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地方創生事業　成果検証シート

１．事業概要（PLAN）

事業の概要

氷川町農産加工研修センターに、特産品開発・製造に特化した作業スペースを増築するこ
とにより、まちづくり振興会の新商品開発や販路拡大を支援し、しごと創生を図る。

・既存作業スペースとは独立した特産品開発・製造用スペースを増築し、クリーンルームを備
えた加工室と製品の在庫置場とする資材倉庫を整備する。
・農産物の加工設備として、特産品の開発・製造に必要な「攪拌機」や「電解水生成装置」、
食材・原材料を保存するための「プレハブ冷凍庫・冷蔵庫」などのほか、各種調理器具・器
材を整備する。

事業名
豊かな農産物を核とした農業振興と魅力ある雇用創出プロジェクト【事業期間：
Ｈ28～H29年度】

基本目標１：地域の礎となる地域産業が興隆し魅力ある雇用があるまち

【背景】
・氷川町農産加工研修センターは、氷川町の地域資源の有効利用及び付加価値を高める
ための農産物の加工技術の開発・研修の拠点施設として、本町が平成11年に整備したもの
である。

・地域住民の利用に加え、（有）氷川町まちづくり振興会が町の梨、いちご、晩白柚等を加工
した特産品（吉野梨の万能たれ、梨ジュレ、フルーツパイ等）の製造を行っている。

・平成27年12月に策定した「氷川町総合戦略」では、農業従事者の担い手対策はもとより、6
次産業化や農業生産品の産地化、ブランド化、商品開発、販路拡大を推進し、多様な雇用
形態と若者世代から高齢者、女性など様々な立場の方が経済活動へ参画できる環境づくり
を進めることとしている。

・人口ビジョン策定に当たって実施した地元高校生の卒業後の進路希望調査によると、「熊
本県の他の市町村で就職・開業したい」が過半数以上を占めている。若い世代が地域に留
まるためには、基幹産業である農業、商工業といった地域産業が強化され、6次産業化によ
る新たな魅力ある雇用の場の創出が課題である。

・そうした中、町のしごと創生の拠点施設である農産加工研修センターは、まちづくり振興会
が取り組んでいる町の農産物を使った特産品の開発・販売は好調であるが、町民向けの施
設利用とまちづくり振興会による特産品製造の共用施設のため、作業効率が悪い状態であ
り、また、大手スーパー等が求める衛生基準を満たすクリーンルーム等もないため、地元農
産物を使用した特産品の増産、販路拡大に支障をきたしている。

総合戦略での位置付
け 基本目標３：地域の宝を活かした町内外の交流が盛んなまち

【目的】
・農産物の加工技術開発・研修の拠点施設である氷川町農産加工研修センターを増築し、
氷川町まちづくり振興会による地域の農産物を使った特産品開発・製造の取組を支援する
ことによって、生産者の農業所得の向上、担い手の確保はもとより、新たな雇用の創出を目
指す。
・具体的には、町民向けの加工・研修施設とは別に、まちづくり振興会の研究・加工スペース
を増設することで、施設の利用促進及び作業効率の向上を図り、施設利用料や加工品売上
の増収を目指す。また、衛生基準を満たすクリーンルームを設置することで、大手スーパー
との取引の拡大（販路拡大）につなげ、加工品売上の拡大を目指す。

事業の背景・目的
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２．実施状況（DO）

（円）

交付金を充当する経費
内容（H29年度計画）

【特産品開発・製造施設の整備】　　57,600千円（工事費）
・既存の共用作業スペースとは独立した特産品製造用の作業スペースとして、特産品の加
工室（クリーンブース、搬入室、下処理室、加熱加工室、クリーンルーム〔加工室〕112.86
㎡）、製品の在庫置場とする資材倉庫（資材倉庫、搬入作業室20.16㎡）を整備する。
・農産物の品質保持のために温度や湿度の設定管理ができる空調設備、特産品の販路拡
大のため大手スーパー等が求める衛生基準を満たすクリーンルームを設置する。

【施設整備実施設計・監理業務】　　6,551千円
・効果的な施設整備を実施するために必要な実施設計・監理業務委託する。

【加工設備（備品）の整備】　　8,292千円
・地域の農産物を使用した特産品の開発及び製造に必要な加工設備（備品）を整備する。
　（プレハブ冷凍・冷蔵庫、撹拌機、電解水生成装置）

平成29年度実績額 60,528,600

事業実績

【特産品開発・製造施設の整備】　　48,049千円（工事費）
・農産物等の搬入と下処理、製品の加熱加工を行う（搬入室、下処理室、加熱加工室等49
㎡）、衛生的な加工製造及びパッケージ作業等を行うクリーンルーム（加工室、エアーシャ
ワー室等45㎡）、その外にクリーンブース（更衣室前室等18㎡）資材倉庫、商品梱包室を整
備した。
・農産物の品質保持のために温度や湿度の設定管理ができる空調設備、特産品の販路拡
大のため大手スーパー等が求める衛生基準を満たすクリーンルームを設置した。

【施設整備実施設計・監理業務】　　6,356千円
・効果的な施設整備を実施するために必要な実施設計・監理業務委託した。

【加工設備（備品）の整備】　　6,124千円
・地域の農産物を使用した特産品の開発及び製造に必要な加工設備（備品）を整備した。
　（プレハブ冷凍・冷蔵庫、撹拌機、電解水生成装置）
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３．評価（CHECK）

事業開始
前

平成29年
度（事業
終了時）

平成30
年度

平成31
年度

平成32
年度

目標値 9人 14人 15人 15人

実績値 3人 4人

目標値 12,510千円 20,590千円 29,620千円 39,000千円

実績値 11,210千円 8,243千円

目標値 1,990人 2,090人 2,210人 2,350人

実績値 1,930人 1,834人

４．今後の方向性（ACTION）

成果・課題

【成果】
　・平成29年度特産品開発、製造の施設整備と併せて、加工に必要な備品の整備を平成30
年3月に完了した。
　・平成30年度からの加工製造に向け衛生管理運用のため、製造工程管理者として1名新
規雇用（まちづくり振興会）を行った。

【課題】
　今後特産品の開発、製造の施設として地元農産物の利用促進と、雇用創出等につなげた
い。

今後の取組方針

　施設整備によりメーカーからの加工品の取引に関する問い合わせもあり、今後の販路拡大
につなげたい。

ひかわツーリズムクラブ
によるツーリズム事業へ
の参加人数

本事業における重要業
績評価指標

重要業績評価指標
（KPI）

雇用創出数

加工品の売上額（氷川
町まちづくり振興会によ
る売上額）
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地方創生事業　成果検証シート

１．事業概要（PLAN）

事業名 八代圏域ツナガルインターンシップ推進事業【事業期間：Ｈ28～H32年度】

総合戦略での位置
付け

基本目標１：地域の礎となる地域産業が興隆し魅力ある雇用があるまち

基本目標３：地域の宝を活かした町内外の交流が盛んなまち

事業の背景・目的

【背景】
・八代市・氷川町・芦北町は、隣接していることから通勤・通学面でも結びつきが強い地域であり、
定住自立圏形成協定を締結し、圏域全体での定住促進に向けて連携・協力を進めているところで
ある。

・八代市では全国と比して15歳前後の人口流入が多く、周辺市町村からの進学先としての受け皿
となっている一方、18歳～20歳前後での転出が非常に多く、氷川町、芦北町においても若年者の
流出は非常に多い。

・3市町とも若年者の流出は多いが、卒業後の進路に関するアンケートでは、5～6割の学生が各
市町内への定住を希望している。また、氷川町及び芦北町においては、求職者の5割以上は町内
に希望する職種がないと回答している。

・雇用の面では、企業側からは、若年者の雇用環境が年々厳しさを増すことへの不安感が広がっ
ており、将来的な経営の持続性が危ぶまれている状況にある。一方、教育機関からは、市内企業
の情報が学生に伝わらないとの声も聞かれており、企業からの求人が出されているにも関わらず、
若年者にとっては「地元に就職先がない」との印象を与える結果になってしまっている。

・八代圏域でも多くの企業がインターンシップの受入を行っているが、学生にとっては単に就業体
験を行う場所、企業にとっては地域貢献のための取組となっており、両者にとってメリットが非常に
少ない実情となっている。

【目的】
・実践的なインターンシップの取組を通じて学生と企業との接点を作り、企業の魅力を直接的に学
生へ伝える手段・場所をつくることで学生が域内企業を知る機会を創出する。

・企業経営者の経営課題解決にインターンシップを活用し、域内企業の抱える人材不足や経営的
な課題の解消を図る。

・3市町のうち大多数の企業が立地する八代市が主となってインターンの仕組みを構築し、若年者
雇用のダムとなり、、八代圏域内外の学生の域内定着を図るとともに、3市町が連携し、圏域にて
移住定住のための側面支援を実施していくことで、地域の仕事に希望を持ち、圏域で生活してい
きたいという若者を増やすことを目指す。
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２．実施状況（DO）

（円）

事業実績

①移住定住促進事業
大都市圏（東京・大阪）で開催された県主催の移住定住相談会に2回（東京・大阪各1回）参加。氷
川町への移住相談者は東京3名・大阪2名の合計5名であった。相談者が氷川町へ移住した事例
は0件であったが、大阪での相談者1名が相談会後に本町を訪問された。

事業の概要
（H28～H32年度）

※八代市及び芦北町連携事業として実施

○企業と若者との交流拠点整備
・インターンシップ（複数企業訪問型、長期型など）を通じた企業と学生との交流を促進
・学生と企業による新技術・新製品開発等に対するコーディネート（県内大学・高専等との連携）
・UIJターン者の地元就職のための相談窓口を設け、域内企業とのマッチングを支援（地元商工会
議所・商工会等との連携）
・交流拠点を活用した地域内雇用及び創業の促進にかかる支援

○インターンシップの取組を通じて活性化する企業活動・若者の集積を産業振興や定住促進へ
繋げるための側面支援事業
・３市町合同就職フェア
・移住定住促進事業
　（首都圏等で開催される移住定住フェア等への参加、域内の魅力を情報発信等）

交付金を充当する
経費内容（H29年度
計画）

【氷川町実施分】
①移住定住促進事業　　　　　331千円
　大都市圏で開催される移住定住フェア等に積極的に参加し、町の自然環境や産業、子育て環
境に関する取組など、町の魅力を対外的に発信することで、移住定住の促進を図る。

平成29年度実績額 235,939
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３．評価（CHECK）

事業開
始前

平成28
年度

平成29年
度（事業
終了時）

平成30
年度

平成31
年度

平成32
年度

目標値 141人 144人 162人 196人 245人

実績値 141人 140人 143人

目標値 91％ 91％ 92％ 93％ 94％

実績値 91％ 89％ 86％

目標値 0人 53人 164人 308人 485人

実績値 0人 0人 43人

４．今後の方向性（ACTION）

本事業によるインター
ンシップ参加学生数

成果・課題

【成果】
移住相談会では、平成２８年度に作成した町のPR動画を使用し、相談者に対して町のPRをより効
果的に行うことが可能となった。また他自治体の先進的な取り組みについて、相談者や他の参加
市町村から有益な情報を取得することができた。

【課題】
大都市圏での本町の知名度は低く、継続的なPR活動が今後も必須である。また、相談会での相
談者数も天候等の影響もあったこともあり、まだまだ少ない状況であった。また、空き家バンクへ登
録されている物件数が少なく、町営住宅や民間アパートも満室状態であるため、移住希望者に紹
介できる物件がほぼない状況にある。

今後の取組方針

・大都市圏での移住相談会への参加および相談者に対し町の新たな情報を発信し続ける必要が
ある
・お試し住宅の整備および活用を行う
・地域おこし協力隊の導入する
・空き家バンクへ登録物件増につなげるための広報活動を強化する
・ツナガルインターンシップ事業を八代圏域雇用促進センターへ委託し、八代市、芦北町、氷川町
での事業活動によりエリアを拡大し、圏域内の学生を対象とした中長期インターンシップの制度確
立を進めていく
・地元企業の人材不足に対応していくため、インターンシップ等を活用し若者の地元定着など定
住促進の取組を進めていく

本事業における重
要業績評価指標

重要業績評価指標
（KPI）

高校・高専・短大卒業
者等の八代圏域内企
業への就職者数

18歳～22歳の若年者
の八代圏域への定着
率
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地方創生事業　成果検証シート

１．事業概要（PLAN）

事業名 海外クルーズ船寄港を活かした観光・物産プロジェクト【事業期間：Ｈ28～H32年度】

総合戦略での位置
付け

基本目標１：地域の礎となる地域産業が興隆し魅力ある雇用があるまち

基本目標３：地域の宝を活かした町内外の交流が盛んなまち

事業の背景・目的

【背景】
・日本版ＤＭＯに登録された「ＤＭＯやつしろ」は平成２８年４月に設立されたばかりであり、観光地
経営を推進する上で必要な経営ノウハウを持つ人材を継続的に確保することや、自立化に向け
マーケティング等を兼ねて行う人材の育成・確保が課題である。

・また、海外クルーズ船は八代港に寄港するものの、乗船客のツアーバスは免税店を中心としたツ
アー行程となっていることから、乗船客を観光地に誘導したり、体験観光させることが難しく、寄港
効果の取り込みができていないことが課題となっている。

・海外クルーズ船客等を対象としたアンケートを踏まえ、体験型観光や歴史文化及び地域の食な
どの地域資源を磨き上げ、体験・体感してもらうための仕組みづくりが必要である。

・多くの体育施設を有する八代市では、各種スポーツ大会や国内外からの合宿利用客が増加傾
向にあり、観光振興事業とあわせて取り組みを推進し、交流人口の拡大を図っているところであ
る。

・熊本地震に伴う風評被害等により宿泊者数が激減しており、観光産業に影響が出ている。

【目的】
・海外クルーズ船等で訪れる国内外からの観光客をターゲットとして、八代固有の歴史・文化を活
かして、「ＤＭＯやつしろ」を核とする官民協働による観光地づくりを進め、交流人口の拡大と経済
効果発現を目指す。

・加えて、日本一の生産量を誇るトマトや晩白柚、い草等の農産物等の地域特産品のプロモー
ション等に取り組み、消費拡大・流通促進を図り、観光産業及び食関連産業における雇用の創出
と活性化を目指す。
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事業の概要
（H28～H32年度）

※八代市及び芦北町連携事業として実施

【事業内容】（Ｈ28～32年度）
①ＤＭＯやつしろ機能強化事業
　ＤＭＯやつしろを担う専門的人材や後継人材の育成、マーケティング等の基礎調査の実施、観
光ガイドやツアー造成の一役を担うランドオペレーター（旅行中の案内や交通手段の手配を行う
者）等の養成を行う。

②大型クルーズ船等インバウンド事業
　八代城跡周辺や日奈久温泉を中心に、八代ならではの和のまち並み空間整備を行うとともに、
食と農、文化、スポーツ等の様々な分野と連携した体験型観光開発や観光客の周遊性を高める
ための多言語による情報発信等を行う。また、クルーズ船社等へのツアーの提案やツアーに参加
しない乗客・クルーを対象に中心市街地等との交通アクセスの強化を行い、イベントへの参加や
買物・食事等による消費拡大を図る。

③八代市・氷川町・芦北町ブランド事業（シトラスブランディング事業）
　３市町は、柑橘系の栽培が共通し盛んであることから、柑橘系という括りで圏域一体となってプロ
モーションを行っていくことで他地域との差別化を図り、認知度を高め、本地域固有の「歴史」・「文
化」・「自然」・「食」を連携させ、滞在交流型の観光圏を目指す。農林水産省が推進する「食と農の
景勝地」の認定を目指しながら、戦略計画の策定や体験観光の開発を行う。

④フードバレー流通推進事業
　国内の大都市圏や海外での販路開拓と輸出増大、商品開発等推進のため、物産展や展示会、
商談会等への出展、国内外の消費者に八代産農林水産物の安全性とおいしさをアピールする事
業者への支援を行う。また、八代港と姉妹港である基隆市をはじめとする台湾各地において、県
南地域特産品・観光展でのトップセールスを実施し、知名度向上を図り観光客の誘致につなげ
る。

交付金を充当する
経費内容（H29年度
計画）

【氷川町実施分】
○八代市・氷川町・芦北町ブランド事業　（実施主体：シトラス観光圏推進協議会）
　32,000千円（うち氷川町3,306千円）
　3市町が連携したプロモーションや４か所ある道の駅での農業体験や旬の食べ物を提供するな
ど、一年を通した観光サービスの提供とシトラス観光圏としての認知度の向上を目指す。
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２．実施状況（DO）

（円）

事業実績

①八代市・氷川町・芦北町ブランド事業　（実施主体：シトラス観光圏推進協議会）
１．シトラス観光圏戦略プラン策定　「SAVOR　JAPAN：農泊、食文化海外発信地域」申請作業
２．映像制作　中国国営テレビ、台湾民放旅行番組、県内民放番組、福岡県ローカル番組放映
３．プロモーション活動
　・2017台湾高雄観光展5/18～5/22　台湾高雄市
　・くまもと「シトラス観光圏」観光物産展　11/1～11/2　東京都中央区
　・「くまもとカン・カン感謝祭！」観光物産展　11/3～11/5　東京都千代田区
　・大阪エージェント訪問、くまモンファン感謝祭2018inOSAKA　2/9～2/10　大阪市
　・韓国（釜山）エージェント訪問　3/5～3/6　韓国釜山市
４．３市町連携強化
　・八代市　シトラス観光圏知っとらす？　2/18　イオン八代店
　・氷川町　ひかわボタニカルマーケット協賛　3/3　宮原振興局周辺
　・芦北町　道の駅でこぽん開駅１周年イベント協賛　5/27～5/28
５．PR活動　サンプリング配布（福岡市、城彩苑、下通）、メディア露出　タウン情報誌他
６．観光キャンペーン
　・モニターツアー「はじける、爽快地域　シトラススプラッシュツアー」
　・肥薩オレンジ鉄道スイーツコラボ企画
　・スマホゲームアプリ「ケータイ国盗り物語」
　・広報グッズ作成

平成29年度実績額 3,306,000
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３．評価（CHECK）

事業開
始前

平成28
年度

平成29年
度（事業
終了時）

平成30
年度

平成31
年度

平成32
年度

目標値 838,400 1,173,760 1,184,240 1,194,720 1,205,200

実績値 1,048,000 949,483 921,369

目標値 9 117 277 486 685

実績値 11 1 286

目標値 2,154,223 3,015,912 3,042,840 3,069,768 3,096,696

実績値 2,692,779 2,483,280 2,403,035

観光消費額（千円）

【成果】
１．戦略プラン策定
　計画的な事業遂行が可能となった。　圏域住民との意見交換等により連帯感の向上に繋がっ
た。
２．映像制作
　圏域にある魅力的なコンテンツを映像により発信できたことは効果が大きかった。全ての情報発
信に「シトラススプラッシュ」というキャッチコピーを使用することで認知度の向上を図った。中国で
人気のある九州を旅番組で紹介することで圏域の魅力を発信できた。
３．プロモーション活動
・台湾高雄市　　旅游商談会を9社に実施。パンフレット1500部を配布。
・東京都　首都圏での認知度を上げるため柑橘類を中心とした圏域物産の販売とチラシ配布等を
実施。
・大阪市　春～秋のイベント等の紹介として2社訪問。大阪城公園内でパンフレット800セットを配
布。
・韓国釜山市　DMOやつしろと協働で5社を訪問。
４．３市町連携
　各市町の既存イベントで実施。３市町の住民に「シトラス観光圏」にある観光資源を再認識しても
らうことができた。
５．ＰＲ活動
・サンプリング配布　福岡市：2,000セット配布、くまモンによるＰＲ、　熊本市：城彩苑内、下通で300
セット配布、おもてなし武将隊とステージイベント
・メディア関連　タウン情報誌クマモト　9，10，2月号に各1ページ掲載、　九州ウォーカー2017冬号
2ページ掲載
・WEB関連　るるぶトラベル掲載、電子チラシShfoo!利用、フェイスブック等での情報発信

６．観光キャンペーン
・モニターツアー　情報発信力が高い20～40代女性を対象に日帰りで実施。ツアー造成の参考と
なった。
・肥薩オレンジ鉄道　柑橘関連のスイーツを列車内食堂で988個提供、地元食材を使用した商品
は好評であった。
・スマホゲーム　圏域の6か所を巡るゲームを実施。828人が圏域を訪問し、関東圏の人が4割を占
めた。
・広報グッズ作成　PRチラシ6,000部、のぼり旗50本、ステッカー8,000枚、クリアファイル3,000枚、
コースター3,000枚、ポスター100枚を作成、圏域や都市圏でのイベント、エージェント訪問で使用
した。

成果

本事業における重
要業績評価指標

重要業績評価指標
（KPI）

観光客入込客数（人）

外国人観光客数（人）
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４．今後の方向性（ACTION）

【課題】
１．戦略プラン策定　プランに基づいた事業を遂行する。
２．単発番組のため一過性の情報提供になる。SNSや動画サイトとの連携ができれば継続的な情
報提供が可能となる。番組DVDを船内や機内で放映してもらうよう要望していく。
３．プロモーション活動
・台湾大手5社との信頼関係を構築できたので継続したプロモーション活動を行っていく。
・首都圏では3市町の中で八代市の認知度は高いが氷川、芦北町は低い。広域観光圏としての認
知度を高め氷川、芦北の認知度を高める。「シトラス」イメージを定着させるため柑橘類が多く流通
する時期に開催。
・近畿圏からの需要は一定量あることが伺えた。観光素材は多くあるので売り込む時期、ツールの
製作を行うことが必要。
・韓国の旅行社は個人旅行からツアー旅行にシフトしている。ツアーのテーマとなる材料を探して
いるので継続した訪問で情報発信をしていく必要がある。
４．３市町連携
　圏域住民の印象に残るＰＲ活動を行い、圏域の魅力を自ら発信してもらえるような機運を高める
ため年間を通して体験できるプログラム整備や受け入れ体制の検討が必要。
５．PR活動
　福岡市ではくまモン効果で多くの集客ができた。熊本市ではノベルティなどの特典がないとPR効
果が薄い。地域にあったPR活動を行う必要がある。
６．観光キャンペーン
・モニターツアーでは、リアルタイムでSNSでの情報発信をしていたが、情報の公開を「友人のみ」
限定者が多く、情報の拡散が限定されている。SNSでの情報拡散方法の検討が課題である。
・肥薩おれんじ鉄道は次年度に「くまモン列車」の運行を予定している。企画列車の提案や交通
ツールとしての利用など今後も連携を深めていく必要がある。
・スマホゲームは、携帯を利用した新たなアプローチとして違った客層にPRができるが、通年利用
をするためには経常的な費用支出の問題が考えられる。
・広報グッズは認知度向上のため商談会やプロモーションなどに今後も活用していく。

今後の取組方針

観光振興を図るためには、「インバウンド」と国内観光客のどちらも重要であり、積極的なPR活動を
喚起するため情報発信の基盤である圏域住民の意識向上を図り、ｗｅｂやメディアを駆使しながら
需要が見込める都市圏やアジア圏への情報拡散を目指す。また、誘客、リピーターの獲得のため
圏域共通の特徴である柑橘（シトラス）を活かした「食」、「歴史」、「文化」、「自然」をイメージした商
品開発、体験コンテンツの整備が必要であり、他圏域との差別化を図ることも重要である。

課題
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