 

Ｑ 補助金の額は誰が決めているのですか。 

 

Ａ 申請団体が補助金の額を決めて事業申請を出しています。 

 

  補助金の総額は１３５０万円の中で対応しています。 

 

  審査は上半期、下半期と２回ありますが、年間の総額です。 

 

Ｑ 補助金については今後どのように考えているのか。 

 

Ａ 新年度から補助金の助成回数を５回までとします。 

 

  上限額も下げて、事業件数を増やしたい。 

 

Ｑ 新しい事業申請が少ないと言うことですが。 

 

Ａ リーダ育成が課題であり、同じ団体が繰り返し申請されている。人材育成塾を設けこ

れに対応しようとしています。 

 

  平成２７年度の地方創生総合戦略を作成しその中で、人材育成を重点は課題とし取組

んでいます。 

 

Ｑ 市民まちづくり支援事業に応募し育った例はありますか。 

 

Ａ 補助金に頼る形であり事業として育ったかは疑問です。 

 

  ただ、ネット等で寄付金をつのり補助金とで事業を継続している例はあります。 

 

Ｑ 地域づくり整備事業で、４００万円という額の補助金があるが、このような大きな額

では、事業として継続していると思うが実際にはどうなのか。 

 

Ａ 箱もの、古民家を改修する費用の補助で、ハード面の補助をし、ソフト面で継続的に

行っていることはあります。 



例えば、小学校の改修に４００万円を補助し、そこをコミュニティスペースにし住民

の活動拠点とし使っていただいています。 

Ｑ 地域づくり整備事業で、４００万円という額の補助金があるが、使い方として、年度

をまたいで４００万円を２度使うと言うことはあるのか。 

 

Ａ ないです。 

 

Ｑ 応募に当たり事前の書類チェック、または指導はあるのですか。 

 

Ａ あります。審査の対象とならないもの等指導します。 

 

３．議会運営全般について  日向市議会関係資料を受領 

 

【所 感】 

 

１．市民まちづくり支援事業のあり方について 

〇それぞれの事業に補助金を出し、まちの活性化を図っているが、補助金が出ている間は、

事業は継続されるが補助金が途切れると事業が止まってしまう事は、よくあるケースであ

る。 

 

日向市で地域づくり整備事業において古民家を改修し、地域のまちづくりの拠点とし利用

している例がある。一回の補助事業で長期に亘って活用している。プレゼンテーション、

審査の判定は難しいと思うが事業効果があったのではないかと感じた。 

 

〇市民まちづくり支援事業の課題は当市でも同じである。「自立支援（補助金依存型から

の転換）、新規事業の申請増へ向けた取組み、各市民活動団体等における後継者育成」な

ど。補助金は５ヶ年で打ち切り制度を導入し、新規事業の促進につなげる改善策を考えて

いた。当市も必要と感じた。 

 

〇本市でも観光関連で類似の事業を実施しているが、予算は平成３０年度で１３５０万

円。額に大きな違いがある。 

 

応募事業も本市と同様継続した事業が多く、新規事業の応募に苦慮されていた。 

 

地域づくり整備として、ハード事業にも補助されており、本市との違いを感じた。 

 

〇助成を受ける団体が、助成金に依存してしまうことの無いよう如何に自立に導いていく

か、大きな課題があると感じた。 
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