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甲府市議会「創政こうふ」行政視察報告書 

 

① 実施日時 

平成２９年７月４日（火） ～ ７月６日（木） 

② 視察先・視察内容 

鹿児島県奄美市 

「奄美大島への旅行支援事業について」 

「中心市街地の活性化について」 

「フリーランスが働きやすい島化計画について」 

   鹿児島県南九州市 

      「平和教育について」 

   鹿児島県鹿児島市 

      「明治維新１５０年について」 

③ 参加者 

「創政こうふ」７名 

（桜井正富、金丸三郎、清水仁、天野一、小沢宏至、望月大輔、向山憲稔） 

 

④ 視察報告 

（１） 鹿児島県奄美市 

「奄美大島への旅行支援事業について」（報告者：小沢宏至） 

実施日時 ７月４日（火） 

対応者 

奄美市商工観光部紬観光課観光政策係 主幹兼係長  盛 功一 様 

奄美市商工観光部紬観光課観光政策係 主事補  高槻 真由美 様 

〒894-0026 鹿児島県奄美市名瀬港町 13-1 

TEL 0997-52-1148 FAX 0997-52-1364 

E-mail kanko@city.amami.lg.jp 

※ 担当者が説明に入る前に竹山耕平・奄美市議会議長から、奄美市の現況などについて挨拶が

あった。また、視察後には朝山毅・奄美市長が会場を訪れ、歓迎の挨拶があった。 

 

奄美市の概況 

（奄美市制施行 平成18年3月20日 名瀬市、住用村、笠利町が合併） 

  面積：308.27k㎡  人口：43,498人  世帯数：23,414世帯 
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施策目的 

奄美大島の知名度を高めて訪れた人々に、奄美の持つ魅力を感じてもらうために 

各種助成制度を設け、観光／交流人口の拡大を目的とした取り組みである。 

 

１）商品造成助成事業 

旅行会社等が企画・造成する旅行商品のうち、行程に含まれるテーマ性・新規性・市場開拓

性が高いものやパンフレットの展開方策など集客宣伝規模・手法等が奄美観光のPRにとって効

果が高いと認められるものに対して助成金を交付する。 

 助成対象 

奄美空港、名瀬港、古仁屋港の利用、または奄美大島内において宿泊すること。 

 助成額及び助成限度額 

10～20人⇒5万円 、 

21人以上⇒5万円＋【（送客人数―20人）×500円】 

 

２）バス等ツアー支援事業 

満喫ツアー実行委員会が認定する団体旅行に対し、バス等ツアーへ助成金を交付する。  

 助成要件 

奄美大島内の貸切バス・タクシーの利用、または1泊以上宿泊する団体であることな

ど。 

 助成対象者：団体又は、旅行会社とする。 

（算定表） 

利用時間 大型バス 中型バス 小型バス ジャンボタクシー 

3時間以上 15時間未満 30,000円 20,000円 10,000円 5,000円 

15時間以上 30時間未満 40,000円 30,000円 20,000円 10,000円 

30時間以上 50,000円 40,000円 30,000円 20,000円 
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（修学旅行の場合） 限度額15万円 

利用時間 大型バス 中型バス 小型バス ジャンボタクシー 

3時間以上 15時間未満 40,000円 30,000円 20,000円 10,000円 

15時間以上 30時間未満 50,000円 40,000円 30,000円 20,000円 

30時間以上 60,000円 50,000円 40,000円 30,000円 

 

３）イベント・コンベンション助成事業 

イベントや大会・会議・協議会・コンクール等の企画を推進するために、コンベンション主催者に

助成金を交付する。 

 助成対象 

参加者の延べ人数が20人泊ある大会で当実行委員会会長が適当と認めたもの。 

 助成額及び助成限度額 

20人泊→8万円 、 

21人泊以上→8万円+【（延宿泊人数-20）×1,000円】 

 

４）学生スポーツ・ゼミ合宿誘致助成事業 

学生のスポーツ・ゼミ合宿に対し、予算の範囲内で主催者に助成金を交付する。 

 助成対象 

参加者の延べ人数が20人泊以上ある合宿で当実行委員会会長が適当と認めたも

の。 

 助成額及び助成限度額 

20人泊→10万円 、 

21人泊以上→10万円+【（延宿泊人数-20）×1,000円】 

 

５）学校研修旅行誘致助成事業 

国内の、学校研修旅行を誘致するため、学校研修旅行主催者に助成金を交付する。 

 助成対象 

参加者の延べ人数が30人泊以上ある合宿で当実行委員会会長が適当と認めたも

の。 
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 助成額及び助成限度額 

30人泊→10万円 、 

31人泊以上→10万円＋【（延宿泊人泊―30）×1,000円】  

 

なお、いずれの助成制度も、奄美市・龍郷町・瀬戸内町・大和村・宇検村の負担金により運営

しており、各市町村の予算の範囲内で支給している。交付決定後においても、各市町村の予算

が限度額に達した場合は、満額支給されない事もあるとのこと。 

 

実績（平成28年度） 

１）商品造成助成事業 

   誘客実績 12,553人  支払実績額 7,471,240円  申請件数 77ツアー 

 

２）バス等ツアー支援事業 

誘客実績 4,696人  支払実績額 6,158,416円  申請件数 88団体 

 

３）イベント・コンベンション助成事業 

誘客実績 3,361人  支払実績額 5,517,248円  利用実績 40団体 

 

４）学生スポーツ・ゼミ合宿誘致助成事業 

誘客実績 4,041人  支払実績額 6,680,864円  利用実績 43団体 

 

５）学校研修旅行誘致助成事業 

誘客実績 96人泊  支払実績額 237,296円  利用実績 ２校 

 

まとめ 

奄美大島入込客数は平成18年から平成22年までは減少傾向であり、平成23年度より本事

業を開始した。平成25年までは平行線であったが、平成26年のバニラエア就航以降は年2万

人強の増加となり平成28年は過去最高の43万1千人を達成した。 

要因としては、やはりLCC航空バニラエア就航、東北や四国などの定期就航便以外からの

FDAチャーター便による旅行商品造成事業とバスツアー支援事業が増加したことが大きいとの

ことであった。また、事業により成果にばらつきがあり、地域特性により今後どの事業に重点を置

くか再検討が必要である。 
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（２） 鹿児島県奄美市 

「中心市街地の活性化について」（報告者：小沢宏至） 

実施日時 ７月５日（水） 

対応者 

奄美市商工観光部商水情報課 課長補佐兼情報政策係長  麻井 庄二 様 

奄美市商工観光部商水情報課 商工振興係長  中村 幸浩 様 

〒894-0026 鹿児島県奄美市名瀬港町 13-1 

TEL 0997-52-1111 FAX 0997-52-1359 

E-mail shosui@city.amami.lg.jp 

 

基本計画の概要 

奄美市は、中心市街地活性化に向けて策定した「奄美市中心市街地活性化基本計画」を平成

29年1月末に内閣府へ認定申請し、平成29年3月24日に計画の認定を受けた。今後はこの基本

計画のもと、中心市街地の活性化を推進する方針。 

  

 計画期間：平成29年4月～平成34年3月 

 計画区域：旧名瀬市街地を中心とした各種都市機能が集積地区（約43ヘクタール） 
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１）中心市街地活性化の取り組みと経緯 

平成11年度 旧中活法に基づく名瀬市中心市街地活性化基本計画の策定 

平成18年度 法律改正に伴い計画見直しに着手（～平成22年度） 

平成27年度～28年度 中心市街地活性化基本計画の認定に向けた作業 

平成29年3月24日認定 

２）これまでの主な実施事業（～平成28年度） 

① まちなか観光交流拠点施設（AiAiひろば）の整備 

② 出店支援事業・リフォーム補助事業（平成26年度～28年度） 

③ 商業集客拠点施設立地促進事業 

④ 各種集客イベントの開催【商店街夏まつり・秋まつりなど】 

 

奄美市における現状と課題 

１）郊外の大規模小売店舗やインターネット販売の影響により、中心市街地における小売り販売額

と歩行者通行量が低下している。賑わいの場となるためには、商業・飲食業・サービス業とい

った多様な機能の集積化。 

２）入込客数は今後ますます増加が見込まれる観光客を中心市街地へ誘客する対策 

３）多種多様な公共・公益施設が立地するコンパクトシティではあるが、今後建て替えが見込まれ

る施設等の集積化。 

 

奄美市中心市街地活性化基本計画（平成29年3月24日認定） 

中心市街地活性化のテーマ 

「いもーれ・Comeモーレ・ゆてぃもーれ コンパクトシティ「ゆらうまち」の実現」 

計画期間：平成29年4月～平成34年3月 
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基本方針１：賑わいに満ちた活力ある中心市街地の形成 

主な事業 ①中心市街地出店支援事業 ②商業集客拠点施設整備事業 

③各種集客イベントの開催 ④市民交流センター整備事業 

⑤子育て・保健・福祉複合施設整備事業 

 

基本方針２：訪れたくなる中心市街地 

主な事業 ①中心市街地まち歩き事業 ②宿泊施設整備事業 

③大型客船受け入れ事業 ④観光お土産品の開発 

⑤商店街統一音響整備事業 

 

基本方針３：多様な都市機能が集積した魅力的な中心市街地の形成 

主な事業 ①子育て・保健・福祉複合施設整備事業 ②市民交流センター整備事業 

③本庁舎整備事業 ④市民広場整備事業 

⑤AiAiひろば管理運営事業 ⑥各種集客イベントの開催 

 

中心市街地出店支援制度について 

【目的】 中心市街地への多種多様な商業店舗の出店を促進するため、新たに区域内で事業を

行うものに対し、家賃補助を行う。 

【支援内容】 家賃補助 2年間 １/２（限度額：月10万円） 

 

中心市街地リフォーム補助制度について 

【目的】 中心市街地における商業店舗の魅力向上と出店を促進するため、リフォーム費用に対

する支援を行う。 

【支援内容】 補助率 １/２（限度額：５０万円） 

 

所感 

  中心市街地活性化基本計画は、甲府市をはじめ全国の自治体が策定して取り組みを進めている

が、実際に効果に結び付いているとは言えない状況が続いている。離島であり観光地である奄美

市においても、同様に中心市街地活性化については、担当職員の皆さんが課題を感じながら課題

に取り組んでいるように感じた。奄美市では観光客は増加傾向であり、観光客を中心市街地へどう

やって誘客するかが重要。担当職員は「観光客を街中に連れてくるのは大きな課題。観光客を中

心市街地で楽しませる仕組みが必要」と説明した。出店支援制度においては、これまでの実績で

は出店した企業が撤退してしまった例もあり、人材育成の観点から改善が必要でもある。 
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首都圏に近い甲府市と離島である奄美市でも類似の中心市街地活性化策を行っている現状

が分かった。各地域の事情に合った活性化策をどのようにして実現することができるのか。甲府市

の特性を捉えた上で、実効性のある政策が必要であると感じた。 

 

 

（３） 鹿児島県奄美市 

「フリーランスが働きやすい島化計画について」（報告者：向山憲稔） 

実施日時 ７月５日（水） 

対応者 

奄美市商工観光部商水情報課情報政策係（フリーランス支援窓口） 

主査  稲田 一史 様 

〒894-0026 鹿児島県奄美市名瀬港町 13-1 

TEL 0997-52-1111 

E-mail ict@city.amami.lg.jp 

 

≪フリーランスとは≫ 

フリーランスとは、特定の企業や団体、組織に専従しておらず、自らの才覚や技能を提供するこ

とにより社会的に独立した個人事業主もしくは個人企業法人である。 

奄美市では、「企業に属さず働く人、個人事業主。従業員 4 人未満の新規事業者も含む」と定

義している。 

 

≪フリーランスが最も働きやすい島化計画≫ 

奄美市では「情報（ICT）」を活用した仕事機会の創出、移住・定住の促進、子育て世代の在宅

での仕事支援を目的として、平成 27 年度に「フリーランスが最も働きやすい島化計画」を策定。フ

リーランス支援窓口を設置し、ネット環境整備やワーキングスペースの整備などのインフラ整備の

ほか、「フリーランス寺子屋」など人材育成セミナーを実施している。 
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● 理念 

奄美群島成長戦略ビジョンの重点 3 分野のひとつ「情報（ICT）」を活用し、まち・ひと・しごと創生

に資するため、フリーランス、小規模事業者を支援することにより、奄美市における仕事誘致、定

住促進、子育て支援（在宅ワーク支援）につなげることを基本理念とする。 

● 背景 

・ 島は大企業が少ない。 

・ 島の人口が減少している。 

・ 腕のあるエンジニア、職人が少しずつ U ターン、I ターンしてきている。 

・ クラウドソーシングで仕事を発注する人、受注する人が増えている。 

・ 奄美群島の産業振興の柱は「農業」「観光/交流」「情報」の 3分野である。 

● 課題 

・ 島のマーケットは小さく、都会の巨大マーケットまで遠い。 

・ 進学、就職による人口の流失。 

・ フリーランスで収入を得るノウハウや情報不足。 

・ 超高速ブロードバンド（光ファイバー）が整備されていない地域がある（ネット環境が不十分）。 

・ U ターン、I ターン者の住まいの確保が難しい。 

・ 情報通信産業人材育成後の仕事が少ない。 

● 解決 

・ 「フリーランスが最も働きやすい島化計画」を策定。 

・ 島内で活躍できるフリーランスの育成。 

・ 島内フリーランスの支援。 

・ 人を呼び込むための広報・移住支援。 

・ IT環境の整備。 

 

≪アクションプラン≫ 

● 奄美市 

・ 「フリーランスが最も働きやすい島化計画」策定。 

・ クラウドソーシング企業（ライティング、Web 制作、小物制作販売など）との連携による島で

の多様な働き方支援 

・ フリーランス支援のための各種講座開催（人材育成セミナー、税務申告講座） 

・ 奄美市にフリーランス支援窓口を創設 

・ 「奄美フリーランス協会」設立支援 

・ フリーランス体験者の情報発信 

・ 移住支援（空家バンク、住宅支援） 

・ ICTプラザかさりの別館（８号室）をコ・ワーキングスペースとして活用 

・ インターネット環境の整備 
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● 奄美市在住のフリーランス 

・ 任意団体「奄美フリーランス協会」を設立。 

・ フリーランスで報酬を得るノウハウや体験記の発信。 

● 地元運営組織 

・ 市から受託したセミナー、イベントの開催 

・ フリーランス育成業務 

・ 市民への周知・広報 

● ICT活用企業 

・ 奄美市との連携 

・ フリーランスの働き方入門講座開催 

・ クラウドでの受注のしかた講座開催 

・ 奄美市のフリーランスへの仕事紹介 

・ 奄美市の取り組みを広報活動の中で全国へ 

・ インターネットを活用した商品・作品販売講座 

 

≪目標（5年後）≫ 

１、 フリーランスの育成 

奄美市のフリーランスを５年間で 200名育成 

２、 移住支援 

奄美市にフリーランスを５年間で 50名移住実現 

３、 子育てワーカー支援 

子育てをしながら年収 150万円のフリーランス育成 

４、 仕事支援 

年収 300万円のフリーランスの育成 
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【「フリーランスが最も働きやすい島化計画」推進体制】 

 

【情報（ICT）を活用したフリーランス支援（H28）】 
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≪説明担当者との主な質疑応答≫ 

 Ｑ：これまでの実績は？ 

 Ａ：計画を策定後、フリーランス支援のための各種講座を計 85 人が受講した。そのうち、39 人が

収入を得て仕事をしている。 

移住の相談は 2年間で 10数人ほどあった。実際に住んでいるのは 3人ほど。大きな目標を

掲げていて、現在、努力をしている。 

 Ｑ：現在、島内に大手 IT企業は存在するか。 

Ａ：IT企業の拠点は存在しない。 

Ｑ：年収 150万円はどうやって設定したのか？ 

Ａ：島民、県民の平均所得を参考にした。転勤族の奥様たちも対象となる。 

Ｑ：どのようにして都市部の住民に PR しているのか。 

Ａ：連携企業のプレスリリースや報道機関を通じて広報している。 

 

≪まとめ・所感≫ 

中小企業の支援、創業支援、そして企業誘致を中心として、地方都市の産業振興が図られて

いる中で、フリーランスの支援という観点で、産業振興を図っている奄美市の取り組みはとても参

考になった。 

地方での人口減少、少子高齢化が加速している現状で、大企業の誘致による働き口の確保は

難しさをましていると感じる。個々のライフスタイルに合った働き方を提示して、甲府市を選んでもら

えるような環境を整えるべきである。その際に、企業に属さないで働くフリーランスに向けた施策は、

有効策となると思う。離島であり、観光地でもある奄美市は、恵まれた自然環境を生かした施策を

展開している。甲府市は地政学的な特徴を生かしつつ、観光業とも連携をした多様な働き方を提

案していくことも求められている。 

今回の視察で教示いただいた内容を生かして、厳しい社会情勢を乗り越えられるような、新しい

形の産業支援を提案していきたいと思う。 
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≪（1）～（3）参考写真≫ 

 

 

 

（真ん中は朝山毅・奄美市長） 
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（４） 鹿児島県南九州市（報告者：向山憲稔） 

実施日時 ７月 6日（木） 

視察内容 「平和教育について」（知覧特攻平和会館現地視察） 

対応者 

南九州市 知覧特攻平和館 館長  福田 成孝 様 

南九州市 知覧特攻平和館 参事  山口 繁章 様 

〒897-0302 鹿児島県南九州市知覧町郡 17881 

TEL 0993-83-2511 FAX 0993-83-4859 

E-mail heiwakaikan@samba.ocn.ne.jp  

 

≪知覧特攻平和会館について≫ 

知覧は、第二次世界大戦末期に日本陸軍の特攻基地が存在した町。知覧特攻平和会館は、

その当時、人類史上類のない爆装した飛行機もろとも肉弾となり、敵艦に体当たりした陸軍特別攻

撃隊員の遺影や遺品、記録など貴重な資料を展示している。 

当時の惨状を後世に正しく伝え、世界恒久の平和に寄与するために、戦争の悲惨さ、平和、命

の尊さを現代人に教示してくれる施設となっている。 

 

１、知覧特攻平和会館建設に至った経緯や館の目的等について 

（1）目的 

大東亜戦争（太平洋戦争）末期、沖縄戦において人類史上類のない特攻作戦で亡くなった陸

軍特別攻撃隊員の遺品や関係資料を収集・保存・展示し、その記録を後世に残すとともに、その

史実を通して「二度と悲惨な戦争を起こしてはならない」という平和のメッセージを発信し、平和の

大切さ、命の尊さを語り継ぎ、世界平和に寄与することを目的にしている。 

（2）建設の経緯 

日本経済も安定成長期にはいった昭和40年代に、小飛会・特操会など特攻関係者から「特攻

銅像の建立」と「遺品館」建設の声が続出した。全国の特攻関係者や一般有志に募金を呼びかけ

て浄財による建設を計画した。広く募金活動を展開したが、第一次オイルショックに直面し計画が

頓挫。その後、昭和49年に運動公園の休憩施設として過疎債を利用し、「特攻遺品館」を建設し

た。 

・ 鉄筋コンクリート2階建 面積：319.75㎡ 金額：30,028千円 

昭和50年12月 2階増築 面積：128.25㎡ 

昭和55年8月 零戦展示室増築 面積：46.75㎡ 

来館者が多くなり、往時の痛ましく悲しい事実に大きな反響が寄せられた。併せて、展示資料も

多くなり手狭になってきたため、昭和60年～61年度に特別対策事業により場所を移して建設し、

名称も知覧特攻平和会館と改称した。昭和61年12月に仮開館、昭和62年2月に落成した。 

・ 鉄筋コンクリート平屋建 面積：1,607.55㎡ 金額：501,899千円 
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さらに、資料が続々と収集されたため平成元年3月に別館を増築した。 

・ 鉄筋コンクリート平屋建 面積：356.2㎡ 金額：34,544千円 

平和教育の場として訪れる学校が多くなり、平成3年3月視聴覚室を増築した。 

・ 鉄鋼造平屋建 面積：269.50㎡ 金額：57,120千円 

平成8年には、入館者が多くなって出入口が混雑することと収集した資料が多くなり、出入口の

改善と資料室の増築を平成9年2月に行う。 

・ 鉄骨平屋建て 面積：454.51㎡ 金額：209.137千円 

平成15年度には、平和会館屋根等整備のため設計委託を実施する。 

・ 金額：4,725千円 

平成16年度には、平和会館屋根等改修工事と併せ、国のハートビル法に対応した内部改修工

事を実施する。 

・ 金額：119,695千円 

平成17年度には、多様化する修学旅行の案内や行政視察等に対応するため会議室とトイレの

増設工事を実施する。 

・ 面積：137.65㎡ 金額50,547千円 

平成21年度には、収蔵庫を建設する。 

・ 鉄筋コンクリート造中2階 面積：368.19㎡ 金額144,270千円 

平成26、27年度には、飛燕移設に伴う内部改修工事を実施する。飛燕賃貸借解除による撤

去伴う跡地への隼移設後の旧隼展示室改修工事。企画展示室と震洋艇展室に区分、企画展

示室にエアタイト展示ケースを導入する。 

・ 金額：68,850千円 

 

現在の総延べ床面積：3,193.68㎡ 敷地面積：10,298.85㎡ 

 

２、事業内容について 

（1）資料の収集・保存活動 

遺族が世代交代しつつあり、資料の散逸・滅失が予想されるので、資料の収集と保存展示に努

め、特攻の史実を後世に正しく伝えるようにしている。 

（2）教育・普及活動 

館内案内人（男性語り部）5人が、教育旅行、修学旅行、一般団体などに特攻の事実、戦争の

悲惨さ、平和のありがたさ、命の尊さ、家族の絆などについて、説明、案内を行っている。 

※ 平成28年度の教育旅行・修学旅行等の状況 

小学校 263校（10,283人） 

中学校 120校（14,876人） 

高校  108校（15,165人） 

その他 18校（753人） 
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（3）広報活動 

鹿児島中央駅、JR広島駅、東京モノレール浜松町駅などに電照看板広告を出している。また、

雑誌や観光パンフレットに広告を掲載し、旅行会社、バス会社や鉄道会社、ホテル、レンタカー店

などを訪問し、知覧特攻平和会館に来館してもらうことで、命の尊さ、平和の大切さを伝えるように

している。 

（4）平和事業 

「平和へのメッセージfrom知覧スピーチコンテスト」を毎年8月15日に開催している。このコンテ

ストは平成元年に知覧特攻平和会館に届いた女子高生からの手紙がきっかけとなり、平成2年から

「あした いのち かがやけ」をテーマに始まった。 

 

３、収蔵資料等の状況について 

資料数（平成29年3月末現在） 

・ 特攻隊員の遺品 8,103点 

・ 戦時中の資料 4,469点 

・ 書籍、文献（戦後発行） 1,941点 

・ 参考資料 510点 

合計 15,023点 

単一テーマの（沖縄戦における陸軍特別攻撃隊）資料による常設展示および企画展を実施してい

る。資料収集は、陸軍沖縄戦の特別攻撃隊に関するものに重点を置き、対象として実物資料として

いる。遺族が直接持参することもあるが、ほとんどは事前に問い合わせがあり後日送付という形で収

集している。特攻戦死者の兄弟が生存している場合は、遺品などは手元において保管してあるが、

甥姪になると保管に困って相談するケースが多い。 

 

４、館の運営について 

（１）入館数の実績 

ピーク 平成14年度 735,409人 

過去5年 平成24年度 536,253人 

      平成25年度 569,730人 

      平成26年度 531,076人 

      平成27年度 476,746人 

      平成28年度 359,427人 

累 計      18,842,572人 

◆ 入館料 

個人 大人500円 小人300円 

団体 大人400円 小人240円 

団体（30人以上の団体及び修学旅行など一人につき） 
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◆ ミュージアム知覧との共通券 

個人 大人600円 小人400円 

 

（２）職員数と職員の身分について 

 

 

５、展示・解説等 

（１）ありのままの事実の展示と解説について 

 戦争当時の真の姿、遺品、記録を後世に残し、この史実を多くの方に知っていただき、特攻を通し

て戦争のむなしさ、平和の大切さ、ありがたさ、命の尊さを訴え、後世に正しく語り継ぎ、平和を祈念

することが基地のあった住民の責務であろうと、知覧特攻平和会館を建設するとともに、平成20年に

「平和を語り継ぐ都市」を宣言して平和への決意を示している。 

 知覧特攻平和会館での平和学習は、館内案内人（語り部）による講話及び特攻隊員たちの遺書・

手紙などの閲覧を通じ、平和の大切さ、ありがたさ、命の尊さを学習することができる。当時の様子を

知る方を中心に、5人の館内案内人が特攻の歴史背景と特攻隊員の遺書・手紙等の特色について



 

19 

 

約30分間解説をしている。 

 様々な展示方法を使い、本物・真実を展示して当時のありのままを来館者に伝えている。 

（２）展示品の対策と研究者の確保 

資料の大半が紙類です。72年前の用紙は、茶色に変色してきて文字が薄れて段々読みづらくな

っていきてる。そのため、レプリカ作成を年次的に進めており、実物についても長期保存対策を検討し

ている。 

研究者の確保については、当時のことを良く知る年配の館内案内人を中心に、５人の館内案内人

と専門員1人が日々、研究に当たっている。また、学芸員1人が展示品対策に当たっている。 

 

６、その他 

（１）入館者の反応について 

 来館者のほとんどが感動して「彼らの死を無駄にしないためにも、この事実をもっと多くの方に知って

ほしい」などの声が多く寄せられている。 

（２）誘客のための旅行業者との連携について 

 観光施設ではないが、特攻の事実を後世に正しく伝えるという目的のために、どうしても観光業者・

旅行業者との間で観光券契約を行う必要がある。 

（観光券契約319社・現金契約90社） 

≪所感≫ 

2014年に甲府市で開催されたイベントで、初代館長・板津忠正さん（故人）の講演をお聞きしたこ

とがあった。戦後生まれた世代にとっては想像を絶する特攻の真実を赤裸々に話していただいたこと

が強く記憶に残っている。 

特攻隊員は若い人で17歳、現在の高校2年生の年齢だった。当会館に保存されている遺書には

家族への感謝の言葉が並んでいた。時代は過ぎても変わらない親子の絆、家族の絆、そして命の尊

さを感じることができる唯一無二の施設であると思う。 

平和教育といっても様々な手法があるが、当会館が掲げる「ありのままの事実の展示と解説」が、

戦争を知らない世代にとっては一番必要なことではないか。松土茂少尉(山梨市・当時20歳)をはじ

め、山梨県からも6人の特攻隊員が犠牲となった。決して遠い場所であった話ではなく、多くの犠牲の

上に現在の平和があることを忘れてはならない。二度と悲惨な戦争によって犠牲者を出さないために

も、こうした施設を利用した平和教育の充実を図るとともに、甲府空襲など山梨県内であった事実に

もきちんと向き合えるような施設整備、または支援を推し進め、平和教育に努めることの重要性を強

く感じた。 
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≪（４）参考写真≫ 

 

 

 

 

 



 

21 
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（５） 鹿児島県鹿児島市（報告者：望月大輔） 

実施日時 ７月 6日（木） 

視察内容 「明治維新 150年について」 

対応者 

鹿児島市観光交流局明治維新 150年・西郷どん推進室 室長  上堀内 強 様 

鹿児島市観光交流局明治維新 150年・西郷どん推進室 主査  末吉 広海 様 

〒892-8677 鹿児島県鹿児島市山下町 11-1 

TEL 099-803-8670 FAX 099-216-1320 

 

１．鹿児島市の現状 

 人口 ： 平成２５年 ６０７,６０４人のピークから平成２８年 ６０４,９３６人へ減少 

※ 交流人口の拡大を重要視した。 

 入込観光客数 ： 平成２年  ８２１５人（翔ぶが如く） 

平成１６年 ８６９４人（九州新幹線一部開業） 

平成２０年 ９０２１人（篤姫） 

平成２３年 ９５５５人（九州新幹線全線開業） 

宿泊観光客数 ： 平成１４年 約２４０万人 → 平成２７年 約３４１万人 

外国人宿泊観光客数（平成２７年） ： １９万５千人 

※ 福岡市は、２０９万５千人 

  

２．観光の取り組み 

第３期観光未来戦略（平成２９年度～３３年度） 

基本目標＝鹿児島の経済成長のエンジンとなる稼ぐ観光の現実 

数値目標＝入込観光客数 １,０５０万人 

宿泊観光客数  ３８０万人 

外国人宿泊観光客数 ３０万人 

「稼ぐ観光」の考え方 

・ より多くの観光客がより鹿児島を楽しみ満足していただくことを目指し、官民一体となって観

光施策を進める。 

・ 本市観光への期待と、訪れてからの感動は、もう一泊、もう一食、もう一品の消費につなが

り、さらにより質の高い観光を体験していただくことにつながる。 

・ このように観光産業への需要が増える結果、当該分野の雇用の創出や経営革新が期待さ

れ、観光が本市経済を安定的に支える産業の一つとなること、それが「稼ぐ観光」の趣旨。 

 

① 稼ぐ観光のために 

  観光客数×消費単価＝観光消費額を重点的に施策とした。 

  平成３３年までに目標値を設定（※対平成２７年比） 

・ 入込観光客数＝１,０５０万人（※９７万人増） 

・ 宿泊観光客数＝  ３７５万人（※３４万人増） 

・ 外国人宿泊観光客数＝３０万人（※１０万人増） 

・ １人あたり観光消費額＝２３,０００円（※５,０００円） 

・ 再訪の意向＝５０％（※３０．１％） 
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② 第３期子観光未来戦略の体系の中の基本戦略・基本方針 

「新しい魅力づくり」を位置づけの中に 

・・・「ストーリー性のある歴史と文化の魅力の深掘り」を盛り込んだ。 

 

３．明治維新１５０年カウントダウン事業とは、 

① 事業の実施経過 

・ 明治維新とは江戸幕府の体制が崩壊し近代国家掲載の契機となった一連の政治社会の

大変革のことであり、薩摩藩はその原動力となった。 

・ 平成３０年に明治維新１５０周年という大きな節目を迎える。 

・ 明治維新に至る歴史を、ストーリー性をもったＰＲ素材として県内外に情報発信することによ

り、観光振興を始め、地域経済の活性化を図るため、第５次鹿児島市総合計画の目玉事

業の一つとして、本事業を実施した。 

   

② 事業の概要 

・ 明治維新から１５０年の節目にあたる平成３０年に向け、平成２４年度から７年間、その年ご

とに近代日本の礎を築いた鹿児島に関わりが深い出来事を題材とするイベント等を開催し

ている。 

 

③ 事業の目的・推進方針 

（１） 事業の目的 

  ・ 市民の郷土「鹿児島」への誇りと愛着の醸成 

・ 時代を担う青少年の育成 

・ 観光振興をはじめとする地域経済の活性化 

（２）推進施策 

  ・  市民参加体験型イベントの実施 

・ 学校教育を通した学習活動 

・ だれもが、いつでも、どこでも学べる環境の創出 

・ 「維新のふるさと鹿児島市」を県内外で情報発信 

・ 来て、見て、体感「維新のふるさと鹿児島市」 

・ 伝統的工芸品をはじめとする本市特産品のＰＲなど商工業の活性 

・ 幕末の薩摩藩とゆかりのある国内外の都市との交流 

   （３） 事業推進のために 

    ・  おもてなし体制・基盤の構築 

・ 関係機関や民間事業者との連携 

 

   ④ 実施事業概要（平成２９年～平成３０年） 

   （１） 明治維新コレクション 

・・・シンポジウムやバスツアーなど、市民の機運の醸成を図る 

   （２） 薩摩維新ふるさと博 

      ・・・幕末・維新期の薩摩の不インキを肌で感じることができる 

   （３） まちなかおもてなし事業 

      ・・・市内各所に幕末・維新期の衣装を着たおもてなし隊を配置 

   （４） ２０１８大河ドラマ「西郷どん」プロジェクト推進事業 

      ・・・平成２２年に鹿児島県観光誘致促進協議会による誘致活動を開始し、 

平成２８年９月に放送決定 

      ・・・市長、副市長、鹿児島市観光交流局長を先頭に市内の各関係団体を委員に構成し、 

平成２９年３月に大河ドラマ「西郷どん」鹿児島市推進協議会を設立。 

※ 事務局を鹿児島市観光交流局内に設置 
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      ・・・平成３０年１月１３日～平成３１年１月１４日 ※ ３６７日間 

       西郷どん大河ドラマ館を鹿児島市立病院跡地に設置予定 

 

 ⑤主なＰＲ活動 

     （１） 各種媒体や観光キャンペーンを通じ、県内外に情報発信 

     （２） ラッピングバス・ラッピング電車の運行 

 （３） カウントダウンホームページ・ＳＮＳの運営 

     （４） イベント時やホームページの掲載による映像作成 

・・・各年に取り上げる出来事を紹介する映像を毎年作成する。 

（５） メディア等活用宣伝事業 

（６） 本物の旅かごしま誘客拡大キャンペーン事業 

        ・・・県や各団体と連携し、観光キャンペーンを実施するなど、県外からの誘客を図る。 

     （７） ロゴマークの活用 

 

４．まとめ 

平成３０年に明治維新１５０周年を迎える、６年前の平成２４年度から実施事業を行っているの

を考えると、相当な準備と告知や周知する期間が必要と感じた。 

さらには、市民への機運の醸成と市内小中高等学校との連携において郷土の歴史等学習の推

進も行っており、子どもから郷土に対する愛着を確立しており、観光以外でも地元への誇りが持て、

定住への促進にもつながる。 

甲府市としても、周知徹底をはかるために県内外におけるともに市民参加型の事業と誘客のた

めのイベントの展開を早急に実施するべきと考える。さらには、地元への愛着と郷土への誇りにつ

なげるために市内の教育機関での学習の機会を作り、子どもたちへの理解を行っていくべきと考え

る。 

 

≪参考写真≫ 

 

 


