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平成平成平成平成 27272727 年年年年度度度度    市町村職員道外先進事例研修市町村職員道外先進事例研修市町村職員道外先進事例研修市町村職員道外先進事例研修のののの概要概要概要概要    

    

１１１１    目目目目        的的的的    

道外市町村等における先進事例を、現地の関係職員等との情報交換等を通じて学ぶ実施研修を行

うことで、地方分権時代を担う市町村職員の資質の向上や人材の育成を図り、個性豊かな地域づく

りの推進に資することを目的とする。 

 

２２２２    研修テーマ及び研修先研修テーマ及び研修先研修テーマ及び研修先研修テーマ及び研修先    

    (1)(1)(1)(1)    宮崎県宮崎県宮崎県宮崎県小林市小林市小林市小林市    

   日時：平成２７年１１月１８日（水） ０９：２８～１１：３０ 

   場所：小林市役所４階大会議室（小林市細野３００番地） 

   研修テーマ：良好な生活環境を活かしたシティプロモーションの取組 

   講師等：小林市市民協働課主幹   松元 公孝氏 

       小林市企画政策課主幹   安楽 究氏 

       小林市企画政策課主任主事 鶴田 健介氏 

    ((((2222))))    宮崎県高原町宮崎県高原町宮崎県高原町宮崎県高原町    

   日時：平成２７年１１月１８日（水） １３：１５～１７：００ 

   場所：高原町総合福祉センターほほえみ館（高原町西麓８９９番地） 

農事組合法人はなどう格納庫（高原町大字蒲牟田 5055-13) 

   研修テーマ：集落営農の推進による６次産業化の取組 

   講師等：高原町農政畜産課長      末永 恵治氏 

       高原町農政畜産課営農推進係長 寺師 淳一郎氏 

       農事組合法人はなどう代表理事 黒木 親幸氏 

    (3)(3)(3)(3)    鹿児島県曽於市鹿児島県曽於市鹿児島県曽於市鹿児島県曽於市    

   日時：平成２７年１１月１９日（木） ０９：２５～１１：４５ 

   場所：たからべ森の学校（曽於市財部町北俣５４１０番地１) 

   研修テーマ：農業地域における移住・定住施策と職業訓練 

   講師等：曽於市企画課長              橋口 真人氏 

        曽於市企画課地域創生推進室長       池上 武志氏 

        曽於市企画課地域創生推進室定住促進係主任 大高 良介氏 

       有限会社サイバーウェーブ（たからべ森の学校） 代表取締役   小野 公裕氏 

       有限会社サイバーウェーブ（たからべ森の学校） 職業訓練指導員 東  拓希氏 

    (4)(4)(4)(4)    鹿児島県垂水市鹿児島県垂水市鹿児島県垂水市鹿児島県垂水市    

   日時：平成２７年１１月１９日（木） １４：００～１６：３０ 

   場所：垂水市大野地区公民館別館（垂水市田神３７５２番地） 

   研修テーマ：公民館活動を中心とする地域コミュニティの活性化 

   講師等：垂水市企画政策課主幹兼地域振興係長 米田 昭嗣氏 

       垂水市企画政策課地域振興係主査   末松 博昭氏 

       垂水市企画政策課地域振興係主事   永山 貴丸氏 

       垂水市大野地区公民館長       前田 清輝氏 

 

３３３３    日日日日        程程程程    

平成２７年１１月１７日（火）～１１月２０日（金） ４日間  

    



区分 氏名 市町村名 所属・職名

団長 関 下 祐 二 北海道市町村振興協会 事務局次長兼出納役

畠 山 和 久 赤平市 農政課農政係　主事

小 林 美 幸 　南幌町 住民課医療介護グループ　主任

桃 野 淑 恵 長沼町 出納室出納管財係　主査

新 居 剛 紀 新十津川町 総務課総務グループ　主査

梶 田 勝 也 雨竜町 住民課保健グループ　主任主査

松 本 雄 大 北竜町 産業課農業担い手係長兼農業委員会農地振興係　係長

草 嶋 雄 一 岩内町 教育委員会教育課　主事

瀨 戸 雅 哉 赤井川村 総務課総務係　係長

佐 藤 大 輔 厚真町 産業経済課農政グループ　主査

榊 拓 己 新冠町 産業課産業グループﾟ農産係　主任

平 村 三 司 平取町 保健福祉課介護保険係　係長

松 本 宗 平 鷹栖町 総務企画課企画広報係　係長

高 橋 弘 昭 東神楽町 地域の元気づくり課　主査

平 塚 恭 輔 津別町 産業振興課農政グループ　主任

加 藤 暢 也 滝上町 農政課地籍係　係長

若 原 裕 士幌町 建設課建設グループ　担当主査

横 山 裕 介 芽室町 企画財政課企画調整係　主事

市 原 知 幸 池田町 教育委員会教育課学校教育係　主任

越 後 忠 本別町 総務課財務担当　副主査

畑 山 智 史 厚岸町 税財政課財政係　主任

人 羅 茜 別海町 産業振興部商工観光課観光・交流担当　主事

伊 藤 達 倫 北海道市長会 事務局主査（江別市派遣）

西　尾　真　美 北海道市町村振興協会 事業推進担当主査（小樽市派遣）

松　浦　　　純 北海道市町村振興協会 事業推進担当主任

団員

事務局

平成２７年度　「市町村職員道外先進事例研修」　参加者名簿

合計２５名（男性２１名・女性４名）



平成 27 年度 市町村職員道外先進事例研修 ― 研修先の概要 ― 

 

研修研修研修研修１１１１    宮崎県小林市（こばやしし）宮崎県小林市（こばやしし）宮崎県小林市（こばやしし）宮崎県小林市（こばやしし）    

 (1) 人 口 

   ４６,３９９人 １９,９０６世帯（平成２８年１月１日現在） 

 (2) 市の概要 

   宮崎県南西部に位置し、平成１８年に須木村、平成２２年に野尻村と合併した。南西部に

は霧島連山、北部は九州山地が連なり、良好な水質を誇る河川流域に優良農地が広がり、ジ

オサイト（地質遺産）や温泉、湖沼など個性的な地域資源を有している。総面積は５６３.０

９平方㌔で、宮崎県の７.３％を占める。基幹産業の農業は、肉用牛等の畜産のほか、米、野

菜などを生産し、南九州における食料供給基地の役割を担っている。 

 (3) 取組内容等 

  ア 目 的 

    ２０３０年の推計人口が３９,０００人となり、現状よりも９,０００人減少するほか、

高齢化率も４１.１％に達すると予想されている。こうした中で地域に埋もれた魅力を発掘、

活用することで都市住民との交流を推進し、交流人口及び定住人口の拡大を図る。 

  イ 取組内容 

    定住人口の増加に向けた移住・定住の促進とともに、チョウザメをはじめとするご当地

グルメや地域ブランドの開発、首都圏におけるマルシェ事業の展開、空き家バンク事業等

の取組を進めている。市が展開する「てなんど小林プロジェクト」（「てなんど」とは、小

林市を含む西諸地域の方言である「てなむ」と「ブランド」をつなぎ合わせた造語）とし

て、地域の魅力を発信している。特に「西諸弁標準語化計画」として、方言をテーマとす

るポスターやＷＥＢを活用したＰＲの取組、市民が参加する写真・動画コンテスト、地元

クリエイターがデザインする西諸弁Ｔシャツの販売、地元劇団の企画・制作によるＷＥＢ

ムービー配信など、活動の幅を広げている。 

  ウ 成 果 

    市がインターネット上に公開したポスターのほか、投稿動画サイト・ＹｏｕＴｕｂｅ等

に公開した移住ＰＲ動画は、西諸弁の語感がフランス語に似ていると評判を呼び、メディ

アやネットユーザの注目を集め、小林市の知名度や好感度の向上に結び付いている。知名

度や好感度の向上は、関連商品の売上げ増加、首都圏等で実施する移住フェアやマルシェ

事業等において大きな効果をもたらしている。また、同プロジェクトの推進は、市民や地

元出身者等の地域に対する愛着や誇りの向上にもつながっている。 

 

 

研修研修研修研修２２２２    宮崎県宮崎県宮崎県宮崎県高原町高原町高原町高原町（（（（たかはるちょうたかはるちょうたかはるちょうたかはるちょう））））    

 (1) 人 口 

   ９,２４９人 ３,９９２世帯（平成２８年２月１日現在） 

 (2) 町の概要 

   高原町は宮崎県西南部、国立公園霧島山を境に鹿児島県と接する静かな山あいに位置する。

町の面積は８５.３８平方㌔で、約５０%を山林原野が占めている。 

   霧島山系からの豊富な水が大小河川として町内を流れていることから、水と緑に富んだ自

然豊かな町としても知られる。基幹産業は農業であり、中でも畜産業の割合が高く、農業粗

生産額の約７割を畜産が占めている。特に肉用牛の生産が盛んで、その肉質の良さは県内外

でも高く評価されている。 



 (3) 取組内容等 

  ア 目 的 

    町内の花堂（はなどう）集落では、過疎・高齢化に伴う農業者の減少、耕作放棄地の増

加や野生鳥獣被害が深刻化していた。 

    このため、営農組合を中心とする集落営農を推進することにより農地の集積や遊休農地

の活用を図るとともに、農事組合法人による６次産業化の取組により雇用創出、特産品の

開発、物販の展開による交流人口の増加を図る。 

  イ 取組内容 

    花堂（はなどう）集落は、過疎化や農業後継者不足への懸念から中山間地域等直接支払

を契機として、平成１７年に営農組合を設立。農作業の受託に取り組む等、集落営農を推

進している。平成２０年に営農組合を母体とする「農事組合法人はなどう」を設立。農地

の利用集積を推進するとともに、組合員による奉仕作業や土地・資材等の提供により、平

成２１年に農産物直売所「杜（もり）の穂倉（ほくら）」を開業するとともにし、６次産業

化の取組を開始した。 

    商品開発から外部委託による商品加工、流通に取り組むとともに、交流イベントの開催

や古民家を活用した農家レストランの経営、地域で生産している米や麦を活用したビー

ル・焼酎・清酒の地域内一貫生産等の取組を進めている。また、食育活動の一つとして小

中学校の給食に地域食材を提供する等の取組を進めている。 

  ウ 成 果 

    農地の集積化により、少子高齢化に対応した持続的・効率的な営農を可能としている。

組合及びオペレーター等の雇用創出を図っている。 

    また、直売所の来客数は年間２０万人に達し、売上額も年間１億円を超えるなど、地域

経済の活性化や交流人口の増加にも貢献している。また、６次産業化の取組は、生産者の

さらなる経営意欲の向上に結び付けている。 

 

 

３３３３    鹿児島鹿児島鹿児島鹿児島県県県県曽於市曽於市曽於市曽於市（（（（そおしそおしそおしそおし））））    

 (1) 人 口 

   ３８,２１６人 １８,３９１世帯 （平成２８年２月１日現在） 

 (2) 市の概要 

   曽於市は平成１７年に末吉町・財部町・大隅町が合併により発足した。大隅半島北部に位

置し、宮崎県都城市、志布志市、霧島市、鹿屋市、曽於郡大崎町に接している。 

   市の面積は３９０.１平方㌔。都城盆地の一角には、太平洋に注ぐ大淀川の源流が流れ、末

吉市街地、財部市街地が形成され、南部地域には、志布志湾に注ぐ菱田川が流れ、大隅市街

地が形成されている。同市は県内有数の畑作地帯、国内有数の畜産地帯として知られる。 

 (3) 取組内容等 

  ア 目 的 

    少子高齢化や過疎化の進行に歯止めを掛けるため、合併以前の旧３町は若者定住対策と

して定住団地の造成、住宅購入助成、出産祝金の支給、新規就農者支援事業等に取り組ん

できた。しかし、その後も農業者の高齢化や後継者不足、耕作放棄地や遊休農地の増加が

続き、担い手の確保と経営安定対策が大きな課題となっている。 

  イ 取組内容 

    平成２５年には、廃校となった旧財部北中学校跡地を利用し、若年層からシニアまで幅

広い世代の再就職を目的とした職業訓練施設として「たからべ森の学校」を開設した。 

    ハローワークに登録している求職者を対象とする国の職業訓練施設として、全国でも珍



しい農業とパソコンを同時に学ぶことができる「農業人材育成科」を開講し、座学や実習

等を行っている。パソコンの学習は、営農日誌の入力や栽培管理、販売実習を行う際のＰ

ＯＰ作成やネット販売のページ作成等を学ぶ。栽培実習は野菜類やサツマイモ等の根菜類

の露地栽培を学んでいる。 

    また、曽於市移住応援プロジェクトとして、農村地域への移住を希望する人たちに農業

体験ができる宿泊プランを提供している。曽於市の自然や観光地を知ってもらい、移住検

討の判断材料にしてもらうことが狙いで、農業体験等の費用は曽於市が全額負担する。移

住体験メニューは２泊３日の「プチ旅行コース」、６泊７日の「ショートステイコース」、

近隣の空き家を利用して１カ月間滞在する「ロングステイ」を設定している。 

   ウ 成 果 

    移住者の増加と定住の促進に結び付いている。また、・都市部に在住し、就農を考えてい

る移住希望者から有力か移住先として注目されている。「たからべ森の学校」の卒業生が地

域での就農や就職を実現しており、農業の担い手不足の解消に結び付く取組として期待さ

れている。 

 

 

４４４４    鹿児島県垂水市（たるみずし）鹿児島県垂水市（たるみずし）鹿児島県垂水市（たるみずし）鹿児島県垂水市（たるみずし）        

 (1) 人 口 

   １５,９７６人 ７,８４５世帯（平成２８年２月１日現在） 

 (2) 概要 

   垂水市は大隅半島の北西部、鹿児島湾に面するほぼ中央に位置し、県都鹿児島市と大隅半

島を結ぶ海上陸上の要所として知られる。北に霧島市（旧姶良郡福山町）、西に鹿児島市桜島、

東は高隈連山を境として鹿屋市に接し、面積は約１６２.０３平方㌔㍍である。 

 (3) 取組内容等 

  ア 目的 

    垂水市北東の山間部に位置する大野地区は、大正３年の桜島大噴火の被災地域からの集

団移転、第二次世界大戦後の引き揚げ者等の集団入植により開拓された。 

    昭和５９年には１０８世帯・３３０人が居住し、製炭業や林業、畜産業、茶葉やサツマ

イモの栽培等に従事していた。平成元年以降は少子高齢化が急速に進み、平成１８年には

大野小中学校が閉校。地域内の振興会（自治会）が解散を余儀なくされた。 

    同地区は平成３２年までに人口が４６世帯・８３人まで減少すると予測され、集落やコ

ミュニティの存続が課題となっている。 

  イ 取組内容 

    垂水市の中山間地に位置する大野地区は、市内全９地区のモデル地区として、地区住民

が検討を重ね、平成２２年度に地域振興計画「大野づくり計画」を策定した。 

    計画では「わたしたちは大野の人をふやしたい（住む人・来る人）」を一番の願いとして

掲げ、目標に向かい住民自らが行動し、地区が抱える人口減少の課題に立ち向かっている。 

    大野地区公民館では、特産品として定着してきた「つらさげ芋」を目玉に、地域住民の

手作りのイベントである「大野原（うのばい）いきいき祭り」を開催。市内外から多くの

人を呼び込んでいる。 

    また、地域の魅力に惹かれた若者を受け入れるため、空き家を活用した定住の促進にも

取り組んでいる。地域で運営しているグリーンツーリズムやフットパス事業も好評で、体

験学習等にも多数の人が訪れている。 

    垂水市は平成２０年度に導入した「地域担当職員制度」により、地域出身の職員を中心

に地域振興計画の策定作業を支援するとともに、関係課や市教委が公民館活動を支援した



ほか、鹿児島大学との連携協定により、同地区をモデル地区として計画策定を支援した。 

  ウ 成 果 

    特産品の開発やイベントの開催により、市内外からの交流人口の増加を実現した。また、

地域振興計画の策定を通じて、住民の自治意識の向上につながった。 

    また、特産の「つらさげ芋」のブランド化により、農産物の付加価値や収益性の向上を

図り、高齢者が継続して農業や食品加工に携わることができる環境を整えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 研 修 レ ポ ー ト  
 

 

 

１ 班 宮 崎 県 小 林 市 

２ 班 宮 崎 県 高 原 町 

３ 班 鹿児島県曽於市 

４ 班 鹿児島県垂水市 
 

 

 

 



区分 氏名 市町村名 所属 備考

小 林 美 幸 　南幌町 住民課医療介護グループ

新 居 剛 紀 新十津川町 総務課総務グループ

梶 田 勝 也 雨竜町 住民課保健グループ

瀨 戸 雅 哉 赤井川村 総務課総務係 班長班長班長班長

越 後 忠 本別町 総務課財務担当

人 羅 茜 別海町 産業振興部商工観光課観光・交流担当

桃 野 淑 恵 長沼町 出納室出納管財係 班長班長班長班長

松 本 雄 大 北竜町 産業課農業担い手係長兼農業委員会農地振興係

榊 拓 己 新冠町 産業課産業グループﾟ農産係

平 塚 恭 輔 津別町 産業振興課農政グループ

加 藤 暢 也 滝上町 農政課地籍係

畠 山 和 久 赤平市 農政課農政係

佐 藤 大 輔 厚真町 産業経済課農政グループ

高 橋 弘 昭 東神楽町 地域の元気づくり課

若 原 裕 士幌町 建設課建設グループ 班長班長班長班長

横 山 裕 介 芽室町 企画財政課企画調整係

市 原 知 幸 池田町 教育委員会教育課学校教育係任

草 嶋 雄 一 岩内町 教育委員会教育課

平 村 三 司 平取町 保健福祉課介護保険係 班長班長班長班長

松 本 宗 平 鷹栖町 総務企画課企画広報係

畑 山 智 史 厚岸町 税財政課財政係

伊 藤 達 倫 北海道市長会 事務局（江別市派遣）

※研修レポートは４つの研修テーマの中から担当テーマと分担を決めて執筆しています。

平成２７年度　「市町村職員道外先進事例研修」　研修レポート担当

１班
（６名）

レポート担当
【小林市】

２班
（５名）

レポート担当
【高原町】

３班
（６名）

レポート担当
【曽於市】

４班
（５名）

レポート担当
【垂水市】

 



    研修研修研修研修１１１１        
 

 

良好な生活環境を活かしたシティプロモーションの良好な生活環境を活かしたシティプロモーションの良好な生活環境を活かしたシティプロモーションの良好な生活環境を活かしたシティプロモーションの取組取組取組取組    

―宮崎県―宮崎県―宮崎県―宮崎県小林市小林市小林市小林市のののの事例事例事例事例から―から―から―から―    

 

小林 美幸 南幌町住民課医療介護グループ主任 

新居 剛紀 新十津川町総務課総務グループ主査 

梶田 勝也 雨竜町住民課保健グループ主任主査 

瀨戸 雅哉 赤井川村総務課総務係長 

越後  忠 本別町総務課財務担当副主査 

人羅  茜 別海町産業振興部商工観光課観光・交流担当主事 

 

 

 

１１１１    小林市の概要小林市の概要小林市の概要小林市の概要    

  小林市は宮崎県南西部に位置し、平成１８年に須木村、平成２２年には野尻村と合併し人口は４

６,４３０人（平成２７年１１月１日現在）である。市南西部には霧島連山、北部は九州山地が連な

り、中南部ではカルデラが陥没した小林盆地が形成され、その盆地の北部が市の中心市街地である。

霧島連山の山麓にあるため、随所に名水が湧出し温泉もあり、多くの地域資源を有している。 

  総面積は５６３.０９平方㌔で、宮崎県の７.３％を占めている。基幹産業は農業で特に肉用牛につ

いては、全国的にも高い評価を得ており、近年では淡水魚であるチョウザメによる地域おこし等に

も力を入れている。 

  また、子育ての環境も県内外から高く評価されており、定住促進や交流人口の拡大を目的とする

取組を積極的に展開している。 

 

２２２２    小林市に小林市に小林市に小林市におけるおけるおけるおける研修の概要研修の概要研修の概要研修の概要    

  宮崎県の合計特殊出生率は全国２位である。「いい子どもが育つ都道府県ランキング」で、３回連

続１位又は２位を獲得している宮崎県（平成２５年の調査で北海道は４６位）の中でも、小林市は

トップクラスの子育て環境と言われている。こうした環境を活かして、定住促進及び交流人口の拡

大を目的とするシティプロモーションに関する取組を強化し、小林市の知名度向上を図っている。 

  具体的な取組内容は次のとおりである。 

    (1)(1)(1)(1)    チョウザメを活用したご当地グルメの開発チョウザメを活用したご当地グルメの開発チョウザメを活用したご当地グルメの開発チョウザメを活用したご当地グルメの開発    

            チョウザメは、雄雌の判別まで約４年かかり、キャビアの採卵まで約 10 年かかる。餌を与え

続けても、雄だと判明すれば、餌代が無駄になることから、ヨーロッパで高級食材とされている

チョウザメの魚肉の活用に取り組んでいる。メディアの注目を浴びる地域資源を活用して、ご当

地グルメを開発し、また、小林市の名前の入った配布用文房具にチョウザメの絵を入れるなど小

林市のＰＲにつなげている。 

    (2)(2)(2)(2)    てなんど小林プロジェクトてなんど小林プロジェクトてなんど小林プロジェクトてなんど小林プロジェクト    

   小林市を含む西諸地域の超難解な方言であり「てなむ」（一緒にという意味）と「ブランド」を

つなぎ合わせた造語であり、小林市の地域の魅力を様々な方法で発信している。    

  ア 西諸弁標準語化計画として西諸弁及び小林市民の写真を掲載したポスターを定期的に作成し、



販売又はレンタルを行っている。 

  イ 小林市のＰＲ動画の作成を株式会社電通に依頼した。経緯は、小林市出身の電通ＣＤＣコミ

ュニケーションプランナー・越智一仁氏が手掛けた動画作品が、海外で賞を受賞したことを小

林市にメールで報告したことがきっかけとなった。 

    市がＰＲ動画を作成することになり、２００万円の予算を計上していたが、無理を承知でつ

ながりを持っていた越智氏に連絡。越智氏からの回答は「小林市には育てていただいた恩があ

る。上司を説得するのでぜひ２００万円でやらせてほしい」とのことだった。 

    作成した動画は、遊び心が満載で、短い動画ながら、最後に衝撃的な結末があるというスト

ーリー性もある。再生回数は１６９万回を超え、当該広告換算費は、１０億円とも言われてい

る。また、この動画作成により、地方局を含むテレビ局１４局、３３番組で取り上げられたと

いう。ＰＲ動画については、４作目まで電通が作成する予定とのことである。 

 

３３３３    小林市に小林市に小林市に小林市におけるおけるおけるおけるチョウザメのブランド化チョウザメのブランド化チョウザメのブランド化チョウザメのブランド化のののの取組取組取組取組    

 (1)(1)(1)(1)    小林市とチョウザメの歴史小林市とチョウザメの歴史小林市とチョウザメの歴史小林市とチョウザメの歴史    

   小林市では、宮崎県水産試験場小林分場において

チョウザメの研究が行われており、平成１３年には、

民間業者による養殖が開始された。平成１６年には、

日本で初めてシロチョウザメの種苗生産技術を確

立。現在では大量生産技術も確立され、平成２６年

度の稚魚供給数の４割が小林市の養殖業者へ供給さ

れている。このことから、小林市とゆかりが深い地

域資源であるチョウザメを活用し、ご当地グルメを

開発するため、「小林チョウザメ料理推進協議会」を

立ち上げ、現在では第３弾までのメニューを開発し

ており、テレビにも取り上げられた。 

 

 (2)(2)(2)(2)    「「「「チョウザメ・キャビア課」の設置チョウザメ・キャビア課」の設置チョウザメ・キャビア課」の設置チョウザメ・キャビア課」の設置    

   小林市は人口減少が続く中、交流人口の増加を図り、定住促進を進める必要があるため、平成

２５年度に「ふるさとこばやし定住促進ビジョン」を策定した。同ビジョンは、人口の流出を防

ぎ、流入人口を増やすことを目的に、定住促進を図ることとしたが、現状は都市部における小林

市の認知度が低く、移住希望者の選択肢にもなかなか入れない状況であった。 

   取組の突破口として、市にゆかりが深く、他地域には無い資源であるチョウザメの認知度を向

上させ、併せて他の魅力的な小林産品等の地域資源の認知度を向上させることで、小林市そのも

のの認知度をアップし「行ってみたい、住んでみたい小林市」を作りあげ、地域経済の活性化、

雇用の創出、交流人口の増加を図るため、官民協働で市と商工会議所にプロジェクト組織として、

平成２６年２月に「チョウザメ・キャビア課」を設置した。 

    (3)(3)(3)(3)    認知度向上への取組認知度向上への取組認知度向上への取組認知度向上への取組    

   ２つの「チョウザメ・キャビア課」は、月１回程度の合同会議を開催し、取組としてご当地グ

ルメの販売促進を図るため、毎月９日を「チョウザメの日」としてイベントを開催。チョウザメ

を食べた方にＰＲグッズや特産品プレゼント、チョウザメスタンプラリーなど、さまざまなキャ

ンペーンを展開している。スタンプラリーでは約５００通の応募があり、このうち８１％が県外

在住者であるなど、知名度向上に一定の成果を上げている。 

   メディア活用によるＰＲでは、市広報をはじめ新聞、雑誌のほか、テレビニュース、全国のラ

ジオ番組でも多数取り上げられ、さまざまな媒体によるＰＲを行っているほか、各種グッズによ

るＰＲも行っている。クリアファイルを作成し小中学生及び教職員に配布し、うちわ、ボールペ

小林市小林市小林市小林市が養殖が養殖が養殖が養殖にににに取り組むチョウザメ取り組むチョウザメ取り組むチョウザメ取り組むチョウザメ    



ン、ノート等、オリジナルグッズも作成している。小学校では校庭池へチョウザメを３０匹放流

して飼育し、チョウザメ鯉のぼりを掲揚するなど、住んでいる子ども達へもチョウザメを知って

もらう取組を行っている。 

   さらにチョウザメでの知名度向上へ向けて、市外でのイベントにも参加している。東京で開催

された「霞ヶ関マルシェ」では、チョウザメが東京に初上陸し、水槽展示をはじめ、チョウザメ

高菜のり弁当、チョウザメバーガーの販売では、

予想を上回る販売開始１時間以内で完売するな

ど、３日間で１万人あまりの人が訪れる盛況ぶり

で、チョウザメのキャビアだけではない魚肉の美

味しさをＰＲし、都市部にアピールした。 

   また、市内にある学校との連携も進めている。

小中学校の給食でチョウザメを使った献立が提

供されており、高校にはチョウザメの魚肉を提供

し、高校生によるメニュー開発や、放送部等によ

るニュースビデオの作成等が行われている。 

 

    

    (4)(4)(4)(4)    小林チョウザメの今後の取組小林チョウザメの今後の取組小林チョウザメの今後の取組小林チョウザメの今後の取組    

   小林市では、温暖な気候と豊富な水資源により、チョウザメの成長が良好で成熟が早く、きれ

いな湧水で育つため、魚肉料理やキャビアの安全安心にもつながる。何より早くから民間として

チョウザメ養殖に取り組んできた人材と歴史があり、育成尾数は日本一である。 

   また、市と商工会議所で組織している「チョウザメ・キャビア課」「みやざき西諸チョウザメ普

及促進協議会」「小林チョウザメ料理推進協議会」など、複数の組織が協働で取り組んでおり、地

域連携を強力に推進している。このことが小林市のチョウザメの強みである。 

   さまざまな取組を通じて、小林チョウザメの認知度向上には一定の効果があったが、今後は行

政主体ではなく、民間主体での取組への移行が必要となる。そのために、生産者や料理店などの

既存の組織の充実によるチョウザメ産業の実施体制及び基盤整備が必要となる。 

   チョウザメは雌雄の判明まで４年、キャビア生産にはさらに６年を要するため、キャビア生産

までの中間期育成にコストが課題となっていた。中間期育成に要する養殖業者の負担軽減を図る

ため、市直営の中間養殖場が平成２７年３月に完成した。 

   中間養殖場では、雌雄が判明するまで養殖し、雌を養殖業者に卸している。今後は魚肉の流通

強化、行政主体から民間主体へチョウザメ産業の実施体制整備、小林チョウザメと小林市そのも

のの認知度向上を目指した取組を展開する方針である。 

    

４４４４    小林市の小林市の小林市の小林市のご当地グルメについてご当地グルメについてご当地グルメについてご当地グルメについて    

  北海道内でも各地で盛んに開発されている「ご当地グルメ」。地産地消をテーマに、食に関しては

近年、観光資源としても無くてはならない存在となっている。 

  小林市でも、じゃらんリサーチセンター・ヒロ中田氏によるプロデュースの下で「小林チョウザ

メ料理推進協議会」を立ち上げ、平成２５年４月より、ご当地グルメの開発が始まった。 

  第１弾として「小林チョウザメ炙りちらし」を発表・販売。２店舗で提供し、平成２７年９月末

現在で５,２００食を達成した。 

  第２弾として「小林チョウザメにぎり膳」を発表・販売し、６店舗で提供し、同月末現在で１１,

４７２食を達成した。さらに第３弾として「チョウザメコラーゲンカレー」を平成２７年４月２７

日に発表し、同年５月１１日から販売を開始し、８店舗で提供している。 

 

小林市・小林市・小林市・小林市・松本主幹（左）による座学松本主幹（左）による座学松本主幹（左）による座学松本主幹（左）による座学    



  また、さらなるご当地グルメの普及拡大を目指して、次の取組を展開している。 

 

            ◆◆◆◆    毎月毎月毎月毎月９９９９日「チョウザメの日」として食事券が当たるキャンペーンの実施日「チョウザメの日」として食事券が当たるキャンペーンの実施日「チョウザメの日」として食事券が当たるキャンペーンの実施日「チョウザメの日」として食事券が当たるキャンペーンの実施    

            ◆◆◆◆    食事された食事された食事された食事された人人人人にもれなくＰＲグッズをプレゼントにもれなくＰＲグッズをプレゼントにもれなくＰＲグッズをプレゼントにもれなくＰＲグッズをプレゼント    

            ◆◆◆◆    「チョウザメを食べて特産品をゲット」キャンペーン「チョウザメを食べて特産品をゲット」キャンペーン「チョウザメを食べて特産品をゲット」キャンペーン「チョウザメを食べて特産品をゲット」キャンペーン    

            ◆◆◆◆    チョウザメスタンプラリーの実施チョウザメスタンプラリーの実施チョウザメスタンプラリーの実施チョウザメスタンプラリーの実施    

            ◆◆◆◆    ○○○○○食達成記念イベント○○○○○食達成記念イベント○○○○○食達成記念イベント○○○○○食達成記念イベント    

            ◆◆◆◆    九州じゃらん、県タウン誌等メディアの活用九州じゃらん、県タウン誌等メディアの活用九州じゃらん、県タウン誌等メディアの活用九州じゃらん、県タウン誌等メディアの活用    

 

  このようにチョウザメを使用したご当地グルメは、参加店舗数・提供食数からみても、順調に拡

大の方向へ推移しており、地域住民の協力、それを食べに来た観光客の増加により、小林市の活性化

にもつながり、ご当地グルメで開発された「チョウザメ」の普及に一役買っている。 

 

５５５５    てなんど小林プロジェクトについててなんど小林プロジェクトについててなんど小林プロジェクトについててなんど小林プロジェクトについて    

  小林市では２０３０年の推計人口が３９,０００人となり、現状よりも約７,５００人減少するほ

か、高齢化率も４１.１1％に達し、人口の２人に１人は６５歳以上の高齢者となると予想されてい

る。急激な人口減少、超高齢化は自治体の消滅という極論だけではなく、長い年月をかけて培って

きた文化や歴史などの地域資源の消滅、まちの魅力やアイデンティティを失わせることにつながり

かねないため、幅広い移住・定住対策やプロモーション展開が急務となった。 

  そこで、平成２６年度から「てなんど小林プロジェクト」（「てなんど」とは、小林市を含む西諸

地域の方言である「一緒に」という意味の「てなん」と、「ブランド」をつなぎ合わせた造語）を始

動させた。プロジェクトでは地域の風景、風土、歴史、方言等の魅力発信に取り組み、「写真・動画

コンテスト」や「西諸弁ポスター」など作成し、日本語離れした言葉をポスターにしたＰＲ活動が

注目を集め、多くのメディアに取り上げられた。 

  こうした中、地元出身の電通プランナーの１本のメールから始まった移住ＰＲ動画の作成は、九

州出身のＣＭプランナーや映画制作会社のプロデューサーの協力を得ながら、平成２７年８月に動

画投稿サイト「ＹｏｕＴｕｂｅ」に公開すると、地元の西諸弁の語感がフランス語に似ていると評

判を呼び、メディアやインターネットユーザーの注

目を集め、全国のテレビや新聞等で取り上げられ、

総務省の「全国移住ナビ」動画コンテストで審査員

特別賞を受賞するなどの実績を上げた。 

  この結果、市のホームページのアクセス数が８倍

に増え、空き家バンクの検索数が１０倍、移住相談

件数も増加するなど、市の知名度向上に結び付いて

いる。 

  今後も、住民参加型でＰＲ動画を新たに作成する

など、さらなる認知度アップ、まちの魅力の再確認、

交流人口の増加などを目指す取組を進めている。 

 

６６６６    市民の協力がすごい～市民が主役市民の協力がすごい～市民が主役市民の協力がすごい～市民が主役市民の協力がすごい～市民が主役ののののてなんど小林プロジェクトてなんど小林プロジェクトてなんど小林プロジェクトてなんど小林プロジェクト    

  「てなんど小林」プロジェクトの事業実施に当たり、小林市ではＵ・Ｉターンの２０代から４０

代までを中心としたメンバーを課で選抜した。 

  「何かを決めるわけではない会議」を実施し、行政にありがちな「いつものメンバーが集まるい

つもの会議」を脱却している。 

  行政が市民の意見を生かした企画を実際に形にすることで、市民グループが「自分たちが行って

小林市・小林市・小林市・小林市・鶴田鶴田鶴田鶴田主任主事主任主事主任主事主任主事（左）による座学（左）による座学（左）による座学（左）による座学    



いる」という意識と誇りを生み出している。また、市民の声を妥協せず反映させることで、さらな

る市民の共感を生み協力体制が強くなっている。 

  外部に市をＰＲする時には「まちの外」を意識するばかりではなく「市民が意見を置いてけぼり

にしない」ＰＲを行うことで、市民に市を愛してもらい、知ってもらい、市をＰＲしてもらうとい

う流れが生まれている。 

  また、ＰＲ素材が動画とポスター（画像）であることから、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーク・

サービス）での拡散につながり、さらなるファンの獲得につながっている。市外に出た小林市出身

者からの反応も多く「方言である西諸弁が恥ずかしいと思っていたが、今は小林市出身であること

が誇りに思える」という意見も出ている。全てを行政が行うのではなく、市民の協力を行政がサポ

ートするというすばらしい流れを生み出している。 

    

７７７７    小小小小林市での林市での林市での林市での研修を通じて—研修を通じて—研修を通じて—研修を通じて—    感想感想感想感想    ————    

    (1)(1)(1)(1)    南幌町南幌町南幌町南幌町    小林小林小林小林    美幸美幸美幸美幸    

   小林市では、地域の課題解決に向かって取り組むとき、行政と住民の距離が非常に近い印象を

受けました。住民も自治体職員も、みんな自分が住んでいるまちや地域が好きで、活性化するた

めにはどう動けばよいかを一緒に考えており、住民が自治体職員と気軽に話し合える場を設定す

ることが大事だと感じました。地域のために何かしたいという思いで、個人や会社と市町村が連

携し活動していて、弱点やコンプレックスだと思っていた部分も、逆転の発想で、見方を変えれ

ば外に発信できる大きな武器となり魅力となることが分かりました。 

   大変多くのことを学ぶことができ、非常に有意義な研修でした。今後、仕事をしていくうえで、

自分のまちに愛着を持ち、住民や団体とともにまちづくりに関わっていくことが重要だと考えて

います。 

 

    (2)(2)(2)(2)    新十津川町新十津川町新十津川町新十津川町    新居新居新居新居    剛紀剛紀剛紀剛紀    

   てなんど小林プロジェクトは、ワークショップメンバーが先頭に立って行っており、小林市の

シティプロモーションに関しては、行政は、バックアップ的な役割を担うことが成功している理

由だと感じさせられた。地方創生にビジネスチャンスを見出し、自治体との連携を希望している

企業は多いと感じられ、民間人及び民間企業の積極的な取組参加が、地方創生には欠かせないも

のであるということを強く感じさせられる研修であった。 

   今回の研修は、道外の先進事例を学び、本町の地方創生のヒントとすることをテーマにし研修

に臨んだ。今回の研修で学んだことは、地方創生は、行政が先頭に立って行うものではなく、地

域住民を含む民間の人たちや民間企業が先頭に立って行うことが成功につながるものだと深く

感じた。 

   また、何かを生み出すキーワードは、「行政以外の強烈な個性を持った人物」「メディアの活用」

「地元資源の有効活用」であり、行政は、民間人や民間業者が行う地方創生につながる取組に対

し、多大なバックアップをすること。他自治体が行っていないオンリーワンの事業を展開するこ

と。人物の発掘、メディア等への営業を行うことが使命であることを感じた。 

   言葉では簡単に書けるが実践するのはかなり難しく、財政的な面や運も必要となってくる。し

かし、個々の職員が宣伝マンとして活動することは可能であるし、今後も、この研修で学んだこ

とを心に刻みながら業務に当たりたいと思う。 

   最後に、今回の研修は小林市以外の研修内容も学ぶべきことが多く、本当に充実した研修でし

た。また、参加メンバーも同年代の同役職が集まることで、考えることも共通する部分が多々あ

り、様々な場面や状況に対する対応等について、情報収集することができた大変有意義な研修で

した。今後もこのような有意義な研修に本町職員を参加させたいと思う。 

 



    (3)(3)(3)(3)    雨竜町雨竜町雨竜町雨竜町    梶田梶田梶田梶田    勝也勝也勝也勝也    

   地域資源を活用した取組に力を入れている自治体が多く、その資源をどのように活用するか大

きな課題となっている。宮崎県小林市は、和牛で高い評価を得ており、宮崎牛で地域おこしと安

易に考えてしまうが、特異な地域資源のチョウザメを活用して認知度アップの取組を行っている。 

   市はチョウザメ・キャビア課の設置など、商工会議所と協働で取組を進めており、地域連携の

強さとスピードの速さを感じた。最後まで話を聞くと、宮崎牛が霞むほど興味深いものになって

いた。小林市では、宮崎牛を大変美味しくいただいたが、チョウザメも食べてみたいと思った。 

   まちづくりにおけるワークショップでは、メンバーが行政に関わってない２０代～４０代の９

人で構成しており、その中でさまざまなアイデアが出され、それを行政が形にしていく。当然、

無理なものもあるが、普通では考えもつかないアイデアも出るようである。また、メンバーは無

報酬ということで、結果は気にせず、楽しくまちづくりに参加しているように感じた。 

   このような取組の中で日本最大の広告代理店である「電通」とプロモーション製作まで手掛け

られることは、電通社員（小林市出身）の１通のメールから始まったとはいえ、小さなきっかけ

を見逃さない職員の強い意識を感じる。 

   取組内容の研修を受け「地域資源の活用」と「人とのつながり」がうまくかみ合っていると感

じました。定住対策も大事であるが交流人口の拡大もまちを活性化させる大きな要因であると考

える。今回、さまざまな先進事例の説明を受けて「自分の町ではどうだろう」と考え、参加した

各市町村の職員の方々と意見交換できたことは有意義であり大きな刺激となった。今の私の業務

は直接まちづくりに関わるものではありませんが、今回の研修で学んだことを無駄にすることな

く、今後の職務に生かしていきたいと思う。 

 

    (4)(4)(4)(4)    赤井川赤井川赤井川赤井川村村村村    瀨戸瀨戸瀨戸瀨戸    雅哉雅哉雅哉雅哉    

            市町村職員道外先進事例研修に参加するにあたり、事前にリポート研修先を希望することにな

っていましたが、第 1 希望どおり「小林市」になりました。代償に小林市レポート担当班長にな

りましたが…。なぜ第１希望だったかと言いますと、研修先の４市町の中で「高原町」は〝日本

で最も美しい村〟に加盟されており、存在は知ってはいましたが、「あのフランス語に似た方言動

画のおかげ？」なのか、知名度がより鮮明であったことで小林市の〝中身〟をより知りたくなっ

たことがあり、研修を受けた結果、小林市の惹きつける魅力にまんまと乗せられた感じがあり、

これが〈わがまちの紹介〉につながることになるのだと実感しました。 

   全体を通して言えることですが、どの市・町も地域の方々と一体化し、お金の使い方、地域・

土地の使い方、ブランド力、人をうまく使っているし、なにより〝おもてなし〟を感じました。

〝おもてなし〟の心は、観光振興の根幹であると私は思っております。〝おもてなし〟をすると

いうことは、人と人のつながりを大事にすること、小林市の方は、市出身の方が日本の他地域で

活躍され、そのつながりを元に知名度アップの動画を作成したり、地域の方々とワークショップ

を作ったりするなど、つながりを大事にしていることを思い知りました。 

   さらに「こばやしファン・サポーターズＣＬＵＢ」を立ち上げ、小林市出身者やゆかりのある

人だけでなく、小林市の好きな方やただ「苗字が小林さん」というだけでもＯＫという、加入に

際しハードルを下げ、会員の増加につなげるという、人・地域のつながりを生かしたプロジェク

トを普及させ、観光・交流に役立てる発想は、まさにつながりを大事にすることに他なりません。 

   こういうことを実現させることは容易ではないと思われます。自治体で言えば、首長以下、管

理職等に相当柔軟な決断がなければ、こうしたプロジェクトは進んでいかないだろう思いますし、

担当者に至っては、柔軟な発想・地域の方々や業者との調整・補助金などのお金の工面・時間と

の闘いなど…さまざまな難題があると思われます。しかしながら、そういっても何も始まりませ

んので、小林市で研修したことを１つでも実践できれば次につながるきっかけになるような気が

ますし大変勉強になりました。 



   また、自分自身の研修の目的は２つあり、１つは先進地の事例を今後に生かすこと、これにつ

いては必ず生かせる時があると思います。もう一つは道内各地から参集した方と交流するという

ことです。最初は空港集合でしたが、よそよそしい雰囲気が漂い、この 4 日間うまくやっていけ

るか不安でいっぱいでしたが、そこは同じ道内の自治体職員、互いの所属部署は違えども、共通

の話題があったり、その地域の特色・課題があったりするもので、意見交換することによりすぐ

に打ち解けることができ、4 日目には誰も遅刻・離脱することなく、笑顔で解散することができ

ました。道内各地より、この先進事例研修に集まった方々には大変お世話になりました。ありが

とうございました 

 

    (5)(5)(5)(5)    本別町本別町本別町本別町    越後越後越後越後        忠忠忠忠    

   今年に入り小林市は全国的に脚光を浴び、私も本研修を前に小林市を知っていたが、そのきっ

かけは「てなんど小林プロジェクト」として、地域の魅力を発信した市のＰＲ動画である。 

   小林市は行政と市民、そして地元出身者が一体となって、地域資源を活用したまちおこし、地

域の方言を利用した魅力発信など、当初の課題解決のため先進的な取組に力を入れていることが、

市職員との話の中でまじまじと感じ取る事ができた。また、チョウザメを活用した地域おこしな

ど、認知度向上、交流人口及び定住人口の拡大に向けて官民協働の取組など、参考となる事が多々

あった。今後は、本別町でも今ある資源を活かし、多くの町民、地元出身者を巻き込んだうえで、

全国に本別町の魅力を発信して行く必要があると感じた。 

   今回の研修で訪問した４つの市と町はどこも、住民の方々が街に愛着を持ち、共に取り組む姿

勢が見受けられ、人口減少などの諸問題に一緒に立ち向かっているのが印象的であった。行政が

前に出るのではなく、行政では提供できない、民間の技術やノウハウを活かし、我々はその背中

を押してあげる事が大切であり、研修先の職員や住民講師の方々は皆、今の業務にやりがいを持

ち、それぞれ夢を持ってまちづくりに取り組んでいる姿を感じた。 

   「自分たちで積極的に発信をしないと、どんどん遅れをとる」「まちにはきっと宝があるので、

それを探しだし、地域資源を活かしたまちづくりが必要」「それを６次産業化によりブランド化す

る」「今ないものに手を出すよりも、今あるものが大切」「若い人に地域貢献してもらう」等々、

まちづくりのヒントを沢山もらうことができた。 

   今回の研修では、道内の市町村職員とも交流を持つことができた事も大きいが、普段の業務で

は学ぶことのできないことを学び、自分の視野を広げる事ができ、とても充実した研修となった。

今後はこの経験を活かして日々の業務に取り組んでいきたいと感じているところである。 

 

    (6)(6)(6)(6)    別海別海別海別海町町町町    人羅人羅人羅人羅        茜茜茜茜    

   現在、観光担当の仕事をしておりますが、よく外部アドバイザーなどからは「非常に資源に恵

まれている土地である」といわれる事が多く、頭では理解しているつもりでしたが、道外を見る

ことで改めて「非常に恵まれている土地に住んでいる」ということを実感することができました。 

   特に小林市でのシティーセールスの事例は、今すぐに取り組むことができる「ファンサポータ

ーズクラブ」という取組もあり、何のためにどんなことをどうするかというストーリーがしっか

りできていることが非常に参考になりました。 

   別海町で小林市より早く取り組んでいる「ご当地グルメ」についても、小林市では食べる～お

土産として購入～持ち帰る―までの流れができており、別海町では、ストーリー性やその後の流

れまでの組み込みがないことが特に浮き彫りになりました。 

   今回の研修で訪問したどの地域にも言えることですが、何のために、何をして、何をＰＲする

かが明確であり、補助金も非常に目的が分かりやすく上手に活用されていると感じました。多く

の地域が対象となっている「消滅可能性都市」への危機感を持ち、町として、職員として何がで

きるか改めて考える機会となりました。 



   他地域と足並みをそろえることも必要なことはありますが、人数が減っている中で仕事の種類

は増えていきます。国からの仕事や、道からの仕事など、やらなくてはいけないことは沢山あり

ますが、自分の町に何が必要かをしっかり見極め何に力を入れるかを考えなくてはいけないと感

じます。 

   別海町では、移住と観光の仕事は、現在切り離されて考えられています。今後は町として、改

めて協力してＰＲしていく必要性を感じました。 

 

                             

 

 
研修研修研修研修風景風景風景風景①①①①    小林市役所における座学小林市役所における座学小林市役所における座学小林市役所における座学    

 

                             

 
研修研修研修研修風景風景風景風景②②②②    小林市役所における座学小林市役所における座学小林市役所における座学小林市役所における座学    

 

 

 

 

 

 

 

 



    研修２研修２研修２研修２        
 

 

集落営農の推進による６次産業化の取組について集落営農の推進による６次産業化の取組について集落営農の推進による６次産業化の取組について集落営農の推進による６次産業化の取組について    

――――宮崎県高原町の事例宮崎県高原町の事例宮崎県高原町の事例宮崎県高原町の事例からからからから――――    

 

桃野 淑恵 長沼町出納室出納管財係主査 

松本 雄大 北竜町産業課農業担い手係長兼農業委員会農地振興係長 

榊  拓己 新冠町産業課産業グループ農産係主任 

平塚 恭輔 津別町産業振興課農政グループ主任 

加藤 暢也 滝上町農政課地籍係長 

 

 

 

１１１１    高原高原高原高原町町町町の概要の概要の概要の概要    

  高原町（たかはるちょう）は、宮崎県西南部、国立公園霧島

山を境に鹿児島県に連なり小林市と隣接する静かな山間に位置

し、「天孫降臨伝説の神話のふる里」として知られる。 

  町の人口は９,３０４人、世帯数は４,００７戸（平成２７年

１０月１日現在）で、面積は８５.３８㎢、町域の約５０%が高

原地帯、残り５０%が山林で占められている。霧島山系からの豊

富な水が大小河川として町内を流れていることから、水と緑に

富んだ自然豊かな町としても知られている。 

  本町では、平成１８年「日本で最も美しい村連合」に加盟し

ており、霧島ジオパークの活動を通じて地域の活性化に努めて

いる。基幹産業は農業であり、中でも畜産業の割合が高く、農

業粗生産算額の７割を畜産が占めている。特に肉用牛の生産が

盛んで、その肉質の良さは、県内外でも高く評価されている。 

 

２２２２    高原町の現状と産業構造高原町の現状と産業構造高原町の現状と産業構造高原町の現状と産業構造についてについてについてについて    

        高原町の人口は、大正９年（１９２０年）には９,０１４人で、その後は増加傾向にあり、昭和

１０年（１９３５年）には１１,４２３人、昭和３０年（１９５５年）には１６,５８３人となっ

た。これをピークに以降減少の一途をたどり、昭和５０年（１９７５年）には、１２,４７６人と

ピーク時の２４.８％に当たる、４,１０７人の減少をみたが、その年を境に微増の傾向を示すよう

になり、昭和５５年（１９８０年）に１２,７５９人に増加したが、定着化の方向へは進まず、平

成２２年（２０１０年）には、１０,０００人、平成２７年（２０１４年）１０月１日現在では、

９,３０４人（男：４,４２７人 女：４,８７７人）と減少しており、県内町村の増減を比較してみ

ても、減少率が高い状況にある。 

宮崎県宮崎県宮崎県宮崎県高原町の高原町の高原町の高原町の位置位置位置位置    



  また、年齢構成別に人口を推移してみると、０歳～１４歳までの年少人口は約１１％と年々減少

してきており、１５歳～６４歳までの生産人口についても約５６％、６５歳以上の老年人口は、３

３％を超えており、高齢化が急速に進んでいることがうかがえる。 

  産業別の就業者数の動向を見ると、昭和３５年（１９６０年）の１５歳以上の就業者総数は７,

４９３人で、産業別就業人口割合は、第一次産業が７３.４％、第二次産業が７.７％、第三次産業

が１８.９％と、第一次産業の就業者数が就業者総数の７割以上と大きな割合を占めていたが、平

成２２年（２０１０年）の産業別就業人口割合では、第一次産業が２７.７％、第二次産業が２２.

１％、第三次産業が４９.９％となっており、第一次産業と第二次産業が減少する一方で、第三次

産業が増加している。 

  高原町における農業者数の減少は、人口の減少に比例し減少しており、若い将来を担う農業者

（後継者等）が、第三次産業や町外へ転出される等が要因の１つとして考えられる。 

  高原町の農業の状況については、総土地面積８,５３８ha のうち、約２６％の２,２４０ha が耕

地面積であり、耕地面積が占める割合として、田耕地面積が９３５ha（約４１％）、畑耕地面積１,

３１０ha（約５９％）であり、農家戸数は、平成２２年（２０１０年）には１,２４７戸と年々減

少しており、５０年間で１,１２９戸の農家が離農等で減少した状況にある。 

  耕地面積（農地面積）が増減せず、農家戸数が年々減少してきている中、１戸の農家が耕作に担

う面積が増える事により、耕作放棄地が発生している事や、土地を所有しているが離農し非農家と

なり、遊休農地として耕作を行わない土地が目立つようになり、平成２２年（２０１０年）に約１

３８ha となってきている状況にある。 

  また、専業に農業を営む農家に比べ兼業農家が多く、面積の規模拡大により農業収入にて経営を

行っている農家が少ない状況にある。 

  町は、こうした状況を踏まえ、農地の有効活用により耕作放棄地や遊休農地の解消を目的とし、

平成１５年１１月に小林市と合同で、農業・農村の

活性化を図る事を目的に地域担い手育成総合支援協

議会「きりしま農業推進機構」を設置し、農地の利

用集積や集落営農の組織化と運営支援に向け、各農

業再生協議会と一体となった取組を行っている。 

  中でも集落営農組合員である地元農業者１１名

と、こばやし農業協同組合が構成員となり、農事組

合法人「はなどう」が設立される等、高齢化や担い

手不足が進行する中、経営管理や税対策を明確にす

る等、法人化への取組も進められている。 

 

３３３３    高原町における高原町における高原町における高原町における６次産業化６次産業化６次産業化６次産業化のののの背景について背景について背景について背景について    

  高原町では過疎・高齢化に伴う農業者の減少とともに、耕作放棄地の増加が深刻化していた。こ

のため、小林市と高原町で「きりしま農業推進機構」を設立し、担い手の育成・確保、農地の利用

集積、集落営農の組織化・運営支援に向け、各市町の農業再生協議会と一体となった取組を進め

た。平成１７年に高原町内第１号モデルとして花堂集落に営農組合が設立されたが、その後も高齢

化や担い手不足は進行し、組合の期待は単なる作業委託から農地委託になることが予想され、将来

を見据えた地域農業の確立が必要となった。 

  組合内部でも地域の農地を守る必要があるとの認識や機械・施設更新のための積立の必要性、さ

らには、経営管理の必要性等から数十回を超える協議等の結果、平成２０年に経営組合を母体とし

た「農事組合法人はなどう」を設立した（構成員１２名・ＪＡ含む）。 

  組合には地区外からの退職者、定住者等（Ｕターン、Ｉターン）の加入、若者の参画があり、組

合員は次第に増加していき「地産地消」を中心とする事業の拡大が検討された。事業の拡大を図る

に当たり、農作物の栽培から販売、更には販路拡大を図るための拠点として、平成２１年に農産物

高原町高原町高原町高原町・寺師・寺師・寺師・寺師係長による座学係長による座学係長による座学係長による座学    



直売所「杜の穂倉」を建設し、６次産業化の取組を開始する。 

 

４４４４    農事組合法人はなどう農事組合法人はなどう農事組合法人はなどう農事組合法人はなどうにににによるよるよるよる６次産業化の取組６次産業化の取組６次産業化の取組６次産業化の取組についてについてについてについて    

  農事組合法人はなどうは、水稲、麦、ナタネ、大豆等の特性を生かした、オンリーワンの商品作

りに積極的に取り組んでいる。 

  平成２１年度に開発した「黒花うどん」を皮切りに、「花堂産」を使用した新商品を毎年開発・販

売しており、平成２３年度に開発した地ビール「穂倉金生」は、インターナショナルビアコンペテ

ィション２０１２で金賞を受賞するなど、その品質や味も高い評価を得ている。 

  今年度は、近隣町と共同で米酢と黒酢の販売を予定しているが、商品名やデザインにも一捻りを

加えており、購買意欲の動機付けを図っている。 

  「はなどう」で考案された商品は、県内外の業者にて製造・加工されており、地区内の農産物直

売所である「杜の穂倉」で主に販売している。なお、

商品価格は決して安くないが、前述のとおり品質

の良さ等から、「杜の穂倉」の取扱い実績は毎年度

１億円を超えている。 

  また、ふるさと納税の御礼品としても大好評を

博し、地ビール等は製造が追い付かなくなくなる

など「高原町」の名を全国にＰＲする一翼も担って

いると言える。 

  こうした商品化や販売ＰＲには、営農組合に属

する「乙女会」が中心となって活動している背景が

あり、地区の女性が先頭になって取り組むことで、よ

り一層の活性化につなげている。 

 

５５５５    ６次産業化を進めた成果と今後の展望６次産業化を進めた成果と今後の展望６次産業化を進めた成果と今後の展望６次産業化を進めた成果と今後の展望    

 (1)(1)(1)(1)    ６次産業化を進めた成果６次産業化を進めた成果６次産業化を進めた成果６次産業化を進めた成果    

            農事法人組合「はなどう」では、自分たちで生産したコメや麦、菜種、金ゴマなどを使い数多

くの商品を製作している。手作り味噌、生パスタ、うどん、乾麺、菜種油などの商品化を行い、

農産物直売所「杜の穂倉」で販売している。 

   それにより、年間２１万人の利用客が訪れ、売上は１億円を超え、町内での雇用も１２名とな

るなどの成果を上げている。さらに、企業との６次産業化にも取り組み、幻の焼酎と言われる「ミ

ヤザキハダカ麦焼酎：駒」や地ビールコンテストで金賞を取った「ＧＯＫＯＫＵ」などは店頭に

並んだ途端に売り切れるという。 

   また、小清水農法により生産された、「小清水米」や、挽きたての小麦粉を使用した浅黒い麺が

特徴的な「黒はなうどん」などが学校給食に使われるなど地産地消も進んでいる。 

    (2(2(2(2))))    今後の展望今後の展望今後の展望今後の展望    

            さまざまな商品の開発を進めているが、商品からは同じ法人が作った商品に見えないと言われ

るように、統一的コンセプトが不足している。常に新しい商品開発に取り組んでいるが、ジリ貧

なる可能性があるために、統一的コンセプトを活かした既存商品の改善や新規商品の開発の方向

性が必要になると思われる。 

   さらには、直売所などではかなりの人が集まることから、情報発信、観光拠点として利用した

りして、６次産業化した商品の販売や宣伝を進めていく方策を進めていく必要があると考える。 

    

    

    

「「「「はなどう」が運営する直売所「杜の穂倉」はなどう」が運営する直売所「杜の穂倉」はなどう」が運営する直売所「杜の穂倉」はなどう」が運営する直売所「杜の穂倉」



６６６６    高原町での研修を通じて—高原町での研修を通じて—高原町での研修を通じて—高原町での研修を通じて—    感想感想感想感想    ————    

    (1)(1)(1)(1)    長沼町長沼町長沼町長沼町    桃野桃野桃野桃野    淑恵淑恵淑恵淑恵    

   ６次産業化は、農作物を出荷して終わりではなく、加工・流通・販売まで行う活動である。６

次産業化を進めるにあたっては、２次産業の部分では、新商品開発のための設備投資や、貯蔵の

施設などの追加的コストも必要になる。３次産業の部分では、商品の納期や納入数量の遵守など、

取引先との信頼関係の構築などが重要と言われる。 

   そのような中で、高原町の「農事組合法人はなどう」では、基本設備を持たないで、他企業と

の共同開発を行って６次産業化を進めている。例えばパスタは、地元のイタリアンシェフとの共

同開発で、良い材料を提供して良い技術で製品にして「杜の穂倉」で販売している。水稲に関し

ては、北海道の小清水町から広まったＢＭ菌を活用した栽培方法に取り組み、収穫した米には「小

清水米」との商標登録を行い、ブランド化に成功している。その他様々な製品を数多く開発販売

しているが、良い製品を作るための手間をかけた原料生産が、加工に使う必要量に追いつかない

ため、原料確保のため他の営農組合との連携も模索中と聞く。 

   高原町での６次産業化成功のうらには「農事組合法人はなどう」代表理事、黒木さんの力が大

きく関与している。農業機械の共同購入、共同利用を促し極力物を持たず農産物は質の高いもの

を生産する方策などは黒木さんの行動力、先見性や人脈によるものが多い。加工品も宣伝をせず

とも口コミで売れると言うが、品質の高いものを作っているからで、どこの地域でも同じことが

できるとは限らない。 

   長沼町においても６次産業化を進めているが、商品開発における企業との共同体制、販売経路

の拡大、商品の宣伝方法などに課題を抱えている。また、行政がどのように関わっていくか難し

い問題があるが、６次産業化を進めるにあたり、黒木さんのような強いリーダーの存在が、地域

を束ね企業との共同や販売経路の拡大などの道を開いていくと感じた。 

 

    (2)(2)(2)(2)    北竜町北竜町北竜町北竜町    松本松本松本松本    雄雄雄雄大大大大    

   高原町の農業について、農政畜産課の職員の方々より説明をいただいた中、一部の地域を除

き、どこの市町村も抱えている大きな問題であり、自分自身も農業に関わる職に就いているの

で、とても感慨深いところでありました。 

   農業者の高齢化や担い手不足（後継者）により農業者数が減少し、１戸の農業者が耕作に担う

面積が年々増える一方、農地の引き受け手がいない、耕作放棄地や遊休農地が出てくる等、問

題は多いところでありますが、新規に農業に参入したいと考えている方も、全国的に多く新規

就農者の受け入れも各市町村積極的に行っていかなければならない状況であると考えます。 

   農業者もただ農地を耕し、農作物を作るのではなく、魅力ある農業を積極的にＰＲして「売れ

る物づくり」「将来性のある農業」を目指す必要があると考えます。 

   北竜町で新規就農を目指し、現在農業に従事している方が、平成２７年４月より１名来られて

おり、その方に「どうして農業に興味を持ったのか」とお尋ねしたところ、その方は、「生きる

事は、食べる事であり、食べる物を作る事が、生きる事だ」と言います。その方は前職が介護

の仕事をしており、身近で多くの人を見送ってきた中、食べる事のありがたみと食べられる事

の喜びを知り、農業を生涯の職業として考えるようになったとの事でありました。 

    現在、新規就農者の受け入れや、担い手不足の解消等、問題は山積しておりますが、研修で

学んだ事を忘れず、日々、そこに住む住民のために仕事に励んでいきたいと思います。 

 

    (3)(3)(3)(3)    新冠町新冠町新冠町新冠町    榊榊榊榊            拓己拓己拓己拓己    

   高原町では、花堂地区をはじめ、中山間地域等直接支払制度を活用している集落が多数ある。

国は、地域の共同活動や営農活動をもって、農地の保全・農村の活性化に対する支援を積極的に

打ち出しており、当該制度もその一つとして位置付けられている。花堂地区では当該制度を活用



のうえ、さまざまな取組を展開し、魅力ある自立した地域づくりにつなげていることから、第一

次産業を基幹産業とする農村地域にとってはまさに目指す姿と言える。 

   花堂地区では、古くから農作業や機械の共同化が図られており、地区内での組織形成が熟成さ

れていたことから、農家同士のトラブルも特段なく、連携がスムーズに図られているとのことで

あった。この一因としては、北海道のように１戸あたりの経営面積が広大でないことから、経営

コストの側面から共同化が進むことは自然な流れであると考えられ、ここに北海道農業との本質

的な違いを感じた。 

   しかしながら、高齢化等によって農業者数が減少する見込みの中、地域及び農業を維持してい

くためには、共同化や法人化の推進は不可欠であり、また、住民自らが地域づくりに積極的に取

り組んでいくことも重要であるため、高原町及び花堂地区の取組は非常に勉強になるものであっ

た。地域内でこうした機運を高め、かつ実行に移すには、先頭に立つ「リーダー」の存在も重要

であることから、地域での中心となる人材育成の必要性も改めて感じることができた。 

 

    (4)(4)(4)(4)    津別町津別町津別町津別町    平塚平塚平塚平塚    恭輔恭輔恭輔恭輔    

   高原町の６次産業化の取組は、私が思っていた６次産業化の取組とは違っていた。それは加工

や製造を自ら実施しているのではなく、ブランド化あるいは差別化して生産した農産物を企業に

提供し、共同で加工・製造して商品化し、自前の直売所で販売していたからだ。したがって、加

工施設や貯蔵施設を所有することなく６次産業化を行っている。こういった６次産業化もあるの

だととても参考となった。 

   また、「農事組合法人はなどう」代表理事である黒木氏の行動力と考え方には驚かされた。直売

所である「杜の穂倉」を組合員から提供された資材を使い、自ら建設してしまうところや、県内

外の企業と連携するところなど、その行動力には目を見張るものがあった。何より、「高くても売

れる、高いと思う人は買わなくていい」と力強く断言したその姿勢は今も印象に残っている。実

際に開発した商品は品薄状態である。 

   黒木氏のように信念と自信を持って「自分たちのモノは他と違う」といった「強み」を、津別

町でもつくり、あるいは引き出しまちの活性化を図っていきたい。しかし、北海道は日本の食料

基地であり、生産量を増やし安定供給に向け努力している。当町も同様であり生産することが最

優先であり、販売まではまだ難しいところである。黒木氏のような強い信念を持った行動力のあ

る人材を生産者からではなく、第三者から発掘することも必要であると考える。 

 

    (5)(5)(5)(5)    滝上町滝上町滝上町滝上町    加藤加藤加藤加藤    暢也暢也暢也暢也    

            「農事組合法人はなどう」は、営農組合を設立後、法人化して農産物直売所「杜の穂倉」を建

設。例年新商品を積極的に開発しており、農産物直売所も来客数年間２０万人、売上額も年間１

億円を超え、１年間に１,５００名程度と視察受け入れが多いのも特筆すべきである。 

   郷土愛にあふれる女性部が中心として活動する「乙女会」が素敵なネーミングで覚えやすく、

地域の方に愛されている感があり、その結果、地域の活性化、経営意欲の向上に結び付いている

ことを実感した。組合の代表が「高いモノが売れる。地元の人には買ってもらうつもりでモノを

作っていない」と豪語されていたことが心に残っている。日頃から顧客のニーズを的確に捉えた

販売戦略、コスト意識が高く、北海道と九州の地域差、文化の差も感じた。 

   滝上町でも今後、６次産業化を進めるに当たって非常に難題があると思う。何をブランドとし

て扱い、栽培→製造・加工→販売までの生産者や企業連携との調整など積極的に取り組み、地域

経済の活性化、雇用などの人口減少の歯止めになれば良いが、中途半端なモノでは今後、時代の

担い手育成も難しいと思えた。 

   今回の研修を通じて、ご多忙の折にもかかわらず、研修地の職員の皆様には温かく私達を迎え

入れていただきまして、ありがとうございました。本研修で学んだ先進的な事例を財産として、



今後の当町に埋もれている価値を最大に引き出し、町政に役立てられるようこれからも郷土を愛

し、積極的に物事を進めていければと感じた研修でした。 

 

                             

 
研修風景研修風景研修風景研修風景①①①①    高原町総合保健福祉センターほほえみ館での座学高原町総合保健福祉センターほほえみ館での座学高原町総合保健福祉センターほほえみ館での座学高原町総合保健福祉センターほほえみ館での座学    

                             

 
研修風景研修風景研修風景研修風景②②②②    「はなどう」事務所での「はなどう」事務所での「はなどう」事務所での「はなどう」事務所での黒木黒木黒木黒木氏による座学氏による座学氏による座学氏による座学    

                             

 
研修風景研修風景研修風景研修風景③③③③    「「「「はなどう」保管庫での集合写真はなどう」保管庫での集合写真はなどう」保管庫での集合写真はなどう」保管庫での集合写真    

    



    研修研修研修研修３３３３        
 

 

農業地域における移住・定住施策と職業訓練農業地域における移住・定住施策と職業訓練農業地域における移住・定住施策と職業訓練農業地域における移住・定住施策と職業訓練のののの取組取組取組取組についてについてについてについて    

――――鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県曽於市曽於市曽於市曽於市の事例の事例の事例の事例からからからから――――    

 

畠山 和久 赤平市農政課農政係主事 

佐藤 大輔 厚真町産業経済課農政グループ主査  

高橋 弘昭 東神楽町地域の元気づくり課主査 

若原  裕 士幌町建設課建設グループ担当主査 

横山 裕介 芽室町企画財政課企画調整係主事 

市原 知幸 池田町教育委員会教育課学校教育係主任 

 

 

 

１１１１    曽於市の概要曽於市の概要曽於市の概要曽於市の概要についてについてについてについて    

    (1)(1)(1)(1)    曽於市の概要曽於市の概要曽於市の概要曽於市の概要    

   曽於市は平成１７年に末吉町・財部町・大隅町が合併により発足した市で、鹿児島県の東部を

形成する大隅半島の北部に位置し、東は志布志市、西は霧島市、南は鹿屋市、北は宮崎県都城市

に接する県境の市である。 

   人口は３８,３４５人、世帯数は１８,０４５世

帯、高齢化率は３６.６％（平成２７年９月末現

在）、市の中央部を東西に国道１０号、南北に国道

２６９号が走り、西部には、一部開通している東

九州自動車道、東部には地域高規格道路〔都城志

布志道路〕が整備中である。さらに、ＪＲ日豊本

線が市の北部を東西に横断し、流通や情報発信の

拠点として期待されている。 

   市の面積は３９０.１１平方ｋｍで鹿児島県の

４.３％を占めており、都城盆地の一角には太平洋に

注ぐ大淀川の源流が流れ、末吉市街地、財部市街地が

形成され、南部地域には、志布志湾に注ぐ菱田川が流れ、大隅市街地が形成されている。 

   年間平均気温は１６.１度と温暖でありながら内陸性の気候のため、夏と冬、昼と夜の気温差が

大きい。主要な農産物及び特産品は鹿児島黒牛、黒豚、ゆず、弥五郎スイカ、弥五郎白菜などが

あり、県内有数の畑作地帯、国内有数の畜産地帯として知られている。 

    (2)(2)(2)(2)    注目される注目される注目される注目される移住移住移住移住・定住施策・定住施策・定住施策・定住施策    

   曽於市の取組で参考になった点は、次に掲げるア～オまでの制度である。農林業・畜産業・商

工業などでこれから新規に就職及び就農される方への支援制度とその内容を次に掲げた。支援金

額は人によって違いますが、支援金の支給年数が「２年間」と長期であることが素晴らしい取組

であると感じた。また、子育て関連については、次に掲げるカ～クまでの事業があり、内容を見

ても支援内容が充実していることが伺える。 

 

曽於市大高曽於市大高曽於市大高曽於市大高主任主任主任主任（（（（右）による座学右）による座学右）による座学右）による座学    



  アアアア    農業田舎暮らし体験農業田舎暮らし体験農業田舎暮らし体験農業田舎暮らし体験    

下記の３つのメニューを選ぶことができる。 

 ① ２泊３日プチ旅行コース ②６泊７日ショートステイ ③１カ月ロングステイ 

  イイイイ    住宅取得祝金支給制度住宅取得祝金支給制度住宅取得祝金支給制度住宅取得祝金支給制度    

    住宅を新築又は購入した人に対し、お祝いとして地域商品券及び現金を支給（最高３０万円） 

  ウウウウ        定住促進住宅用地分譲事業定住促進住宅用地分譲事業定住促進住宅用地分譲事業定住促進住宅用地分譲事業    

    若者の定住促進を図るため、住宅用地の分譲を行っている。 

  エエエエ        新規就農者支援対策事業新規就農者支援対策事業新規就農者支援対策事業新規就農者支援対策事業    

    新たに農林業・畜産業に従事する人への支援（月５万円～１５万円を２年間支給） 

  オオオオ        商工業新規就業者支援対策事業商工業新規就業者支援対策事業商工業新規就業者支援対策事業商工業新規就業者支援対策事業    

    新たに商工業に従事する人への支援（月５万円又は７万円を２年間支給） 

  カカカカ    出産祝金支給事業出産祝金支給事業出産祝金支給事業出産祝金支給事業    

    曽於市で第３子以上を出産した場合、１人に付き１０万円を支給 

  キキキキ        子ども医療費助成事業子ども医療費助成事業子ども医療費助成事業子ども医療費助成事業    

    ０歳～１８歳までの間の医療費の自己負担分を助成 

  クククク        保育料等の保護者負担軽減事業保育料等の保護者負担軽減事業保育料等の保護者負担軽減事業保育料等の保護者負担軽減事業    

    市独自の財源により、さらなる負担軽減を行っている。 

 

２２２２    「たからべ森の学校」の開校について「たからべ森の学校」の開校について「たからべ森の学校」の開校について「たからべ森の学校」の開校について    

  曽於市は平成１７年に末吉町・財部町・大隅町３町の合併により発足した市で、県内有数の畑作

地帯、国内有数の畜産地帯における移住・定住政策と職業訓練が研修テーマであった。 

  取組内容として、少子高齢化や過疎化振興の歯止めをかけるため若者定住対策として定住団地住

宅の造成、住宅購入助成、出産祝い金の支給、新規就農者支援事業等に取り組んできた。 

  その結果市の人口は減少傾向になってきている。ほかに移住応援プロジェクトの農村地域への移

住を希望する人達に農業体験ができる宿泊プラン提供・廃校となった中学校跡地を利用した幅広い

世代の再就職を目的とした職業訓練施設「たからべ森の学校」を開設し「農業人材育成科」を開講

して市内で就農又は農業法人に就農する地域定着

型に取り組んでいる。 

  曽於市のホームページ制作を請け負っていた有

限会社サイバーウェーブに運営委託し、立地条件を

活かした農業実習や調理実習のほか、委託業者の本

業であるパソコン実習の訓練ができる職業訓練施

設として、平成２５年より運営している。 

  そのような職業訓練を行うなかで、担い手不足が

増えてきている市内の農業生産法人等からの求人

情報が多いことから、職業訓練で学んだ農業技術を

地域で活用してもらうことで移住・定住促進につなが

ると考え、平成 27 年より職業訓練を活用した移住・

定住促進事業を開始した。 

  ターゲットは新規就農希望者やシニア世代で、都市部からのＩターン者やＵターン者を設定。市

外からのＵ・Ｉターン者に対しては、訓練期間中、市内の空き家を無償提供したことで空き家対策

にもつながっている。また、農業以外にも調理、パソコンの職業訓練を開講し、就職活動の支援を

行うことで移住・定住しやすい環境ができている。農業の他に調理・パソコンを学べる職業訓練施

設は非常に珍しく、各地からの問い合わせや入校も多い。 

  実習用の圃場があり、調理室もある「たからべ森の学校」の環境を活かした、農業・田舎暮らし

「「「「たからべたからべたからべたからべ森森森森の学校」の学校」の学校」の学校」の調理実習室の調理実習室の調理実習室の調理実習室    



の体験プログラムを実施している。コースは２泊３日、１週間、１カ月の３コースを設定。参加費

は全て曽於市が負担している。そこで興味が湧いた人にはその後４カ月～半年、１年ほどの職業訓

練を体験してもらい、移住・定住につながるよう、住居や仕事など、さまざまな面でサポートを行

っている。また、学校での「恋活（こいかつ）事業」を開催。平成２７年夏に第１回を開催した時

には定員がすぐに埋まったほどで、１１月に開催した第２回では人数を増やして開催した。 

  事業を行う際の広報・周知・募集方法については、曽於市やたからべ森の学校のＨＰ、農業支援

サイト、Facebook、ＴＶＣＭやラジオ、新聞等、なるべく費用をかけずに行っている。中でも

Facebook は、対象を指定して広告を打ち出せることも可能であり、問い合わせの多い若い女性を対

象に限定して広告を打ち出し、効果が出ている。 

  「たからべ森の学校」の職業訓練修了者のうち、１０数名が市内で就農又は農業生産法人に就職」

するなど、これらの事業を行うことで、移住・定住人口は増加しており、農業担い手の観点からも

担い手不足解消に結び付く取組として評価されている。 

 

３３３３    「たからべ森の学校」における「たからべ森の学校」における「たからべ森の学校」における「たからべ森の学校」における職業訓練の取組職業訓練の取組職業訓練の取組職業訓練の取組    

  「たからべ森の学校」は、有限会社サイバーウェーブが曽於市と立地協定（平成２５年３月）を

結び、平成２４年３月に廃校となった財部北中学校を活用し、職業訓練施設の運営を開始（平成２

５年５月）した事業である。 

  曽於市においても、高齢化や市外への住民の流出及び農業従事者の高齢化が懸念事項となってお

り、それに歯止めを掛けること、強いては移住・定住につなげることを目標としている。 

  また、曽於市は一次産業（農業生産法人・畜産法人）の求人が多く、農業従事者の高齢化が進ん

でいることから、農業に関する職業訓練を行い、市内の一次産業法人への就職につなげている。 

  さらに曽於市の移住・定住促進政策の一環として、市外からのＵ・Ｉターンによる受講者に対し

訓練期間中は、住居を無償提供（曽於市の空き家対策を活用）し、訓練終了後に新規就農した場合

にも家賃補助を行っている。 

  その他には「たからべ森の学校」では田舎暮らし体験として、２泊３日、６泊７日、１カ月間の

コースを設定（参加費用は曽於市負担）し、「たからべ森の学校」での農業体験や曽於市を観光する

時間を設け、田舎暮らしに興味のある市外在住者へアピールしている。 

  訓練内容としては、農園での農作業実習の他、礼

節及びビジネスマナーの授業、農業経理のためのパ

ソコン授業や調理の授業もあり、一次産業だけでは

なく、加工業など食に関連した、さまざまな業種に

も対応できるような授業カリキュラムとなってお

り、平成２６年度実績では就職率１００％、さらに

数名が新規就農者となり、曽於市で農業に従事して

いる。 

  「たからべ森の学校」の今後の展望としては、就

職や実習先として活用するため、調理・パン職人養

成職業訓練を行うことや、林業・木工技術者養成訓

練の開講し、ゆくゆくは空き家のリノベーションを行い、移住者に住居として提供、曽於市の食を

ＰＲするアンテナショップとしての機能を有する学校レストランの開店、農業女子プロジェクトを

活用した婚活イベント等、さまざまなイベント事業を行うこと目指している。 

  「たからべ森の学校」の運営責任者である有限会社サイバーウェーブ代表取締役の小野氏の話で

は、本事業の周知に当たっては、主にインターネット（フェイスブックやウェブサイト）を利用し

全国的に広めているとのことであるが、ターゲティングする上で、ただ闇雲に募集を行うのではな

く、年齢や性別、出身先を細かく絞っているとのことであり、ターゲティングせずに広く募集して

「「「「たからべたからべたからべたからべ森森森森の学校」の学校」の学校」の学校」の実習圃場の実習圃場の実習圃場の実習圃場でででで    



もありきたりな宣伝となってしまい、効果が薄れてしまうとのことであった。 

  また、廃校となった校舎を利用することが一つのポイントにもなっていると言い、都会の喧騒の

中で生活している人にとっては、懐かしい雰囲気の中で童心に返り職業訓練を行うことが、諦めず

継続して取り組むことができる要因であり、本校に興味・関心を引くことにつながっているとのこ

とであった。「たからべ森の学校」に入校し、曽於市に移住した人の意見では「都会に比べ時間の流

れがゆっくりしており、時間の使い方が贅沢である」ことや「人の温かみを身近に感じられる」と

言った意見や「ショッピングが出来ない」ことや「車がないと生活できない」という田舎ならでは

の意見もあったが、皆それ以上に「曽於市の風景や環境が良く、移住を決めた」と話していたこと

が強く印象に残っている。 

 

    ４４４４    曽於市曽於市曽於市曽於市における新規就農における新規就農における新規就農における新規就農支援支援支援支援と「たからべ森の学校」の取組と「たからべ森の学校」の取組と「たからべ森の学校」の取組と「たからべ森の学校」の取組    

  曽於市における基幹産業は農畜産業であり、茶、ゆず、スイカ、白菜の品質は高く地域を代表す

る作物となっている。特に農産物生産額の７割以上を占める畜産業においては、高品質な黒牛、黒

豚の生産は拡大しており、ブランド化が進んでいる。 

  その一方で、農村、中山間地域における、過疎化や少子高齢化は曽於市においても例外なく進ん

でおり、市の販売農家数は平成１７年から平成２２年の５年間で７９３戸が減少（２０１０農林業

センサス）するなど、農業者の高齢化と後継者不足により、農業を取り巻く情勢は厳しい状況であ

った。これらに対応するため、担い手の育成・確保が大きな課題となっていた。 

  曽於市における新規就農の実績は、平成２２年から２６年の５年間の平均で年間１２人であり、

農家数の減少に歯止めを掛ける施策が必要であった。新規就農者に補助金を支給する事業により、

就農後２年以内の者を対象に、実態に応じて月額５万円から１５万円の補助金を２年間交付し、就

農初期の経営を支援している。また、平成２７年からは、新規就農につなげる取組として、市が全

額費用負担する「移住・田舎暮らし体験プログラム」を実施し、３日間の短期から１ヶ月間の長期

の農業体験ができる宿泊事業を展開しており、多くの参加実績を上げている。 

  平成２５年からは、廃校となった旧財部中学校を利用し、地域活性化事業として職業訓練施設「た

からべ森の学校」を開設した。曽於市での本研修における主体事例であった「たからべ森の学校」

と前記した「移住・田舎暮らし体験プログラム」を運営・実施するのは、ウエブ制作会社である有

限会社サイバーウェーブであり、民間が主体的に事業を展開していた。 

  「たからべ森の学校」における公共職業訓練「農業人材育成科」は、１５名が訓練期間６カ月で

パソコン学習を取り入れた座学や農業者を講師とした実習を行っており、１４アールの圃場で農作

業機や重機の操縦を学び、実際に２０種の作物を栽培し、少量多品目の農産物を道の駅等で販売し

ている。平成２５年から２６年の２年間で２９名が訓練を修了している。これまでに「農業人材育

成科」を修了し、実際に自身で経営を開始した新規就農者は２名となっており、卒業生の半数程度

が農業生産法人などの農業分野へ就職している状況である。 

  「たからべ森の学校」校は、職業訓練施設であり、訓練修了後の就職の保証や就職先の斡旋を行

うものではなく、職業技術習得やスキルアップを目的とするものであるが、昨年の訓練生の就職率

は１００％であった。平成２７年度の訓練生の中にも新規就農を目指す人が２名いる。 

  市においては、新規就農するための農地や住宅を確保している訳ではなく、就農を希望する者が

いた場合は、市の農政担当や県の担い手育成センターにて相談を受け付け、マッチングを図るとい

う流れであった。市の農業生産法人数は５０程度であり、雇用や新規就農者を受入れる法人もある

ことから、今後も「農業人材育成科」卒業生が市内の農業生産法人へ就職することも考えられ、職

業訓練施設「たからべ森の学校」による新規就農事例の成果となるであろう。 

 

 

 



    ５５５５    移住移住移住移住・・・・定住に関する情報発信につ定住に関する情報発信につ定住に関する情報発信につ定住に関する情報発信についていていていて    

  曽於市における「閉校中学校を利用した地域活性化事業」については、国の公共職業訓練施設で

ある「たからべ森の学校」が平成２５年に開設された。施設が開設された背景には、職業訓練を受

けて地元に就職してもらい、移住・定住や農業・食品加工の担い手不足解消につなげたいといった

狙いがある。 

  「たからべ森の学校」の運営は、県内を中心にホームページ制作事業やインターネットコンサル

ティング事業を行っている有限会社サイバーウェーブが行っており、同社が関わることにより、さ

まざまな事業を展開している。 

  「たからべ森の学校」では単に農業職業訓練を行うだけでなく、田舎暮らし体験の受け入れや一

般市民向けのパソコン基礎講座、「学校恋活」という斬新なコンセプトの出会いイベントなどが行わ

れており、同社のノウハウを生かしたユニークな取組が多々見られる。 

  移住・定住対策以外にも、曽於市について調べると、ホームページを中心とした情報発信が相当

充実している。ホームページのほか、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーク・サービス）の中でも、

利用者の多いＬＩＮＥ、facebook、Twitter の３つを用い、情報の拡散にも力を入れるなど、見習う

べき点が多々あると感じた。 

  曽於市のホームページの製作・運用は、「たからべ森の学校」、観光協会ホームページ「そおナビ」

を含めて、前述のサイバーウェーブが行っており、同社の製作したホームページは鹿児島県広報コ

ンクールで特選を受賞するなど高く評価されている。 

  曽於市のホームページは「市長あいさつ」のすぐ下にある、見やすい場所に移住情報サイトへの

リンクが貼られており、曽於市の移住にかける意気込みが伝わってくる。ホームページに移住情報

のリンク先が貼られていない自治体も多くあり、あっても目立たない場所にあることが多いが、曽

於市は「移住情報」といった堅い表現ではなく「そおに行こう！そおに住もう！」とポップなバナ

ーを目立つところに貼っているなど、何気ない所にも深い配慮がうかがえる。 

 

  
■曽於市ＨＰ■曽於市ＨＰ■曽於市ＨＰ■曽於市ＨＰ                         ■「たからべ森の学校」ＨＰ■「たからべ森の学校」ＨＰ■「たからべ森の学校」ＨＰ■「たからべ森の学校」ＨＰ    

 

  
■曽於市移住・田舎暮らし情報サイト「曽於ぐらし」■曽於市移住・田舎暮らし情報サイト「曽於ぐらし」■曽於市移住・田舎暮らし情報サイト「曽於ぐらし」■曽於市移住・田舎暮らし情報サイト「曽於ぐらし」     ■曽於市観光協会ＨＰ「そおナビ」■曽於市観光協会ＨＰ「そおナビ」■曽於市観光協会ＨＰ「そおナビ」■曽於市観光協会ＨＰ「そおナビ」    



  移住情報サイトに移ると、まず大きなイメージ画像が並んでおり、ぱっと見たときのインパクト

があり目を引くが、このホームページが特に優れている点は「情報の内容」と「見せ方」にある。 

  閲覧者の視点に立ち、閲覧者が知りたい情報がうまくまとめられていて、曽於市全体のアピール

はもちろん、興味を持ってくれた人のための「移住体験メニュー」や「移住応援プロジェクト」、

「仕事情報」、「住まいの情報」、「よくある質問」などホームページを見た人が求める情報がまんべ

んなくそろっている。 

  さらに、ビジュアルにとにかくこだわっているところが他のホームページとは異なります。クオ

リティの高い写真とイラストが多用され、レイアウト・構成もかなりのこだわりがあるため、ポッ

プで親しみやすく読みやすいものになっている。「情報の内容」と「見せ方」が共にハイレベルで

あるため、このホームページが魅力的なものになっていると言える。 

 

６６６６    曽於市曽於市曽於市曽於市での研修を通じて—での研修を通じて—での研修を通じて—での研修を通じて—    感想感想感想感想    ————    

    (1)(1)(1)(1)    赤平市赤平市赤平市赤平市    畠山畠山畠山畠山    和久和久和久和久    

   赤平市においても、他聞にもれず過疎が急速に加速しており廃校となった学校は数多く存在し

ている。市民からも廃校の有効活用について様々な質問が出ており、市としても頭を悩ませてい

る事柄であるが、この「たからべ森の学校」事業は、廃校利用の一つのヒントになると感じた。 

   当然、地域性の違い（北海道と九州）や地元住民の意識の違い等様々な相違点はあるが、雄大

な自然が多くあり、四季折々の風景も身をもって体験できる、さらに大雪の被害等はあるが、比

較的自然災害も少ない北海道においても、移住・定住を目指す上で、廃校を職業訓練施設として

活用している曽於市の取組は先進的であり、また職業訓練施設としてだけでなく地域資源を活か

した違った利用方法の検討を行ううえで大変参考になるのではないかと感じた。 

   当市でも農業従事者の高齢化が進み担い手不足が深刻化しており、１０年後、２０年後の農業

が不透明な状態である。しかし、後継者不足を解消するために市外出身者を迎え入れる体制が出

来ておらず、さらに当市の農業従事者や地元住民の理解を得ることも必要であり、まず市全体の

意識を変えていくことが先決であろう。 

   その先に、曽於市のように官民協働による地域資源を活かした取組によって過疎や農業の後継

者不足に歯止めをかけることが出来るのではないかと強く感じた。 

   最後に、４日間の研修を通して本曽於市だけでなく、各部門での先進事例を研修させていただ

き大変勉強になり、今後益々赤平市の発展のために尽力していこうと強く思ったところである。 

   研修を企画していただい関下事務局次長をはじめ、北海道市町村振興協会の皆様や各市町村の

皆様には大変お世話になり、この場を借りてお礼申し上げます。本当にありがとうございました。 

 

    (2)(2)(2)(2)    厚真町厚真町厚真町厚真町    佐藤佐藤佐藤佐藤    大輔大輔大輔大輔    

   厚真町においても、稲作を中心とした農業が基幹産業となっており、道内有数の良質米生産地

として発展してきたが、現在は農業情勢の変化に伴い畑作物・野菜・畜産等との稲作複合経営が

営まれている。農業を取り巻く環境としては、曽於市と同様に農家戸数は年々減少を続けており、

高齢化や労働力不足等による生産体制の脆弱化や農村活力全体の低下が懸念される状況にある。 

   これらに対応するため、農業後継者育成対策事業として、総務省の地域おこし協力隊制度を活

用し、農業支援員として都市部から人材を誘致している。農業支援員は３年の活動期間中で労働

力が不足する農家の農作業に従事するなかで技術を習得し、地域における活動を通じて地域に溶

け込むことで就農へとつなげる流れであるが、農業支援員としての活動期間終了後における就農

について、実際に農地や住宅を取得し経営を開始すること、出口の確保が課題となっている。 

   これらのことから、厚真町においては、新規就農者のための農地を取得・保有する組織として

の農業公社等の設立や研修農場の設置の検討を進めるなかで、曽於市の職業訓練に特化した取組

は大変勉強になる事例であった。 

   研修前は「たからべ森の学校」における６カ月の職業訓練期間で農作業の技術を習得して就農



が可能なのかと疑問であったが、そもそも新規就農を目指すための訓練ではなく、就職を目指す

ものであった。しかしカリキュラムや実習内容は、講師の農業者により、実践的で効率化が図ら

れた充実したものであり、短期間での一定程度の農作業技術習得ができるとのことであった。 

   また、公共職業訓練であることから雇用保険の受給資格を有する者を訓練生として受け入れて

おり、訓練期間中は雇用保険を受給しているため、生活に不安をかかえることはなく技術習得が

できる体制が整っている点については大変感服した。 

   曽於市における農業体験による移住・定住促進の取組や農業からの職業訓練は、短期間で知名

度や成果を上げている。これは行政が主導するものではなく、民間が主体的に事業を展開してい

ることによるものであり、特にＷｅｂ制作を主たる業務としている会社による効果的でスピード

感をもったＰＲや各種メディアの活用によるものであると感じた。 

   農業分野においても、インターネットやＳＮＳ等の活用によるこれらの取組が今後も新規就農

者を呼び込む効果をもたらすのではないかと考える。 

 

    (3)(3)(3)(3)    東神楽東神楽東神楽東神楽町町町町    高橋高橋高橋高橋    弘昭弘昭弘昭弘昭        

   全国的に人口減少や少子高齢化が進み、その対策として移住・定住の促進や子育て支援（医療

費助成や出産祝い金など）・新規就農者支援などに力を入れている自治体が増えてきています。 

   今回レポートを担当させていただいた鹿児島県の曽於市は、それらの支援事業に先進的に取り

組んでいて、それらが一過性のもの（点）で終わるのではなく、点から線へ昇華させ、その線を

切らすことなく継続していることが素晴らしいと感じました。 

   一方、東神楽町は北海道第２の都市である旭川市に隣接しており、旭川空港が立地しているた

め本州からのアクセスが容易なまちであるとともに、旭川市のベッドタウンとして大きく発展し、

現在の人口は１０,０００人を超え、道内屈指の人口増加率を誇っている全国でも珍しい町であり

ます。 

   人口が増加するにあたり、町の支援制度も充実しているものと思っていたのですが、未就学児

や未成年及び高齢者への支援事業は充実しているのに、２０歳～６５歳未満のいわゆる中間層へ

の支援事業が少ないのが分かり、驚きました。また、特産品や観光地・新規就農及び就業者支援

に関して見ても、町はあまり力を入れていないように思えました。 

   したがって、今回の研修先の取組を参考にし、町内はもとより、道内・道外にもっともっと積

極的にアピールしていく必要性があると考えます。 

   今後は、さまざまな場面において事業等を開催するときには、参加者の心理を捉え、費用対効

果を考え、更に斬新なアイデアが思わぬ結果を生むことを念頭においた上で、企画立案すること

が大事であり、住民のまちづくりなどに関する高い意識が必要だと感じました。 

 

    (4)(4)(4)(4)    士幌町士幌町士幌町士幌町    若原若原若原若原        裕裕裕裕    

   今回研修地である曽於市にだけではなく、少子高齢化・過疎化・農業者の後継者不足、耕作放

棄地や遊休農地の増加が続き、担い手農家の確保と経営安定化対策が課題となっている市町村は

全国に数多くあると思う。 

   その中で市が行っている定住促進住宅地分譲事業・新規就農者支援事業・商工業新規就農者支

援対策事業・出産祝金支給事業・子ども医療費助成事業・保育料等の保護者負担軽減事業と数多

くの事業の成果で、人口が減少傾向であり、特に０歳から６４歳までの年少人口及び生産年齢人

口が減少（鹿児島県内で１位）しているのが効果の現れだと思いました。 

   士幌町については、同じような事業を行っているがここまで人口減少に歯止めがかかっていな

い。移住応援プロジェクトの移住体験メニューの２泊３日の「プチ旅行コース」、６泊７日の「シ

ョートステイコース」、近隣の空き家を利用して１カ月間にわたり農業や生活体験を行う「ロング

ステイ」と多様な設定があるのに我が町も参考にしたいと感じました。 



   また、市と企業が一体となって廃校となった中学校跡地を利用し職業訓練施設として開設した

「たからべ森の学校」では、全国でも珍しい農業とパソンコンを同時に学ぶことができるという

発想に驚きました。栽培実習風景も現地で実際に見学できたので、より分かりやすい研修でした。

成果についても１０数人が地域での就農を実現しており、成果を上げていることに感銘を覚えま

した。わが町においてもこの年度末に小学校が１校廃校になることが決まっておりこのような利

用方法があることを関係部署に報告したいと思います。 

   多くの農業が基幹産業である自治体が少子高齢化や過疎化に歯止めをかけるために、農業以外

においても、様々な施策を行っていますが、今回研修させていただいた曽於市の取組は先進的で

あり、今後自治体の維持・発展のために何が必要なのか、今回の研修先の担当者等から話を伺い、

我が町における今後の地域の維持・産業の発展のための取組に対して参考にしたいと思います。

とても有意義な研修と感じています。 

 

    (5)(5)(5)(5)    芽室町芽室町芽室町芽室町    横横横横山山山山    裕介裕介裕介裕介    

   曽於市役所の担当者や、「たからべ森の学校」委託業者である㈲サイバーウェーブの方からの説

明を聞き、感じたことは、関わっている人全員がしっかりとした目的意識を持ち、将来像を描い

て運営しているということである。委託業者の有限会社サイバーウェーブは、元々ホームページ

制作を行っている企業であったが、曽於市のＨＰを作成したことを縁に、農業担い手不足や人口

減少という地域の実情を把握し、長年愛された中学校の校舎を残したいという市の思いに賛同し、

全国的にも珍しい農業とパソコンを同時に学べる職業訓練校の開校に至った。行政と民間の協働

を推進しているわが町にとっても非常に参考になるケースであると感じた。 

   移住者、定住者にとっての最大の懸案事項は仕事であると思う。いくらその地域を気に入って

住みたいと感じても、職がなければ住み続けていくことはできない。行政が運営し、ハローワー

クに登録している求職者を対象としている国の職業訓練施設である「たからべ森の学校」は、移

住者と定住者の不安と障害を取り除いてくれる施設であり、好評であることは納得である。 

   わが町芽室町も農業を基幹産業としており、農業研修者施設や農村ホームステイ等の事業を行

っているが、仕事を移住、定住に結び付ける良いヒントとなった。 

   説明を受けた後、施設を案内していただいたが、学校跡地を活用した施設という点もメリット

が多いと感じた。また、施設を活用した婚活事業については、学校という他には滅多にない舞台

設定が参加希望者の多い点であると思う。ホームページ制作会社ということで、ホームページに

よる周知やその他ＩＴを活用した周知方法も伝わりやすく興味を引く造りとなっていて、参考に

したい部分が多かった。 

   曽於市を含め、今回の研修で訪れた地域の人々は、誰もが熱意があると感じた。行政主導では

なく、委託業者、団体、地域住民が一緒になって推進していて、一緒にまちづくりをしていくと

いう強い思いや意識の高さを感じた。今回の研修で学んだたくさんのことをこれからの業務に活

かせるよう精進していきたい。 

    

    (6)(6)(6)(6)    池田町池田町池田町池田町    市原市原市原市原    知幸知幸知幸知幸    

   近年、「移住を検討している人にどれだけアピールできるか」といった観点で様々な移住対策が

各自治体で講じられていますが、優れた取組を行ってもそのことを伝えられなければ、空回りす

るだけで終わってしまいます。曽於市は移住対策の施策が充実しているだけでなく、ホームペー

ジの作成・運用からイベントの企画・宣伝に至るまで徹底して民間の力を活用しながら、情報発

信にかなりの力を注いでいるところが、他の自治体と異なる点です。 

   曽於市が関わるホームページは全般的に高いレベルにありますが、各課・係から出している通

常の行政情報についても分かりやすい情報発信となるよう、その構成や内容といった細部までサ

イバーウェーブがアドバイスしているとのことで、こうした点からも情報発信に対する並々なら



ぬこだわりが感じられます。 

   同社のような民間企業の存在やコスト面の問題などもあり、どの自治体でも真似できるのもの

ではないかもしれませんが、民間の力を巧みに活用した曽於市の取組は各自治体の手本となるも

のと言えます。移住・定住対策を進めるためには「施策」と「情報発信」の両方が揃わなければ

ならないということを曽於市の事例で強く感じさせられました。 

  

                             

 
研修風景①研修風景①研修風景①研修風景①    「たからべ森の学校」における座学「たからべ森の学校」における座学「たからべ森の学校」における座学「たからべ森の学校」における座学    

                             

 
研修風景②研修風景②研修風景②研修風景②    「たからべ「たからべ「たからべ「たからべ森森森森の学校」での集合写真の学校」での集合写真の学校」での集合写真の学校」での集合写真    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    研修研修研修研修４４４４        
 

 

公民館活動を中心とする地域コミュニティの活性化公民館活動を中心とする地域コミュニティの活性化公民館活動を中心とする地域コミュニティの活性化公民館活動を中心とする地域コミュニティの活性化    

――――鹿児島県垂水市鹿児島県垂水市鹿児島県垂水市鹿児島県垂水市の事例の事例の事例の事例からからからから――――    

 

草嶋 雄一 岩内町教育委員会教育課主事 

平村 三司 平取町保健福祉課介護保険係長 

松本 宗平 鷹栖町総務企画課企画広報係長 

畑山 智史 厚岸町税財政課財政係主任 

伊藤 達倫 北海道市長会事務局主査（江別市派遣） 

 

 

 

１１１１    垂水市垂水市垂水市垂水市大野地区大野地区大野地区大野地区の概要についての概要についての概要についての概要について    

  垂水市は人口平成２７年１０月１日現在１６,０７１人（７,８６１世帯）で、大隈半島の北西部、

鹿児島湾に面するほぼ中央に位置し、県都鹿児島市と大隈半島を結ぶ海上陸上の要所として知られ、

北に霧島市（旧姶良郡福山町）、西に鹿児島市桜島、東は高隈連山を境として鹿屋市に接し、面積は

約１６２.０３平方キロメートルである。 

  今回の研修先である大野地区（大野原、垂桜、駒ヶ丘）は、垂水市の北東山間部に位置し、人口

１２３人、世帯数７５世帯、高齢化率４８.０％の少子高齢化が進む小さな地区であり、平成３２年

までに人口８３人、世帯数４６世帯まで減少すると予想されていた地区である。 

 

２２２２    垂水市及び大野地区の地域活性化の取組について垂水市及び大野地区の地域活性化の取組について垂水市及び大野地区の地域活性化の取組について垂水市及び大野地区の地域活性化の取組について    

    (1)(1)(1)(1)    総合計画基本構想における位置付け総合計画基本構想における位置付け総合計画基本構想における位置付け総合計画基本構想における位置付け    

            垂水市では、少子高齢化が進む集落の維持や地域コミュニティを存続させていくため、第４次

垂水市総合計画基本構想で、「地域拠点地区において、地域づくりの考え方や地域の将来像を盛り

込んだ地域振興計画を定めて、地域の特性を生かしたまちづくりを地域住民の手で進めて行く」

旨を定め、基本構想を着実に遂行するため、すべての地域拠点地区において一斉に地域振興計画

づくりを進めて行くのではなく、モデルとなる地区を選び、モデル計画を最初にひとつ作ること

とした。 

    (2)(2)(2)(2)    大野地区大野地区大野地区大野地区における地域振興計画の策定における地域振興計画の策定における地域振興計画の策定における地域振興計画の策定    

   垂水市内には大野地区を含め、地区ごとに９か所の公民館があり、その区域を地域振興計画の

策定を進めていく地域拠点地区とし、モデルとなる地区として大野地区が選ばれた。 

   モデルとなった大野地区では「なぜ計画つくらなければならないのか？」といった疑問や批判

もあったようだが、いざ協議を始めると密度の濃い議論が展開され、地域振興計画「大野づくり

計画」の柱である「わたしたちは大野の人をふやしたい（住む人・来る人）」という思いを掲げる

ようになるまで、地区住民が検討を重ね、２年７カ月をかけて、平成２２年度に１０年間を計画

期間とする「大野づくり計画（初版）」を策定した。 

   「大野づくり計画」では、実現可能なこと・実現することが難しいこと等を整理して、実現可

能なことは「いつまでにやるのか？」「誰がやるのか？」といった、住民誰もが分かりやすく、行

動しやすい内容で、地域、団体、行政等の役割を細かく記載した。（平成２７年３月改訂） 



大野地区の地域振興計画に基づく大野地区の地域振興計画に基づく大野地区の地域振興計画に基づく大野地区の地域振興計画に基づく主な取組主な取組主な取組主な取組    

こうありたいこうありたいこうありたいこうありたい    何をする何をする何をする何をする    

ずっと安心高齢者にやさしい大野でありたいずっと安心高齢者にやさしい大野でありたいずっと安心高齢者にやさしい大野でありたいずっと安心高齢者にやさしい大野でありたい    いきいきサロン、乗合タクシーいきいきサロン、乗合タクシーいきいきサロン、乗合タクシーいきいきサロン、乗合タクシー    等等等等    

地域内にある組織の相互連携と体験づくりで交地域内にある組織の相互連携と体験づくりで交地域内にある組織の相互連携と体験づくりで交地域内にある組織の相互連携と体験づくりで交

流を広げたい流を広げたい流を広げたい流を広げたい    

大野原（うのばい）いきいき祭り、自然学校活用、大野原（うのばい）いきいき祭り、自然学校活用、大野原（うのばい）いきいき祭り、自然学校活用、大野原（うのばい）いきいき祭り、自然学校活用、

郷土芸能（棒踊り）振興、地区公民館整備郷土芸能（棒踊り）振興、地区公民館整備郷土芸能（棒踊り）振興、地区公民館整備郷土芸能（棒踊り）振興、地区公民館整備    等等等等    

高峠公園、垂桜の景観、演習林の資源を活かし高峠公園、垂桜の景観、演習林の資源を活かし高峠公園、垂桜の景観、演習林の資源を活かし高峠公園、垂桜の景観、演習林の資源を活かし

て、大野の魅力をもっとアピールしたいて、大野の魅力をもっとアピールしたいて、大野の魅力をもっとアピールしたいて、大野の魅力をもっとアピールしたい    
登山やトレッキング体験、演習林の魅力向上登山やトレッキング体験、演習林の魅力向上登山やトレッキング体験、演習林の魅力向上登山やトレッキング体験、演習林の魅力向上    等等等等    

「うのばいブランド」を確立し、消費者のここ「うのばいブランド」を確立し、消費者のここ「うのばいブランド」を確立し、消費者のここ「うのばいブランド」を確立し、消費者のここ

ろをつかみたいろをつかみたいろをつかみたいろをつかみたい    

商品開発とブランドづくり、特産品の販路開拓と拡商品開発とブランドづくり、特産品の販路開拓と拡商品開発とブランドづくり、特産品の販路開拓と拡商品開発とブランドづくり、特産品の販路開拓と拡

大（つらさげ芋、茶等）大（つらさげ芋、茶等）大（つらさげ芋、茶等）大（つらさげ芋、茶等）    等等等等    

大野に人を呼び込むため、よりよい生活環境を大野に人を呼び込むため、よりよい生活環境を大野に人を呼び込むため、よりよい生活環境を大野に人を呼び込むため、よりよい生活環境を

つくりたいつくりたいつくりたいつくりたい    

空き家対策（住宅改修、シェアハウス、ライダーハ空き家対策（住宅改修、シェアハウス、ライダーハ空き家対策（住宅改修、シェアハウス、ライダーハ空き家対策（住宅改修、シェアハウス、ライダーハ

ウス）、ボーリングによる新たな水源確保、計画的ウス）、ボーリングによる新たな水源確保、計画的ウス）、ボーリングによる新たな水源確保、計画的ウス）、ボーリングによる新たな水源確保、計画的

な集落内の環境整備、奉仕作業な集落内の環境整備、奉仕作業な集落内の環境整備、奉仕作業な集落内の環境整備、奉仕作業    等等等等    

おおの新時代！持続可能な地域であるために、おおの新時代！持続可能な地域であるために、おおの新時代！持続可能な地域であるために、おおの新時代！持続可能な地域であるために、

みんなで挑戦を続けたいみんなで挑戦を続けたいみんなで挑戦を続けたいみんなで挑戦を続けたい    

淡水魚の養殖に挑戦、子どもを増やし小中学校の再淡水魚の養殖に挑戦、子どもを増やし小中学校の再淡水魚の養殖に挑戦、子どもを増やし小中学校の再淡水魚の養殖に挑戦、子どもを増やし小中学校の再

開開開開    等等等等    

 

 

    (3)(3)(3)(3)    垂水市による支援施策垂水市による支援施策垂水市による支援施策垂水市による支援施策    

   垂水市では、地域振興計画の策定している地区の活動支援として、まちづくり交付金（ハード

７０万、ソフト３０万）を交付している。 

   なお、大野地区は平成２７年度過疎地域自立活性化優良事例表彰など、複数の表彰を受けてお

り、他地区においても地域振興計画の策定に着手しており、市内全域へと拡大している。 
 
３３３３    地場産品の開発と交流人口の増加について地場産品の開発と交流人口の増加について地場産品の開発と交流人口の増加について地場産品の開発と交流人口の増加について    

    (1)(1)(1)(1)    大野地区公民館大野地区公民館大野地区公民館大野地区公民館を中心とする取組を中心とする取組を中心とする取組を中心とする取組    

            計画策定を通じて地域住民自らが、地域が抱える課題解決に立ち向かったこともあり、住民

自らが行動し、計画策定主体としての意識が自治意識の向上につながり、計画に基づき、「定住

促進対策」「大野原（うのばい）いきいき祭り」「鹿児島大学学生との交流、ＮＰＯ法人の設立」

「地区青年部の活躍」」のほか、垂水市の新任教員の研修受け入れ（教職員フレッシュ研修）や

子どもたちとの交流（事前出前授業）、ＪＩＣＡ

（国際協力機構）が行う海外青年研修の受け入

れなども行っている。 

   平成２５年度には総務省の「過疎集落等自立

再生緊急対策事業」により「大野原（うのば

い）のブランド化」「うのばいの魅力発信」「う

のばいの安心創造」により生産・生活機能の強

化や更なる地域活性化を図った結果、地域住

民、特に高齢者がこれからも元気で生き生きと

暮らしていくことができる地域づくりを推進し

ていた。 

 

    

        うのばいのブランド化…うのばいのブランド化…うのばいのブランド化…うのばいのブランド化…    ・特産品「つらさげ芋」の商標登録・特産品「つらさげ芋」の商標登録・特産品「つらさげ芋」の商標登録・特産品「つらさげ芋」の商標登録    

                                                        ・より高品質なサツマイモ生産のための土壌改良調査・より高品質なサツマイモ生産のための土壌改良調査・より高品質なサツマイモ生産のための土壌改良調査・より高品質なサツマイモ生産のための土壌改良調査    

                                                        ・つらさげ芋を用いたプリンなどの加工品開発・つらさげ芋を用いたプリンなどの加工品開発・つらさげ芋を用いたプリンなどの加工品開発・つらさげ芋を用いたプリンなどの加工品開発    

                                                        ・つらさげ芋生産・貯蔵施設の建設・つらさげ芋生産・貯蔵施設の建設・つらさげ芋生産・貯蔵施設の建設・つらさげ芋生産・貯蔵施設の建設    

                                                        ・・・・（３０トンのつらさげ芋を地区共同管理）（３０トンのつらさげ芋を地区共同管理）（３０トンのつらさげ芋を地区共同管理）（３０トンのつらさげ芋を地区共同管理）    

        うのばいの魅力発信うのばいの魅力発信うのばいの魅力発信うのばいの魅力発信    …………    ・地区ＨＰの開設（大野地区の魅力を全国に発信）・地区ＨＰの開設（大野地区の魅力を全国に発信）・地区ＨＰの開設（大野地区の魅力を全国に発信）・地区ＨＰの開設（大野地区の魅力を全国に発信）    

                                                        ・大野原いきいき祭りのＰＲ・大野原いきいき祭りのＰＲ・大野原いきいき祭りのＰＲ・大野原いきいき祭りのＰＲ    

                                                        ・高齢者サロンの開催（高齢者の憩いの場の創出）・高齢者サロンの開催（高齢者の憩いの場の創出）・高齢者サロンの開催（高齢者の憩いの場の創出）・高齢者サロンの開催（高齢者の憩いの場の創出）    

        うのばいの安心創造うのばいの安心創造うのばいの安心創造うのばいの安心創造    …………    ・生活用水安定供給のための水道施設整備・生活用水安定供給のための水道施設整備・生活用水安定供給のための水道施設整備・生活用水安定供給のための水道施設整備    

                                                        ・集・集・集・集落奉仕作業による集落墓地参道整備落奉仕作業による集落墓地参道整備落奉仕作業による集落墓地参道整備落奉仕作業による集落墓地参道整備    

    

    

「「「「つらさげ芋」つらさげ芋」つらさげ芋」つらさげ芋」をををを紹介する前田公民館紹介する前田公民館紹介する前田公民館紹介する前田公民館長長長長    



   なお、平成２２年度以降、毎年１２月に開催している「大野原いきいき祭り」は、鹿児島大学

学生や県立垂水高校の生徒等の協力を得て運営しており、応援初回来場者８００人（売上約５

０万円）に対し、平成２６年度は来場者１,５００人（売上約１５０万円）まで伸び、市内外か

らの来場者が殺到したことによる会場までの道路が大渋滞となる問題も発生している。 
 
４４４４    地域担当職員制度について地域担当職員制度について地域担当職員制度について地域担当職員制度について    

  垂水市は、平成２０年度に「地域担当職員制度」を導入した。地域担当職員制度は、市が住民自

治の確立と住民自治のニーズを把握するために、公民館単位で地域を区切り、職員が通常の業 

務とは別に「地域の担当者」として行政の立場から地域に関わる制度である。 

  小学校区ごとに９地区（ただし中央地区は７区に細分割する）に分けてそれぞれに職員を配置。

明るく住みよい地域づくりは、地域住民の主体的な参加と協働が不可欠であることから、職員も積

極的に地域活動に参加、協力するために全職員を対象にボランティアとして地域担当職員を配置し

ている。 

  職員は年に一度、進捗状況を確認する程度で、主体的な取組はしておらず、地域住民が主体的に

取り組んでいることへのサポートが主であり、地域が主体的・自主的に活動を展開するための補助

役に徹している。 

  地域からの活動要請に基づき、地域担当職員が地域をサポートするため、地域の運営及び活動へ

の参加や支援、地域の方と共に地域課題についての話し合いや地域振興計画策定作業の支援等を行

っている。 

 

５５５５    垂水市垂水市垂水市垂水市での研修を通じて—での研修を通じて—での研修を通じて—での研修を通じて—    ４班４班４班４班としてのとしてのとしてのとしての感想感想感想感想    ————    

 (1)(1)(1)(1)    垂水市（大野地区）の公民館活動を中心とする地域コミュニティの活性化について垂水市（大野地区）の公民館活動を中心とする地域コミュニティの活性化について垂水市（大野地区）の公民館活動を中心とする地域コミュニティの活性化について垂水市（大野地区）の公民館活動を中心とする地域コミュニティの活性化について    

   全国的に少子高齢化社会が進む中、集落の維持や地域コミュニティを存続させていくため、垂

水市が進めている地域振興計画「大野づくり計画」は、行政の型にはまった計画ではなく、地域

住民すべての人が主役であり、それぞれが役割を持ちその目標に向かって取り組んでいるため地

域が活性化されているのだと感じました。 

   垂水市の大野地区における研修では、人口減少問題、高齢化、担い手不足等、行政が抱えてい

る問題ではなく、その地域に住んでいる人が一番切実に抱えている問題であり、地域住民自らが

話し合っていくことが一番大切であり、「行政の型にはまったやり方では地域は動かない」との大

野地区公民館館長の言葉がすべてを物語っていたと思います。 

   行政の役割として、地域の主役は地域住民であり、その地域住民をサポートすることに徹する

ことが重要で、行政ができることとできないことを地域としっかり協議していくことが地域の活

性化につながっていくのだと学びました。 

   その中で地域の無い物ねだりではなく、いまある地域資源を有効活用していくために、大野地

区が地域のブランド化に用いた先人の方々が子ども

たちのおやつなどとしてサツマイモを軒先につるし

大野原の寒風にさらしながら甘さを引き出す「つらさ

げ芋」のようにその地域では普通のことがその地域の

特色であり、埋もれている魅力で、これだというもの

がある地域でなければならないのではなく、いまある

当たり前を大切にすることが地域を大切にすること

につながり、その当たり前を外に配信していくことが

地域を活性化させ、当たり前が未来に変わるのだと

学びました。 

 

 

 

 

大野大野大野大野地区に整備されたサツマイモの地下地区に整備されたサツマイモの地下地区に整備されたサツマイモの地下地区に整備されたサツマイモの地下保管保管保管保管庫庫庫庫    



    (2)(2)(2)(2)    平成２７年度市町村職員道外先進事例研修について平成２７年度市町村職員道外先進事例研修について平成２７年度市町村職員道外先進事例研修について平成２７年度市町村職員道外先進事例研修についての感想の感想の感想の感想    

   今回、垂水市のほかに２市、１町での研修を通じて感じたことは、自治体によりそれぞれ違う

部分はありますが、行政の枠にとらわれない発想をいかに行政に取り入れていくかが重要であり、

自分たちの自治体でも実現することができる可能性は十分にあると感じました。 

   研修先の宮崎県小林市「てなんど小林プロジェクト」、宮崎県高原町の「農事組合法人はなど

う」、鹿児島県曽於市の「職業訓練施設たからべ森の学校」、そして、鹿児島県垂水市の「地域振

興計画大野づくり計画」などの取組を行うために、行政主導で新たに何かを整備していたわけで

はなく「いまあるもの」「いままであったもの」を見つめ直し、今居る人たち、今まで居た人たち

を結び付け、さまざまな意見を出してもらう体制を整備し、どんな意見が出てきても真剣に向き

合う姿勢を示すことで信頼関係を築いていって、強力なリーダーシップを発揮してくれる地域住

民の方たちとともに取り組んでいたと感じました。 

   このような考え方を地域も部署も違いますが第４班班員一同、今後の業務に役立て、研修で学

んだことを活かしていきたいと考えています。 

 

                             

 
研修風景研修風景研修風景研修風景①①①①    大野地区大野地区大野地区大野地区公民館別館での座学の様子公民館別館での座学の様子公民館別館での座学の様子公民館別館での座学の様子    

 

 

研修風景研修風景研修風景研修風景②②②②    「「「「つらさげ芋」の乾燥施設と農機具の保管庫つらさげ芋」の乾燥施設と農機具の保管庫つらさげ芋」の乾燥施設と農機具の保管庫つらさげ芋」の乾燥施設と農機具の保管庫    

    

    


