
１．ひかわ移住定住促進プログラム事業

２．くまもと県南ローカルブランディングプロジェクト（食と観光連携事業）

資料３

【平成２８年度】

地方創生加速化交付金事業の
効果検証結果



地方創生事業　成果検証シート

１．事業概要（PLAN）

事業名 ひかわ移住定住促進プログラム事業【事業期間：Ｈ28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】
・町の社会動態は、転出超過がＨ25年で82人あり、10代から20代の進学や就職
において町外へ人口流出している状況である。こういった若者の流出により、合
計特殊出生率は、Ｈ22年で1.51と熊本県の平均1.62を下回り、高齢化率もＨ27
年では33.48％であり、少子高齢化が加速度的に進んでいる状況である。

・また、基幹産業である農業や中心市街地の商工業においても高齢化や後継者
不足による耕作放棄地や空き家の増加を招いており、地域活力の衰退が伺える
状況である。

・そういった中、移住定住促進や新規就農者の獲得に向けたグリーンツーリズム
事業を平成18年から「ひかわツーリズムクラブ（民間団体）」へ委託し、「ひかわ
ツーリズム」として、「梨の木オーナー制度」「晩白柚オーナー制度」「もち米の学
校」等に取り組んできたところであるが、一過性の日帰り体験型事業で完結して
いたことや、移住促進・新規就農・新規創業へ視点を向けた事業取組が行われ
ていなかったことから、交流人口は年間約2,300人あるものの、Ｕターンによる新
規就農者がＨ25年～Ｈ27年で5人と、移住定住や新規就農、新規雇用等に繋
がっていない状況である。また、行政も担当課のみの対応となっていることから
事業の広がりがなく発展性が見えない状況である。

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

・情報発信の面では、これまでのツーリズム事業における参加呼びかけやＰＲの
方法として、県内情報誌への掲載やホームページでのみ広報してきたため、県
外での認知度は低く、情報発信力の弱さや訪町者への情報提供不足が課題と
なっている。

・また、総合戦略策定過程で実施したアンケート調査でも町の人口維持に必要
な取組として、農業や商工業等の後継者育成や移住者の受け入れが重要であ
るといった意見が43.4％を占める結果となったことを踏まえ、これまでの取組にお
ける上記の問題点について見直しを行い、新たに本町への移住定住に繋がる
結果重視の事業を展開することとした。

総合戦略での位置付
け

事業の背景・目的
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事業の背景・目的

・情報発信力の向上や具体的ニーズを把握することは移住促進のための重要な
要因であることから、大都市圏（東京や大阪）で開催される移住定住フェア等に
も積極的に参加し情報発信を行うとともに、大都市圏在住者を対象とした“移住
お試し体験”等のモニター事業を実施し、具体的なニーズの把握とPRを図る。

・今後の展開として、定住自立圏の中心市である八代市や同定住圏に加わる芦
北町とも連携した広域的な移住定住促進策として充実を図ることに加え、移住者
との情報交流の場を設け、その中で本町への移住のメリットだけでなく移住者の
実体験に基づく情報を分析し事業設計を見直すなどして、更なる移住者の呼び
込みに繋がる事業とする。

【目的】
・町は、肥沃な土地と豊かな自然環境に恵まれていることから、農業が基幹産業
となっており、吉野梨、晩白柚、もち米、トマト、苺等の生産が盛んな地域である。
また、国道3号、県道、九州自動車道が縦断しており、宇城氷川スマートICも整
備されていることから、交通の要衝として利便性の高い地域でもある。こういった
地域の強みを活かしながら、農業や観光資源、中心商店街等を活用した長期滞
在型体験事業を通して、新規就農の促進や観光・商業体験による新規創業の
促進等に繋げるための、新たな移住定住促進プログラムの開発を行い、併せ
て、その取組を高めるための仕組みづくりを確立する。

・長期滞在型体験事業の中で、空き家を活用することにより、氷川町での生活を
体験し、地域の人や慣習等を知ってもらい、スムーズな移住に繋げるための仕
組みづくりを行う。

・ツーリズムクラブを中心とし、農協、商工会、農業者、商工業者、金融機関、教
育機関等と行政で移住定住推進会議を立ち上げ、プログラム開発、新規就農希
望者の受け入れ先の確保や滞在先（空き家の活用）の確保、農業指導等の支
援、新規創業者へのアドバイザー支援、金融支援、情報発信等を行い、早期に
独立・開業を可能とするための方向付けを行う。

・町で実施している新規就農者支援制度、耕作放棄地対策、空き店舗リフォー
ム補助、創業支援、空き家リフォーム補助等の政策と連携することで、更にその
効果を高める。
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２．実施状況（DO）

（千円）平成28年度実績額

①移住定住促進プログラムの策定
　ひかわツーリズムクラブを中心とし、農業・商工・観光関係者等の民間団体、連
携協定を行っている大学（同志社大学・宮崎大学）と本町による移住定住に繋げ
る移住定住促進プログラムの開発、実施計画策定等を行う。
　移住定住促進プログラムの効果を高めるため、町内の空き家や空き店舗を活
用して、農業や商業体験に加え町民との交流など、本町での現実的な生活体験
を盛り込んだ長期滞在型のプログラムの開発を行う。
　また、移住定住促進プログラムの策定過程で、大都市圏（東京・大阪）在住の
地方への移住希望者を対象としたモニター事業を実施し、それらのニーズを充
分に汲み取ったプログラムにする。
　移住定住促進プログラム策定に要する経費：9,968千円

②情報発信事業
　氷川町の自然環境や産業、歴史文化、子育て環境や高齢者福祉等に関する
取組について広くPRし、本町の魅力を伝え、移住定住促進プログラムへの参加
を促すため、大都市圏（東京や大阪等）で開催される移住定住イベント等へ積極
的に参加するとともに、SNSの活用やPR動画、パンフレット等を活用した情報発
信に取り組むことにより、移住定住促進プログラムの実施と併せて本町への移住
定住の促進を図る。
　また、大都市圏での移住定住イベント等においては、移住希望者の地方での
暮らしに対する期待やニーズについての情報を収集し、本町の施策や移住定住
促進プログラムへ反映させる。
・PR動画やパンフレットの作成及びＳＮＳ活用による情報発信に要する経費：
7,776千円
・大都市圏での移住定住イベント等への参加に要する経費：975千円

18,719

事業実績

交付金を充当する経費
内容

【移住定住促進プログラムの策定】
１．移住定住につながるツーリズムの展開・滞在型プログラム
　①地域リーダー育成塾の開催（全５回開催）
　②農業就職・転職フェア「Agric（アグリク）2018
２．「移住お試し体験」モニター事業
３．移住定住促進に係る情報発信の強化に関する提案
４．移住定住促進に係る推進体制に対する提案
５．PDCAマネジメント支援に対する提案
【情報発信事業】
・PRパンフレット2,000部作成及び定住促進パンフレット2,000部作成。
・PR動画（13分版）及びPR動画（3分版）作成
・大都市圏（東京・大阪）で開催された移住定住相談会に計5回参加。氷川町へ
の移住相談者は計8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。
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３．評価（CHECK）

平成28年
度（事業
終了時）

平成29
年度

平成30
年度

平成31
年度

目標値 15人

実績値 16人

目標値 3人 15人 30人 45人

実績値 0人

目標値 5人 8人 16人 24人

実績値 0人

目標値 5件 5件 10件 15件

実績値 0件

重要業績評価指標
（KPI）

目標に対しての
成果・課題

【成果】
【移住定住プログラムの策定】
１．移住定住につながるツーリズムの展開・滞在型プログラム
①地域リーダー育成塾の開催
　地域の課題解決へ向け、これから地域を担う事業者や組織をつなぎ合わせな
がら地域の魅力を高めることができるリーダーの発掘・育成（人づくり、事業づく
り）を目的として全５回、塾生は、農業後継者、商工業関係、ツーリズム関係者等
の約２０名で開催。
　内容は、氷川町の「強み弱みを考える」と題し、グループワークを行った。結果
として、自分たちが町について、興味を持っていないため、強み弱みが分かって
いないという意見が多く出た。その後、塾生で自主的に町内の店舗、施設、文化
財等を視察調査を実施した。
　移住定住促進に向けた各グループで実施するモニターツアーを企画発表し
た。
②農業就職・転職フェア「Agric（アグリク）2018」
農業業界の就職合同説明会でブースを設置し、氷川町での就農について説明
を行った。「興味がある」という参加者が6名であった。
　独立・自営就農への興味を示す方がおられたが、氷川町での独立・自営就農
のために、どのような体験プログラムを行う事が出来るのか、また住まいの確保に
ついてなど詳しい事が定まっておらず、「興味がある」と答えた方に対して、次に
つながるアプローチを行うことができなかった。

本事業における重要業
績評価指標（見込）

移住定住者数

新規農業就業者数

東京圏からの移住定住
促進プログラムモニ
ターツアー参加者数

２．「移住お試し体験」モニター事業
　就農希望者に氷川町の農業・農家の実態を見てもらい、自分たちと一緒に農
家として働いてもらえる人に移住してもらうを目的として、１泊２日、１６名の参加
で実施した。参加者の意見を聞くためにアンケート調査を実施した。
３．移住定住促進に係る情報発信の強化に関する提案
　発信するターゲットを４分類に分け、それぞれの発信方法が提案された。
４．移住定住促進に係る推進体制に対する提案
　町と地域をつなぐ「まちづくりプラットホーム」が提案された。
　※「まちづくりプラットホーム」とは、町から委託を受け町民が主体となり運営さ
れる組織で、地域の構想や取組をコーディネートする専属人員を配置など。
５．PDCAマネジメント支援に対する提案
　PDCAマネジメントの支援及び考え方の普及に関する指導及び提案。

空き家活用数
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４．今後の方向性（ACTION）

目標に対しての
成果・課題

【課題】
【移住プログラムに関して】
・氷川町地域リーダー育成塾の継続。
・まちづくりプラットホームのコーディネーターの育成。
・移住定住ツアーの実施。
・移住先住居の整備・案内。
【新規就農に関して】
・氷川町での独立・自営就農を行うために次の課題が考えられる。
・新規参入時の農地の確保が困難。現在、空いているのは条件の悪い圃場が多
い。
・住まいの確保が困難。氷川町内にアパート等の賃貸物件が少なく、特に単身
用の賃貸物件は非常に少ない。民間の賃貸となれば、新規参入者にとって経済
的負担が大きい。
・新規参入時のサポート体制が整っていない。育成プログラム等の整備が課題。
【PRに関して】
・熊本県に対する知名度は高いが、氷川町についての知名度は限りなく低く、継
続的なＰＲ活動が必要で、町内のみならず広域のアプローチが必要。
【移住に関して】
・氷川町のことをほぼ知らない方ばかりの大都市圏の移住相談会では相談者も
少なく、また仮に移住に結びついたとしても、移住してすぐに住めるような住宅も
ほぼない状態である。また町内の空き家は増加しているが、空き家バンクの登録
には結びついておらず、移住者へ空き家を紹介するまでには至っていない。

今後の取組方針

・住民自らが町の現状や将来を考え、動くため地域リーダー育成塾１期生が中
心となり、食・農・観を絡ませた氷川町をPRできる魅力あるツアーを企画し、実施
する。
・ツアー参加者アンケート結果をもとにプログラムの見直し等を行う。
・移住希望者等の受け入れ体制づくりが必要。
・氷川町の知名度を上げていくために、インターネット（ホームページやSNSなど）
を介しての情報発信を強化するとともに、移住定住フェア等へ参加する。また相
談者に対して、町の新たな情報を継続的に発信し続ける。
・移住者の住環境を調えるために、空き家の持ち主に対し、空き家バンクに関す
る情報の周知活動を強化し、空き家バンクの登録促進につなげていく。

【情報発信事業】
・作成した各パンフレット・動画を道の駅等へ配布し町のPRを行った。
・「郷土愛を育む氷川学習」を推進へ向け、各パンフレット・動画を町内小中学校
へ配布した。
・PR動画2種類をYouTubeや町ホームページへ掲載した。
・移住相談会に参加することで、大都市圏において、氷川町のPRを直に行うこと
ができた。また、相談者に対して継続的な情報発信が可能となった。大都市圏
居住者の移住に対するニーズや期待などに直接ふれることができ、今後の移住
相談会へ向け、参考とすることができた。
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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
くまもと県南ローカルブランディングプロジェクト（食と観光連携事業）【事業期
間：Ｈ28年度】

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

事業の背景・目的

【背景】
・県南15市町村や民間事業者で構成する「くまもと県南フードバレー推進協議会」を推進母
体に、食関連の研究開発機能や企業等の集積、6次産業化の推進、大都市圏への販路拡
大等の実現を目指す「くまもと県南フードバレー構想」を展開している。

・これまでも地方創生交付金を活用し、当該構想を推進する”売れるものづくりのＰＤＣＡサイ
クル”の確立に向け、商売の基盤となる”地域連携プラットフォーム”の構築を進めており、こ
れにより幅広い地場産品の安定的な販路の開拓・拡大を進めつつ、将来的に”商社的な機
能”を果たすことができる地域民間事業者を育成、併せて当地域の「食」のブランド力を高め
ることで、新たな”しごと”や雇用の創出等に取り組んでいる。

・また、平成26年度には、官民が連携し、県南地域の豊富な観光資源を活用した広域的な
観光振興策を進める「くまもと県南広域観光連携推進会議」を設立し、観光振興策の調整や
情報共有に取り組んでいる。

・更には、海外観光客の増加や、先に控える東京オリンピックや、世界ラグビー、女子ハンド
ボール世界大会といった国際イベントの開催を踏まえ、和の文化を支える”いぐさ”の日本一
の産地であることをアピールするため、官民で構成される「いぐさ・畳表活性化連絡協議会」
を中心に、様々な活動が行われている。

・しかし、県南地域ではトマトやい草といった”日本一”の産品を持ちながらも、それを知名度
や雇用の場の創出に活かしきれていないことが課題である。

・また、広く地域の知名度を高め、地域ファンを獲得し、地域にお金が落ちる仕組みに繋げ
ていくためには、地場産品の販路開拓と併せて、当該地場産品を生み出す地域自体の自
然環境や伝統文化など、その地域のファンづくりの取組を通じて、地域ブランドを創出する
必要がある。

【目的】
・“フードバレー”の取組みを核に、次のステップとして、”地域の知名度（ネームバリュー）”を
高め、地域(産品）へ興味と購買意欲を持つ継続的なファン獲得に繋げるため、地域の強み
を活かした顧客・市場の嗜好や声に答える商品開発や、県南エリアにおける周遊性を高め
つつ、豊富な観光資源を生かし、海外訪日客も含めた食と観光ツアーといった“食も含め地
域の魅力をパッケージで体験する”機会を創出する。

・地元金融機関と将来を支える高校生が連携し、地元食材を活用した商品（弁当等）開発と
いった地域の魅力を自ら見つめなおす活動を並行して進めることで、地域に根付く真の
“ローカルブランド”を確立する。

・ファンとなった人々が持つ情報発信力は、国内外での知名度向上等にも寄与するものであ
り、将来的にはこれを地域商社機能を持つ地域民間事業者が活用し、既存産業の活性化
や新たな　”しごと”の創生を図り、若者が地域に残るための環境整備や民間の稼ぐ力の向
上、地域経済の自立・自走に繋げていく。
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２．実施状況（DO）

（千円）

交付金を充当する経費
内容

※熊本県及び県南１５市町村連携事業として実施。

①顧客の視点に立ったフードバレー地域産品開発　　２５，０００千円（県）
・マーケットインによる商品開発に向けた市場調査（い草関係）
・大手小売店等と連携した地域産品の開発
・金融機関、実業系高校と連携した地域特産品や弁当の開発　等

②食と観光資源の整理と誘客ターゲットごとの観光ルートの作成
・②＋③＝３０，０００千円（内　県：25,500千円、氷川町：276千円）
・広域的な官民連携、地域内産業間連携及び観光産業のプロの活用による観光資源の整
理と観光ルート作成

③食・観光関係者等への連携商品ＰＲ
・②＋③＝３０，０００千円（内　県：25,500千円、氷川町：276千円）※再掲
・モニターツアーの実施（官民連携、地域内産業間連携による受入対応）
・マスコミ、SNS（パワーブロガー等）、観光産業のプロを活用した情報発信
・代表産品である「い草」を活用した情報発信（和文化の活用）

④その他ファン獲得に向けた取組み　１５，０００千円（県）
・ふるさと納税制度やクラウドファンディング等の活用推進
・県内外での地域アンテナショップの展開
・地域フェアの開催

平成28年度実績額 276

事業実績

・ＥＧＬツアーズ本社訪問、及び九州観光説明会・商談会（香港）への参加。
・韓国、台湾、香港、中国の旅行会社等を招聘し、モニターツアーを実施。
・大都市圏の旅行博・物産展等への出展。
・県南全域でのレシートラリーの実施。
・旅行代理店、メディア向けのモニターツアーの実施。
・広域観光パンフレット（日本語版・多言語版）、ＰＲ動画の作成。
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３．評価（CHECK）

事業開始時点
（Ｈ26年度）

事業実施後
（H28年度）

3.2万 3.2万

3.1万 3.1万

４．今後の方向性（ACTION）

地域宿泊観光客数（人）
目標値

実績値

目標に対しての
成果・課題

【成果】
○風評被害対策（観光プロモーション）
・ツーリズムEXPOジャパンへ出展し、アンケートに答えると県南の物産や工芸品を賞品とし
たユーフォーキャッチャーにチャレンジできるアトラクションを実施。2289件のアンケートを集
計。
・福岡、鹿児島での宣伝活動として、JR主要駅でのパンフレット配布等による観光プロモー
ションを実施。パンフレット等1,000セットを配布。
○観光ルートの作成
１５市町村の観光ルートを巡る観光ルートを国内向け３０本、インバウンド向け３８本作成。
○モニターツアーの実施
・国内メディア・旅行会社向けのモニターツアーを３回実施。メディア９名、旅行社６名の合計
１５名が参加。
・海外旅行社向けのモニターツアーを３回実施。韓国や台湾、中国など計１２社が参加。
○ＰＲ活動
・１５市町村の観光素材をまとめたパンフレット及びＰＲ動画を作成。パンフレットについては
多言語版（英語、簡体字、繁体字、韓国語）も作成した。パンフ30,000部を主要施設に配
布、動画については九州内旅行代理店129カ所に配布。
・レシートラリー実施。県南を３つのエリアに分け、それぞれのレシート（道の駅、飲食店、土
産物店等）を集めて応募すると特産品などが当たるキャンペーンを２回。応募数５４件。

旅行社の訪問や旅行博等イベントへの出展で認知度向上、レシートラリー等のイベント開催
により集客が図られた。
また、市町村単独では作成の難しい多言語版パンフレットを作成し、海外旅行社向けのモニ
ターツアーも実施するなどインバウンドに向けた取り組みも行っている。

【課題】
広域で事業を行うことで、県南地域への入込客数を増やしているが、氷川町の入込客数増
に繋げる為にはまた別の取り組みも並行して行なう必要がある。

今後の方針
町の観光資源をより活かす為に圏域内での周遊という形を推し進めていく必要があり、その
点で県南１５市町村の連携してのプロモーションは有用である。
今後はその中で埋もれないように近隣市町村と連携しての集客を図りたい。

本事業における重要業
績評価指標（見込）

重要業績評価指標（ＫＰＩ）
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