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１．総括 
本市は、平成２９年３月に、市の観光振興に向けた取組戦略について、津久

見市観光戦略会議を通じて「津久見市観光戦略」（以下「戦略」という。）を策

定し、戦略目標として「観光を通じた地域産業の振興と地域の活力創造」を掲

げ、目標値である「観光消費による経済波及効果約２４億円（平成３３年度）」

「観光入込客総数約６０万人（同上）」の達成に向け、戦略に掲げる各種取組を

計画的に推進している。 
平成２９年度の進ちょく状況は、全２５施策中「達成」が１６施策、「一部未

達」が６施策、「未達」が１施策、「未着手」が２施策であり、大半の施策にお

いて順調に進められていると考える。 
戦略に掲げる施策の中で、一部未達、未達、未着手となった８施策は、平成

２９年台風第１８号水害の影響により、全体事業または一部事業の実施が困難

となったものである。 
また、「基本方針１“津久見ならでは”の景観形成と集客交流拠点の確立」の

施策は、各種ハード面の整備を伴う内容であり、平成２９年度において、マー

ケティング調査等を実施し、今後の事業基盤の一部は構築したものの、他施策

等との調整を慎重に進める必要がある。特に、「基本方針１」は、本市の観光振

興において大変重要な施策であることから、今後の取組強化・加速化が必要で

あると認識している。 
津久見市観光戦略会議委員及び津久見市議会からは、計画上順調であること

は１つの成果と言えるものの、飲食店や商店等の衰退が進む中で、売上向上や

客数増加など、実感を伴った成果を挙げることが急務であるとともに、関係団

体や一般市民との更なる協働・連携の重要性が強調されたことから、これらを

踏まえ、更なる事業推進の加速化が必要であると総括する。  
【津久見市観光戦略 事業進ちょくと成果・課題の取りまとめ経緯】 
・平成３０年４月～５月 関係各課によるとりまとめ 
・平成３０年６月２７日 津久見市観光戦略会議 
・平成３０年６月２８日 津久見市議会全員協議会 
・平成３０年７月    とりまとめ・公表 



２．今後の展開～観光戦略実現に向けて～ 
交付金を活用した各種事業は、「稼ぐ力」が創出され、将来的に交付金に頼ら

ずに自走していくことが重要である。 
自立を図るバロメーターとして、観光入込者数、観光消費による経済波及効

果、食観光の売上金額等を掲げている。昨年の台風災害の影響で、全体の観光

入込者数は微減となっているものの、河津桜観光客、食観光の売上は増加し、

その結果、経済波及効果も順調に推移している。さらに、津久見市観光戦略に

基づく、平成２９年度の事業進ちょくも順調なことから、今後の観光産業の育

成・しごと創生に着実につながっていくと評価している。 
具体的には、現状の食観光に加え、新たな食・土産品の開発と販路拡大によ

る観光消費の拡大、さらに、つくみイルカ島、河津桜観光に加え、市中心部の

つくみん公園の環境整備、保戸島観光、体験観光プログラムの造成等による観

光周遊の促進等を今後も計画的に推進していくこととしている。 
そして、自立化を促進し各種事業を自走させていくためには、調整機能を備

えた推進体制整備が必要となってくる。それを「津久見市版観光ＤＭＯ・地域

商社機能」と称し、交付金事業で推進体制の構築を目指しているところである。 
現状としては、観光まちづくり会社も視野に入れた「津久見市観光協会」の

組織改編を前提とし、市からの補助金、収益事業及び会費収入等を主財源とし

た組織体制整備を目指している。さらに、関係者の調整、観光事業の他に、移

住定住、起業創業、まちづくり等にも寄与できる多角的な機能を備えていくこ

とも必要と思われる。 
これらの取組は、計画的に推進されていると評価しているが、人口１８，０

００人にも満たない（本年６月末現在）自治体が単独での観光ＤＭＯを構築す

ることは大変困難性が高いと思われる。それをオール津久見で打開し、自立性

を帯びた事業展開、観光産業の育成・しごと創生、移住定住につなげていくこ

とができれば、全国的な先進事例になり得ると考えている。 
 



 

（参考資料１） 

津久見市観光戦略の計画監理サイクルについて 
本戦略は、計画→実行→評価→改善のいわゆるＰＤＣＡサイクルに基づいて

推進していく。事業の評価・検証は、毎年度の進ちょくや目標達成状況につい

て、事務局及び事業実施主体にて１次評価を実施し、さらに２次評価として、

津久見市観光戦略会議及び津久見市議会全員協議会（６月実施）にて報告・審

議を行い、その結果を津久見市公式ホームページ他で公表する。さらに、第５

次津久見市総合計画、まち・ひと・しごと津久見市総合戦略との整合性を図り、

津久見市まち・ひと・しごと創生本部への報告・協議も行う。なお、計画期間

の最終年度には、全体を総括した上で次期計画の検討を行う予定としている。 

 

 具体的な行動内容 

計画 

・ 事業計画の立案 

 部署横断による連絡会議等の随時開催 

 横断プロジェクトの積極的な検討・実施 他 

実行 

・ 事業計画に基づく実行 

・ 津久見市観光戦略会議及び津久見市全員協議会における中間報
告、評価等のフィードバック・改善 

評価 

【１次評価】 

・ 事業成果・課題の年間評価（事業実施主体における自己評価） 

 本戦略のＫＰＩである観光客数及び観光消費による経済波
及効果を用いた客観評価 

 各事業目標等に対する評価（※可能なものはＲＥＳＡＳ他
の各種客観データを活用して定量評価を実施） 

【２次評価】 

・ 津久見市観光戦略会議への報告・審議 

・ 津久見市議会全員協議会への報告・審議 

・ 津久見市まち・ひと・しごと創生本部への報告・協議 

【取りまとめ・公表】 

・ 評価の公表（津久見市公式ホームページ他） 

改善 ・ 関係各課の事業計画へのフィードバック、改善 

 

※津久見市観光戦略会議について 

津久見市観光戦略及び観光振興に必要な事項を審議することを目的として、

津久見市が設置する会議で、津久見市、大分県、ツーリズムおおいた、津久見

市観光協会、津久見商工会議所、商工団体、交通事業者、観光事業者、まちづ

くり団体、住民代表などの市内の関係団体、金融機関、専門家・学識経験者、

観光コンサルタントなど、多様な関係者で構成している。 



（参考資料２）　　津久見市観光戦略　事業進ちょくと成果・課題（平成29年度） 凡例：◎達成　〇一部未達　△未達　×未着手　－中止

進ちょく状況 年間成果と課題(総括、達成目標・スケジュールに対する進ちょくなど) 今後の取組方向(予定等)

基本方針1　“津久見ならでは”の景観形成と集客交流拠点の確立

重点施策1-1　“津久見の魅力を発信する”集客交流拠点整備

施策01
広域周遊観光客も”気軽に立ち寄れる”集客交
流拠点の整備と運営体制の検討 ◎

地方創生推進交付金を活用し、「集客交流拠点整備に向けたマーケティング調査事
業」を実施した。本調査では、顧客ニーズの把握、九州・全国の事例調査、市場性
の分析、整備・運営手法や今後の検討課題が整理され、参考材料として十分な成
果であると評価している。また、運営手法については、つくみマルシェでの運営を通
じて、実践的に集客交流拠点の運営手法を検証していくことが課題である。

マーケティング調査結果をもとに、平成30年度事業として、地方創生推進交付金を
活用し「集客交流拠点整備等基本構想策定業務」を実施することとしているが、昨
年の台風第18号災害により、取組が一時中断している関連施策(市中心部の活性
化検討、庁舎建設検討)の進ちょくを注視しながら慎重に進めていくこととする。

施策02
“多様な滞在ニーズ”に対応できる受入環境整
備の検討 ○

イルカ繁殖研究の拠点として、地方推進交付金等を活用して漁村センターの一部
改修、トイレ改修等を実施した。また、日代・四浦・保戸島地区等を対象としたブロー
ドバンド整備事業も開始されたことから、観光客の利便性向上につながっていくと期
待している。スポーツ合宿・大会、大学等の調査研究者のニーズ把握を行うこととし
ていたが、台風第18号災害業務への対応のため未実施となった。

未実施となった、スポーツ合宿・大会、大学等の調査研究者のニーズ把握を行うと
ともに、市外からの企業誘致、市内企業の規模拡大、地域コミュニティー等も含めた
休廃校中の小中学校の活用の可能性、一般の民家等の改修による、おためし居住
のための環境整備等も検討する。さらに、ブロードバンド整備に合わせWi-Fiスポット
整備の検討も行う。

施策03 “若者が集う”つくみん公園のパワーアップ ○

観光案内機能の強化として、コンテナ293号にて、観光、商店街・飲食店情報の発
信を実施した。また、公募型まちづくり推進事業や朝市、学校行事等での利用によ
り、市内外から多くの方々が訪れており、市中心部の賑わい拠点として知名度、認
知度も年々向上している。

つくみん公園来訪者の利便性向上のための環境整備を検討していくとともに、コン
テナ293号を活用したミニイベント等により、子育て世代の集客に努めていく。

重点施策1-2　“誰もが楽しく” 周遊できる移動環境の整備

施策04
観光客の“多様な移動ニーズ”に対応できる二
次交通網の強化と地域交通の活性化 △

遊覧船「でるふぃーの」、河津桜観光期の周遊バスを運行(航)は実施した。河津桜
観光期には、福岡圏域、宮崎県等からの観光バス、旅行会社やJRによる復興ツ
アー等も催行され、一定の成果は得たと思われる。台風第18号災害により、JR日豊
本線が長期間運休になるなど、交通事業者と連携した取組の大半が未実施となっ
た。

JRと連携した旅行商品造成、観光タクシーの検討、河津桜観光での周遊バス運行
等の取組を実施し、公共交通の活性化に寄与していく。その中で、桜観光での公共
交通利用者を対前年度比30％増、つくみイルカ島への公共交通利用者を対前年度
比10％増としていくことを目指す。

施策05
“分かりやすく”、景観や暮らしとも“調和した”公
共案内システムの検討 ×

平成29年度津久見市周遊活性化対策協議会事業として、市内に設置している観光
看板等の現況調査を実施することとしていたが、台風第18号災害業務を優先し、本
年度は未実施となった。

平成30年度に、観光案内サイン等の実態調査をあらためて実施し、集客交流拠点
整備にスケジュールを合わせて、観光案内サインの整備を検討していく。

重点施策1-3　“絵になる”景観の整備

施策06
“西日本一”の桜観光の実現に向けた取組の推
進 ○

台風被害で開催が危ぶまれた桜観光(第6回豊後水道河津桜祭り・第7回つくみ山
桜まつり)は、地域住民の努力により開催され、特に、河津桜観光については、前年
を上回る76,000人の集客を得ることができた。台風第18号災害の影響で、推進交付
金を活用し実施する予定であった、千本桜植樹事業(2年目500本)が未実施となっ
た。

平成30年度は、千本桜植樹事業(500本)を実施し、河津桜植樹本数約5,000本以上
を目指す。さらに、静岡県河津町との交流事業を実施するとともに、津久見市桜観
光実行委員会の機能及び広報宣伝の強化等により、桜観光の入込客数10万人を
目指す。

施策07
“我が国でも稀有な景観”である「鉱山・工場・港
湾」景観等の積極的活用 ○

遊覧船「でるふぃーの」を活用したナイトクルーズを実施するとともに、商工会議所
の主催でフォトコンテストを実施した。参加者の満足度も高く、更なる積極的活用が
望まれる。視点場の整備検討は、台風第18号災害業務の対応を優先したことから
未実施となった。

津久見ならではの景観整備を計画的に検討していくとともに、我が国有数の景観で
ある「鉱山・工場・港湾」の景観をいかしたプログラム造成、ライトアップの検討等も
引き続き行う。

基本方針2　“全国に誇る”地域産業との連携による観光商品開発と市中心部の賑わい創出

重点施策2-1　親子が遊んで学べる“地球体験”観光プログラム開発と体制づくり

施策08
“津久見の自慢”「石灰石・セメント産業」体験観
光の実現 ○

ふるさと振興祭において、企業の協力を得て鉱山・工場見学を実施した。また、学習
材料として、「知っていますか？津久見のチャート」と題した珪石の副読本を作成し
市内小中学校及び関係企業へ配付し、さらに、ふるさと教育、大分県石灰工業会の
活動など、取組の継続を図った。石灰石・セメント産業をテーマとした、一般観光客
向けのツアー商品開発については、一昨年度はモニターツアーを実施し好評を得て
いたが、昨年度は、台風第18号災害業務の対応のため未実施となった。

今年度は、「地球の歴史と繋がる宇宙ロマン～津久見」をテーマに、「国民文化祭・
おおいた2018」、「届け宇宙へ！響き合う歌声！合唱の祭典in津久見」が、10月21日
に開催される。期間中関連行事として、フレスコ画の取組、網代島体験事業、ふるさ
と振興祭、津久見モイカフェスタ等も開催するが、この期間にあわせ、石灰石・セメン
ト産業を楽しく学べる体験プログラムについて検討していく。

施　　　策

1



施策09
“世界最古”の宇宙塵と“夢が詰まった”ジオ体
験観光の実現 ○

つくみ観光盛り上げ隊の取組において、網代島の地質や地層の視察や、これらと組
み合わせた網代島周辺でシーカヤック＆SUPの取組を実施した。また、海の学校実
行委員会への支援や、珪石の副読本の作成・配付も実施した。一昨年度に河津桜
観光期に実施した網代島見学会は、台風災害対応により未実施となった。

今年度は、「地球の歴史と繋がる宇宙ロマン～津久見」をテーマに、「国民文化祭・
おおいた2018」、「届け宇宙へ！響き合う歌声！合唱の祭典in津久見」が、10月21日
に開催される。期間中の関連行事、フレスコ画の取組、網代島体験事業を効果的に
実施し、ジオ体験観光の実現につなげていく。

施策10 “目指せ海の子！”海遊び体験観光の実現 ◎

つくみ観光盛り上げ隊の取組において、網代島・荒代でシーカヤック・SUPツアーを
試行したほか、津っぱくでは、保戸島で海の資源を活用した3プログラムを実証し
た。また、無垢島での自然体験学習や南阿蘇っ子応援プロジェクトも好評を博して
いる。以前、大分銀行が主催・実施した台湾からのモニターツアーにおいても、保戸
島の評価は高く、海、島の魅力をいかした観光商品造成への機運は醸成されつつ
あると思われる。

つくみ観光盛り上げ隊や津っぱくの活動を通じて、シーカヤック・SUPとイルカ島の
連携、新たに誕生したシーカヤック団体と連携したツアー実践等、更に発展した取
組に挑戦するほか、引き続き、保戸島や無垢島でのプログラム造成を推進する。ま
た、平成30年度に、大分県と共同にて、「保戸島の魅力を活かしたツーリズム促進
事業」を津久見市周遊活性化対策協議会にて実施する。さらに、7月から「地域おこ
し協力隊」を保戸島に配置することとしており、今後の事業が加速していくと期待し
ている。

施策11
“イルカ博士になろう！”イルカ体験学習観光の
実現 ◎

イルカ島フェスティバルでは、積極的な広報を行い、期間中に約1万人の来場が
あった他、つくみ港まつり期間中のシャトルバス運行等を通じて普及啓発を図った。
また、ふるさと教育や南阿蘇っ子応援プロジェクトを通じて、児童生徒への学習・体
験の機会を提供した。更に、㈱マリーンパレス　つくみイルカ島事業所との共同によ
る「全国イルカ繁殖研究サミット」では、全国の水族館関係者・大学をはじめ、水産
庁、九経局、大分県、青森県むつ市、和歌山県太地町の行政関係者の参加もあ
り、イルカ繁殖拠点として全国展開を目指すための基盤が構築されつつあると考え
ている。

平成30年度も、全国の大学と連携したイルカ研究の取組を継続し、その中で、イル
カ介在療法等の取組も実施する。さらに、シーカヤックプログラムとの連携や、四浦
地区を対象としたプログラム造成検討も行っており、今後とも、個人・団体ツアー、教
育旅行誘致、市内小中学校への学習機会の提供等を積極的に実施する。さらに、
これまでの研究成果による2頭目のイルカの赤ちゃんの誕生（人工授精）も期待され
ており、連携した学習プログラムや体験プログラム開発も併せて検討・実施する。

施策12
“島を歩こう！”保戸島の魅力をいかしたツーリ
ズムの実現 ◎

つくみ観光盛り上げ隊の取組の一環として講師招へいも含めて複数回の視察を実
施したほか、津っぱくの取組では、地元住民等の実践により3プログラムの実証を
行った。以前、大分銀行が主催し実施した台湾からのモニターツアーにおいても、
保戸島の評価は高く、島の魅力をいかした観光商品造成への機運は醸成されつつ
あると思われる。

平成30年度に、大分県と共同にて、「保戸島の魅力を活かしたツーリズム促進事
業」を津久見市周遊活性化対策協議会にて実施する。さらに、7月から「地域おこし
協力隊」を保戸島に配置することとしており、今後の事業が加速していくと期待して
いる。

施策13
“農家・漁師になろう”農漁業ふれあい体験観光
の実現 ◎

つくみ観光盛り上げ隊による現地視察(みかん小屋、モノラック、農家への農村行事
や体験受入可能性等に関するヒアリング他)を実施し、講師も交えたツアー等も通じ
て体験プログラム開発に向けた可能性を検討した。また、漁業については、津っぱく
でクロメ巻きや釣りなどを行うツアーを実践した。今後とも、第1次産品のブランド
化、後継者育成もあわせて推進していく必要があると思われる。

引き続き、つくみ観光盛り上げ隊による魅力発掘や、津っぱくを通じたツアー実践を
通じて、引き続き農漁家等と連携しながら、体験プログラムの開発を推進する。ま
た、昨今訪日外国人も含めて注目が高まっている農漁家民泊の可能性についても
検討を行う。あわせて、第1次産品のブランド化、後継者育成にも精力的に取り組
む。

重点施策2-2　“津久見らしい”食と特産品の開発・提供・発信力の強化

施策14
“津久見らしい”食と特産品の開発とブランド力
の強化 ◎

特産品開発については、つくみマルシェを中心に、アドバイザーを招へいした勉強
会等での試作や評価等を通じて人材育成を図るとともに、具体的な商品開発を実
践するなど、商品開発が一定程度進んだ。また、名物メニューの強化については、
津久見ひゅうが丼キャンペーン、津久見モイカフェスタ等でのPR活動を通じて一定
の成果が見られた。また、津久見産品ブランド化事業において、津久見山椒のブラ
ンド化推進や「ざぼん協議会」の取組が開始された。

既存の特産品や名物メニューのプロモーション強化及びブランド管理の徹底を図る
必要がある。また、第1次産品を活用した新たな特産品の開発に向けて、生産者や
加工事業者・団体等への意識啓発を図るとともに、販売事業者(飲食店、つくみマル
シェ、うみえーる、露天販売(青空市を検討)の開催など)の取組も強化していく必要
がある。特に、津久見みかんの復活とブランド強化、津久見山椒や「ざぼん」等のブ
ランド化推進等には大きな期待が寄せられてくると思われ、出店者の組織化等を検
討し集客交流拠点につなげていく必要がある。

施策15
“ノウハウ蓄積・ネットワーク強化”による食と特
産品の流通・販売機会の拡大 ◎

4～6月を除く年間を通じて食プロモーションイベント・キャンペーンを実施し、市内で
の食消費拡大に大きく貢献した。特産品においては、外部講師の招へい・勉強会開
催等を通じて、消費者や流通目線での開発の重要性が周知され始めたほか、津久
見山椒や「ざぼん」など新たな農産物ブランドづくりの取組も前進した。また、ふるさ
と納税では、平成28年度実績を大きく上回る約5,400万円の実績となった。

年間を通じた食プロモーションイベント・キャンペーンの実施を目指す。また、特産品
においては、引き続き商品開発(勉強会も含む)を推進し、販路拡大や、ふるさと納
税の実績拡大、WEBサイトを活用した情報発信・販売にも取り組む。さらに、集客交
流拠点へ向け、飲食店組合の取組を強化する。

施策16
“味力結集”による食と特産品情報の発信・プロ
モーション ◎

4～6月を除き年間を通じて食プロモーションイベント・キャンペーンを実施し、水害の
影響を直接受けたひゅうが丼キャンペーンを除き、過去の売上実績を上回り、平均
消費単価が向上するなど大きな成果を得ることができた。特にマグロ料理、ひゅう
が丼、モイカ料理は本市の食メニューの代名詞となりつつある。

食プロモーションイベント・キャンペーンを実施していない4～6月にも新たな企画を
検討・実施することにより、年間を通じて目玉となる食メニューの提供を目指す。本
市特産品について、1次産品や加工品を含め、更なる開発強化を図る。また、ウェブ
媒体を使ったプロモーションや、物産展や観光イベント等への出展も積極的に展開
する。
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重点施策2-3　市民と観光客が“ともに賑わう”中心市街地の活性化

施策17 “若い力”を活用したまちなか賑わい創出 ◎

「津久見観光周遊性創出事業」(3年目)における大学との連携、まちづくり団体ツクミ
ツクリタイを中心とした街なか拠点「Café1/2」の整備、公募型まちづくり推進事業、
婚活サポート推進事業、復興まちづくり推進事業、みなとオアシスよらんせ市、津久
見高校への支援、台風災害からの復旧・復興支援等を通じて、市内外の多くの若者
の参画を得て、観光周遊と街なかの賑わい創出に向けた取組を実施した。また、今
後の取組基盤づくりに向けて、まちづくり団体ツクミツクリタイの法人化を支援した。

地方創生推進交付金を活用し実施する、街なか賑わい創出事業は、第1次産業と
連携した取組を街なかで実践する。また、公募型まちづくり推進事業等も順調に推
移しており、市中心部の活性化に関する検討委員会等と連携を図り、効果的な取組
を継続していく。さらに、津久見市企業立地促進条例を制定し、設備投資、新規雇
用、居住環境整備を促進するとともに、今後は、空き店舗等を活用した起業創業、
市外在住で豊富な経験を有するUIJターン人材確保に資する取組も検討していく。

施策18
“組織・顧客・動線”のつながり強化による中心
商店街のパワーアップ ◎

大分県・大学と共同で、「津久見観光周遊性創出事業」(3年目)を実施し、街なか拠
点「Café1/2」の整備、運営主体となる、まちづくり団体ツクミツクリタイの法人化等の
取組を実施し、今後の事業基盤を構築した。また、公募型まちづくり推進事業、婚活
サポート推進事業、復興まちづくり推進事業、みなとオアシスよらんせ市、津久見高
校への支援、台風災害からの復旧・復興支援等を実施し、観光周遊と街なかの賑
わい創出につなげた。

市中心部の活性化に関する検討、津久見川・彦の内川の大規模改修事業の進ちょ
く等を鑑み、効果的な取組を推進していく。また、立地企業の活性化を図るため、津
久見市企業立地促進条例を制定し、設備投資、新規雇用、居住環境整備を促進す
るとともに、今後は、空き店舗等を活用した起業創業、市外在住で豊富な経験を有
するUIJターン人材確保に資する取組も検討していく。

施策19
“賑わいをいつまでも！”伝統芸能・歴史・文化、
スポーツ、イベント等を通じた観光交流の推進 ◎

つくみ港まつり、扇子踊り大会は盛況理に開催された。また、まちづくり推進事業等
によるミニイベントや被災後の復興イベントも多くの支援の輪が広がり、市中心部の
活性化、賑わい創出につながった。今後は、スポーツイベント等への参加者が減少
傾向にあることや観光消費へのつながりなどの課題への対応も必要であると考え
ている。

既存行事の継続、活性化はもとより、野球をはじめとしたスポーツ交流等を図り、観
光消費の拡大を目指していく。また、扇子踊りについては、本市を代表する伝統芸
能として継承していくとともに、扇子踊り娘等によるPRに努めていく。そして、「国民
文化祭・おおいた2018」を契機に、「ラグビーワールドカップ2019」、さらには、2020年
の「東京オリンピック・パラリンピック」に向け対策を強化していく。

基本方針3　“オール津久見” による観光推進体制の確立

重点施策3-1　“津久見市版”観光DMO機能の構築

施策20
津久見市観光推進の中核機能強化と地域連携
体制の構築 ◎

「地方創生人材育成事業」は、津っぱくをはじめとし、観光戦略の計画監理、津久見
ファンネットワーク、「つくみ観光市民講座」等の複合的な事業であり、これらを通じ
て、将来的な視点での人材育成・確保に十分つながったと評価している。一方で、
観光協会が「つくみマルシェ」の運営による収益事業を実施することとなったが、こ
れを観光DMOに必要な財源確保、集客交流拠点の運営に効果的につなげていくこ
とが課題である。

津久見市版観光DMO推進コーディネーターとして、公益財団法人　日本交通公社
から主任研究員の派遣を受け、津久見市観光協会に配置し、津久見市観光協会事
務局次長として、4月から勤務を開始した。今後は、集客交流拠点整備と市中心部
の活性化、地球体験観光プログラム及び新たな土産品開発、観光戦略の計画監理
等を推進していくこととしており、観光推進体制が計画的に整備され、着実に津久見
市版観光DMO機能の構築につながっていくと期待している。

施策21
“市民や企業が活躍できる”受入体制・環境の整
備 ◎

津っぱくの取組において、9名のガイド人材が発掘・育成されつつあり、今後の事業
基盤が構築されたと評価している。さらに、大分県石灰工業会のフレスコ画の取組
やコンテナ293号での観光案内、鉱山見学、珪石の副読本の制作等、ガイド人材育
成にも着実につながっていると思われる。

津久見市観光協会及び津久見市周遊活性化対策協議会が共同で、津っぱくの取
組継続していくこととしており、その中で、体験観光の事務局機能の確立、ガイド人
材の育成に努めていく。さらに、「国民文化祭・おおいた2018」期間中の関連行事、
フレスコ画の取組、網代島体験事業を効果的に実施しガイド人材育成につなげてい
く。

施策22
広域連携による合同プロモーションや観光商品
開発の強化 ◎

津久見市、臼杵市、佐伯市の3市の観光協会が組織する「日豊海岸ツーリズムパ
ワーアップ協議会」の事業を通じて、3市共同によるPRを実践することができた。移
住交流フェアでは、大分県内市町村をはじめ、移住促進に関心がある自治体と連
携し、プロモーションを行った。その他、愛媛県との交流事業、芸術文化交流、在京
津久見人会への参加等にも取り組んだが、台風第18号災害業務対応のため、大分
都市広域圏推進会議が主催する行事や「ツーリズムEXPOジャパン」(東京都)は不
参加となった。

日豊海岸ツーリズムパワーアップ協議会では、3市に共通する資源である島や海な
ども活用して、福岡をはじめとする都市圏へのプロモーション強化を図っていく。ま
た、移住交流フェアへの参加継続とともに、本市への移住への意欲を高めるPR(基
礎資料等の増強、お試し居住施設の検討他)にも積極的に取り組むこととする。さら
に、本市に適した観光プロモーション手法の構築に向けた取組を検討していく。

重点施策3-2　市民が“ 自ら学び・楽しむ” 機運の醸成

施策23 地域資源への“愛着心”の醸成 ◎

本年3月に、津っぱくの取組報告、体験観光プログラムの商品化に関する基調講
演・パネルディスカッション等の内容で「つくみ観光市民講座」を開催し約50名の参
加があった。さらに、ふるさと教育、フレスコ画の取組、扇子踊り、河津桜観光期を
活用したフォトコンテスト、珪石の副読本の作成配付など、一定の効果はあったと考
えている。

今後も、つくみ観光市民講座は、創意工夫のもと効果的に継続していく。さらに、「津
久見扇子踊り大会」や「国民文化祭・おおいた2018」の期間を活用し、伝統芸能や網
代島、石灰石・セメント産業等への市民の理解度を深め、地域資源への愛着心を醸
成していく。

施策24 市民参加による“花”の景観づくり ×
台風第18号災害への対応を優先したことや、遊休地の活用が困難な状況であった
ことから、本年度は未実施となった。

市中心部の市有地(遊休地)の一部を活用した花の植樹の検討など、その他事業の
進ちょくを鑑み効果的な地域景観づくりに努めていく。

重点施策3-3　“津久見ファン”ネットワークによる販路拡大と移住交流の促進

施策25
“津久見ファン”ネットワークによる販路拡大と移
住交流の促進 ◎

地方創生人材育成事業において、“津久見ファンネットワーク”の構築検討の中で、
特に、情報媒体について整理した。また、愛媛県との交流事業、在京津久見人会へ
の参加、ふるさと納税等にも取り組んだ。今後は、津久見ファンネットワークのリスト
化等構築に向けた取組を加速していく必要がある。

UIJターンによる移住定住、特産品の販路拡大、ふるさと納税の拡大等につなげて
いくための取組を推進するため、津久見市出身者を中心とした、津久見ファンネット
ワークを早期に構築していく中で、具体的な情報発信を含むファン向けサービスを
実施し、特産品の販路拡大と移住交流促進につなげていく。
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年間成果と課題(総括、達成目標・スケジュールに対する進ちょくなど)

施策の位置づけ

今後の取組方向(予定等)

施策内容(事業内容)の想定

達成目標

事業スケジュール

観光戦略会議及び津久見市議会からの指摘事項等

桜観光、観光推進体制への助言を得た他、つくみ
イルカ島の集客アップ、つくみマルシェの売上増を
目的とした、両者のコラボによるインドア体験等の
提案等、今後の参考になる提案を得た。

集客交流拠点整備に向けた基礎マー
ケティング情報を収集した(競合店、市
場ニーズ、市場規模推計、整備・管理
運営手法の整理など)。

事業名

主な関連事業の概要と成果・課題等

成果・課題等

・マーケティング調査事業は評価できるが、今後は更に、市中心部の活性化の取組など、関連する施策との歩調を合わせ、計画的
に進めていくことが重要である。
・津久見市観光交流館(つくみマルシェ)の運営を、集客交流拠点の運営へとつなげていくことが期待されているが、そのためには、
つくみマルシェにおいて、安定的な経営を継続するとともに、地場店舗や第一次産業事業者との連携が望まれる。

商工観光課

集客交流拠点整備に向け
たマーケティング(市場性)調
査
(地方創生推進交付金事業)

津久見市観光交流館(つく
みマルシェ)指定管理業務

商工観光課
観光協会

つくみマルシェの運営(平成29年10月
～)。

専門家の招へい(地方創生
推進交付金事業)

商工観光課
平成30年2月24日(土)～26日(月)　株
式会社ヤマト代表取締役・木下裕三
氏(北海道ニセコ町)を招へい。

「津久見市中心部の活性化
に関する検討委員会」の開
催

政策企画課

各団体等で構成される委員会におい
て、有識者の助言を得ながら、中心市
街地の今後の方向性を見だし、実情
に合った計画策定を検討。

本市における集客交流拠点の市場規模が一定程
度期待できることが明らかとなった。また、整備に
向けた課題が整理された。

観光協会がつくみマルシェの運営を開始し、下半
期で黒字経営を達成した。今後安定的な経営を図
り、集客交流拠点の運営につなげていくことが期
待される。

第1回委員会において、各委員から市中心部の活
性化に向けた課題等の意見を収集。今後は、活
性化の実現に向けた施策を展開する。

平成29年度 -

平成30年度 -

平成31年度 -

平成32年度 -

平成33年度

平成32年度 ・集客交流拠点の整備、運営体制の立ち上げ

平成33年度 ・集客交流拠点施設の開業

平成29年度 ・集客交流拠点整備の検討(テナントニーズ調査、遊休地の活用検討、周辺市場調査等を含む)

平成30年度

・集客交流拠点施設の開業(平成33年度)

・基本構想・計画の策定(整備・建築手法含む)、運営体制の検討

平成31年度 ・実施計画、テナント・運営体制の具体的検討

施策01 広域周遊観光客も”気軽に立ち寄れる”集客交流拠点の整備と運営体制の検討

“津久見の魅力を発信する”集客交流拠点整備

“津久見ならでは”の景観形成と集客交流拠点の確立

概要担当部署
・津久見の魅力をまとめて発信する集客交流拠点の整備の検討(市中心部の遊休地他)
・運営体制(観光まちづくり会社等の視野に入れた)の検討(市内の商工・観光関係者、まちづくり団体等との連携)

1

重点施策

基本方針

1-1

マーケティング調査結果をもとに、平成30年度事業として、地方創生推進交付金を活用し「集客交流拠点整備等基本構想策定業
務」を実施することとしているが、昨年の台風第18号災害により、取組が一時中断している関連施策(市中心部の活性化検討、庁舎
建設検討)の進ちょくを注視しながら慎重に進めていくこととする。

地方創生推進交付金を活用し、「集客交流拠点整備に向けたマーケティング調査事業」を実施した。本調査では、顧客ニーズの把
握、九州・全国の事例調査、市場性の分析、整備・運営手法や今後の検討課題が整理され、参考材料として十分な成果であると評
価している。また、運営手法については、つくみマルシェでの運営を通じて、実践的に集客交流拠点の運営手法を検証していくこと
が課題である。

年度別の達成目標・事業スケジュールの進ちょく状況 ◎
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年間成果と課題(総括、達成目標・スケジュールに対する進ちょくなど)

施策の位置づけ

今後の取組方向(予定等)

施策内容(事業内容)の想定

達成目標

事業スケジュール

観光戦略会議及び津久見市議会からの指摘事項等
・今後の事業を実施していくうえで、財源確保が課題と考えられる。
・進ちょく状況については、台風災害により事業の一部が未達となっており、今後の取組強化が必要であると考えられる。

平成33年度

・体験観光や学習旅行にかかる宿泊施設の環境整備及び運営体制の検討 (平成30年度～33年度)
・市内の主要観光施設等におけるWi-Fiスポット整備検討　(平成30年度～33年度)
・海遊び関連設備等の整備検討(平成30年度～33年度)
・イルカ繁殖等の研究拠点施設整備検討　(平成30年度～33年度)

・市内の主要観光施設等におけるWi-Fiスポット整備検討
・イルカ繁殖等の研究拠点施設整備検討
・海遊び関連設備等の整備検討
・体験観光や学習旅行にかかる宿泊施設の整備及び運営体制の検討

平成29年度
・スポーツ合宿・大会、大学等の調査研究者のニーズ把握
・休廃校中の小中学校の活用検討

平成30年度

平成31年度

平成31年度

平成32年度

平成33年度

平成30年度

平成32年度

大学等の研究拠点としての活用に向けて、津久
見市漁村センター２階のトイレを改修した。今後の
有効活用が見込まれる。

イルカ繁殖研究の拠点として、地方推進交付金等を活用して漁村センターの一部改修、トイレ改修等を実施した。また、日代・四
浦・保戸島地区等を対象としたブロードバンド整備事業も開始されたことから、観光客の利便性向上につながっていくと期待してい
る。スポーツ合宿・大会、大学等の調査研究者のニーズ把握を行うこととしていたが、台風第18号災害業務への対応のため未実施
となった。

年度別の達成目標・事業スケジュールの進ちょく状況 ○

主な関連事業の概要と成果・課題等

“津久見の魅力を発信する”集客交流拠点整備

“津久見ならでは”の景観形成と集客交流拠点の確立

1-1

1

・スポーツ合宿・大会、大学等の調査研究者のニーズ把握　(平成29年度)
・休廃校中の小中学校の活用検討(平成29年度)

・スポーツ合宿・大会、大学等の調査研究、教育旅行等の受入体制の検討
・海遊び関連設備等の整備検討(シャワー・トイレ設備、海遊びに必要な道具類の充実他)
・宿泊環境整備の検討(既存宿泊施設、民泊、休廃校中の小中学校の活用他)
・市内の主要観光施設等におけるWi-Fiスポット整備の検討
・イルカ繁殖等の研究拠点施設整備の検討

未実施となった、スポーツ合宿・大会、大学等の調査研究者のニーズ把握を行うとともに、市外からの企業誘致、市内企業の規模
拡大、地域コミュニティー等も含めた休廃校中の小中学校の活用の可能性、一般の民家等の改修による、おためし居住のための
環境整備等も検討する。さらに、ブロードバンド整備に合わせWi-Fiスポット整備の検討も行う。

成果・課題等

研究拠点整備事業
(地方創生推進交付金事業)

農林水産課
研究拠点として活用する、津久見市
漁村センターの一部改修。

津久見市漁村センター２階の１部屋を大学等の研
究拠点として改修した。今後の有効活用が見込ま
れる。

政策企画課
日代・四浦・保戸島地区等のブロード
バンド整備(平成29～31年度予定)。

平成30年度には、イルカ島まで整備予定。全体的
に順調に推移している。

おもてなしトイレ緊急整備事
業(大分県おもてなしトイレ
緊急整備事業)

施策02 “多様な滞在ニーズ”に対応できる受入環境整備の検討

ブロードバンド整備事業

概要事業名 担当部署

重点施策

基本方針

商工観光課
研究拠点として活用する、津久見市
漁村センタートイレの改修。

平成29年度
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年間成果と課題(総括、達成目標・スケジュールに対する進ちょくなど)

施策の位置づけ

今後の取組方向(予定等)

施策内容(事業内容)の想定

達成目標

事業スケジュール

観光戦略会議及び津久見市議会からの指摘事項等

施策03 “若者が集う”つくみん公園のパワーアップ

つくみん公園来訪者の利便性向上のための環境整備を検討していくとともに、コンテナ293号を活用したミニイベント等により、子育
て世代の集客に努めていく。

・つくみん公園隣接遊休地にコンビニエンスストアが開店したことも、機能強化につながるものとして評価して良いと考えられる。
・公園の強化とともに、市中心部への導線強化も重要であると考えられる。
・進ちょく状況については、整備方針を示すに至っておらず事業の一部が未達であることから、今後の取組強化が必要であると考え
られる。

重点施策 “津久見の魅力を発信する”集客交流拠点整備

“津久見ならでは”の景観形成と集客交流拠点の確立

・コンテナ293号での観光案内機能の強化(観光情報、食・特産品情報、中心商店街情報他)
・子育て世代ファミリーがより楽しめるための環境整備(快適な利用環境の整備検討、遊具等の魅力向上他)

1-1

1基本方針

成果・課題等概要事業名

主な関連事業の概要と成果・課題等

公募型
まちづくり推進事業

政策企画課

市民団体が、まちづくり推進事業とし
て、公園遊具の滑り台を活用しウォー
タースライダーなどの水遊びイベント
を開催。また、定期的に朝市も開催。

公園遊具を使用したイベントを許可したのは初めて。夏
場の公園利用の可能性を十分示した結果となったが、
リスク管理などの課題は残る。また、朝市は継続的に
実施され、認知度も向上している。

平成29年度 -

平成30年度

・整備方針等に基づく環境整備(平成30年度～32年度)平成31年度

平成32年度

コンテナ293号に係員を常駐させ、観
光、商店街・飲食店の情報発信、案内
を実施。

本拠点での観光案内、問い合わせ対応等につい
て、公園利用者からの評判も良いと考えている。
今後は、コンテナ293号の更なる有効活用、常駐
係員の費用負担等が課題である。

復興ラーメン博㏌津久見へ
の協賛

商工観光課(津久見市周
遊活性化対策協議会)

平成30年3月25日につくみん公園で開
催された、復興ラーメン博㏌津久見へ
の協賛。

県内の有名なラーメン店(津久見市出身者の店舗
あり)数店舗が、復興イベントとして出店。初めて
の試みであったが、予想以上の集客で賑わい、つ
くみん公園の集客拡大の可能性を検証できた。

観光案内機能の強化として、コンテナ293号にて、観光、商店街・飲食店情報の発信を実施した。また、公募型まちづくり推進事業
や朝市、学校行事等での利用により、市内外から多くの方々が訪れており、市中心部の賑わい拠点として知名度、認知度も年々向
上している。

年度別の達成目標・事業スケジュールの進ちょく状況 ○

平成29年度
・コンテナ293号での観光案内機能の強化
・公園の全体配置(ゾーニング)・整備方針等の検討

平成30年度

平成33年度

・整備方針等に基づく環境整備及び新規遊具設置の検討・実施

-

平成31年度

平成32年度

平成33年度
・つくみん公園利用者数を平成28年度比で5割増　(平成33年度)

担当部署

津久見観光周遊性創出事
業(大分県地域課題対応
ツーリズム事業)

商工観光課(津久見市周
遊活性化対策協議会)
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年間成果と課題(総括、達成目標・スケジュールに対する進ちょくなど)

施策の位置づけ

今後の取組方向(予定等)

施策内容(事業内容)の想定

達成目標

事業スケジュール

観光戦略会議及び津久見市議会からの指摘事項等
・公共交通機関（タクシー等）の人手不足などが懸念される。
・進ちょく状況については、台風災害により事業の一部が未達となっており、今後の取組強化が必要であると考えられる。

平成30年度

平成29年度

・桜観光での公共交通利用者割合を3割増(主要
地点の平均)(平成30年度)
・つくみイルカ島への公共交通利用者割合を1割
増(観光バスを含む)(平成30年度)

・交通事業者の積極的活用(JRとの連携強化、観
光タクシー、周遊バス、クルージング等の活用推
進のための実証実験及び観光商品の造成等)(平
成29年度～31年度)

-

-

-

JRと連携した旅行商品造成、観光タクシーの検討、河津桜観光での周遊バス運行等の取組を実施し、公共交通の活性化に寄与し
ていく。その中で、桜観光での公共交通利用者を対前年度比30％増、つくみイルカ島への公共交通利用者を対前年度比10％増と
していくことを目指す。

四浦半島河津桜まつりの開
催(大分県地域活力づくり地
域創生事業〈復興〉)

商工観光課(津久見市周
遊活性化対策協議会)
観光協会

四浦地区に植えられた約4,600本の河
津桜を楽しむイベントを開催。 シャト
ルバス及び周遊バス運行、さくらSA他
での情報発信の実施。

例年よりも大幅に開花が遅れたが、会期を延長し
76,000人(前年比＋7％)の入込を得た。シャトルバ
ス及び周遊バスは延べ239人が利用。更なる飲食
メニュー・土産品等の充実化が課題である。

つくみイルカ島サイドパーク
指定管理業務

商工観光課
5月連休時の無料シャトルバスの運
行。

年間通じて最大の繁忙期である、5月連休時の対
策として毎年実施しているが、観光客の利便性向
上につながっている。

つくみ港まつりでのイルカ島
シャトルバス運行

商工観光課(津久見市周
遊活性化対策協議会)
観光協会

つくみ港まつりでの市内周遊対策強
化のため、つくみイルカ島往復(無料)
シャトルバスを運行。

毎年、駐車場が混雑する、納涼花火大会当日の
対策として実施しているが、多くの観光客が利用
している。

施策04 観光客の“多様な移動ニーズ”に対応できる二次交通網の強化と地域交通の活性化

主な関連事業の概要と成果・課題等

“誰もが楽しく” 周遊できる移動環境の整備

“津久見ならでは”の景観形成と集客交流拠点の確立

成果・課題等

地方創生人材育成事業
(地方創生推進交付金事業)

商工観光課
つくみ観光盛り上げ隊の活動の一環
として、クルージングの可能性を調査
(でるふぃーの)。

ナイトクルーズ＋工場夜景見学を実施。参加者20
名と外部講師1名(海島遊民くらぶ・江崎貴久氏)に
よる意見交換を行った。本企画の魅力が共有さ
れ、今後継続的に検討実施することとなった。

概要事業名 担当部署

1-2

1

重点施策

基本方針

・交通事業者の積極的活用(JRとの連携強化、観光タクシー、周遊バス、クルージング等の活用推進)
・交通機関と連携した観光商品の造成

遊覧船「でるふぃーの」、河津桜観光期の周遊バスを運行(航)は実施した。河津桜観光期には、福岡圏域、宮崎県等からの観光バ
ス、旅行会社やJRによる復興ツアー等も催行され、一定の成果は得たと思われる。台風第18号災害により、JR日豊本線が長期間
運休になるなど、交通事業者と連携した取組の大半が未実施となった。

年度別の達成目標・事業スケジュールの進ちょく状況 △

南阿蘇っ子応援プロジェクト
総務課
学校教育課
農林水産課　ほか

熊本地震で被災した、熊本県南阿蘇
村の小学生を対象とした交流事業に
て遊覧船でるふぃーのを活用。

平成28年度から継続的に実施し人的交流を深め
ている。南阿蘇村の小学生と、市民の双方から好
評を博している。

平成29年度

平成31年度

平成32年度

平成30年度
・交通事業者の積極的活用を推進するための実
証実験及び観光商品の造成等

・交通事業者と連携した観光商品の利用促進

-

平成33年度 -

-

平成31年度

平成32年度
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年間成果と課題(総括、達成目標・スケジュールに対する進ちょくなど)

施策の位置づけ

今後の取組方向(予定等)

施策内容(事業内容)の想定

達成目標

事業スケジュール

観光戦略会議及び津久見市議会からの指摘事項等

平成30年度に、観光案内サイン等の実態調査をあらためて実施し、集客交流拠点整備にスケジュールを合わせて、観光案内サイ
ンの整備を検討していく。

・進ちょく状況については、台風災害により事業が未実施となったことから、今後の取組強化が必要であると考えられる。

イルカの赤ちゃん誕生を祝う気運が醸成され、市
民を含む多くの来訪者が、イルカの赤ちゃんを見
るためにイルカ島を訪れた。

つくみイルカ島でイルカの赤ちゃん(つ
ばさくん)が誕生したことを記念・PRす
るための看板を市内(市民会館前広
告塔)に設置。

観光協会
イルカ赤ちゃん誕生記念看
板の設置

主な関連事業の概要と成果・課題等

事業名 担当部署 概要 成果・課題等

平成32年度

平成33年度

平成31年度

・計画に基づく観光案内サインの主要地点への設置　(平成31年度～33年度)

平成29年度 -

平成30年度 ・「(仮称)津久見市観光案内システム整備計画」の策定　(平成30年度)

“誰もが楽しく” 周遊できる移動環境の整備

“津久見ならでは”の景観形成と集客交流拠点の確立

・観光施設や見どころ等への公共案内システムの検討　(全体地図、誘導案内サイン、説明案内サイン他)

施策05 “分かりやすく”、景観や暮らしとも“調和した”公共案内システムの検討

1-2

1

重点施策

基本方針

平成29年度津久見市周遊活性化対策協議会事業として、市内に設置している観光看板等の現況調査を実施することとしていた
が、台風第18号災害業務を優先し、本年度は未実施となった。

年度別の達成目標・事業スケジュールの進ちょく状況 ×

平成33年度

・観光案内サインの整備

平成31年度

平成32年度

平成29年度

平成30年度 ・「(仮称)津久見市観光案内システム整備計画」の策定

・観光案内サインの実態調査(サイン所在地、デザイン、利用状況他)
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年間成果と課題(総括、達成目標・スケジュールに対する進ちょくなど)

施策の位置づけ

今後の取組方向(予定等)

施策内容(事業内容)の想定

達成目標

事業スケジュール

観光戦略会議及び津久見市議会からの指摘事項等

平成29年度
・桜植樹本数(総数)を10,000本以上(平成29年度)
・桜観光の入込客数を10万人／年以上(平成29年
度)

・長期間楽しめる桜観光の推進(顕在化している四浦、青江の他、市街地や長目などへの展開も検討)
・桜植樹の推進(河津桜、ヤマザクラ他)

・桜観光エリア整備計画　(平成29年度～30年度)

平成31年度

平成32年度 -

-

施策06 “西日本一”の桜観光の実現に向けた取組の推進

主な関連事業の概要と成果・課題等

“絵になる”景観の整備

“津久見ならでは”の景観形成と集客交流拠点の確立

事業名 担当部署 概要 成果・課題等

平成30年度は、千本桜植樹事業(500本)を実施し、河津桜植樹本数約5,000本以上を目指す。さらに、静岡県河津町との交流事業
を実施するとともに、津久見市桜観光実行委員会の機能及び広報宣伝の強化等により、桜観光の入込客数10万人を目指す。

1-3

1

重点施策

基本方針

台風被害で開催が危ぶまれた桜観光(第6回豊後水道河津桜祭り・第7回つくみ山桜まつり)は、地域住民の努力により開催され、特
に、河津桜観光については、前年を上回る76,000人の集客を得ることができた。台風第18号災害の影響で、推進交付金を活用し実
施する予定であった、千本桜植樹事業(2年目500本)が未実施となった。

年度別の達成目標・事業スケジュールの進ちょく状況 ○

四浦半島河津桜まつりの開
催(大分県地域活力づくり地
域創生事業〈復興〉)

商工観光課(津久見市周
遊活性化対策協議会)
観光協会

四浦地区に植えられた約4,600本の河
津桜を楽しむイベントを開催。 シャト
ルバス及び周遊バス運行、さくらSA他
での情報発信を実施。

例年よりも大幅に開花が遅れたが、会期を延長し
76,000人(前年比＋7％)の入込を得た。シャトルバ
ス及び周遊バスは延べ239人が利用。更なる飲食
メニュー・土産品等の充実化が課題である。

つくみ山桜まつりへの支援
商工観光課(津久見市周
遊活性化対策協議会)
観光協会

青江ダム周辺の約5,000本の山桜を
楽しむイベント(駅伝大会やウォークラ
リー等)の開催を支援。観光協会HP等
で情報発信を実施。

平成29年度
・四浦地区における河津桜の植樹推進
・桜観光エリア整備計画の検討(市街地、長目等を想定)
・津久見市桜観光実行委員会による桜観光の一体的推進

例年同様に多くの参加者が得られた。今後、観光
との結びつきを強めていくため、地区及び関係機
関との連携を深めていくことが課題である。

-平成30年度

・観光入込客数、観光消費額の大幅増加による“西日本一の桜観光”の実現

・整備計画に基づく植樹と環境整備の推進

平成32年度

平成33年度

平成30年度

平成31年度

・進ちょく状況については、台風災害により事業の一部が未達となっており、今後の取組強化が必要であると考えられる。
・本市を代表する観光資源に成長した「四浦半島河津桜」の更なる発展が期待される。
・静岡県河津町との交流事業の拡大・活用が期待される。
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年間成果と課題(総括、達成目標・スケジュールに対する進ちょくなど)

施策の位置づけ

今後の取組方向(予定等)

施策内容(事業内容)の想定

達成目標

事業スケジュール

観光戦略会議及び津久見市議会からの指摘事項等

津久見ならではの景観整備を計画的に検討していくとともに、我が国有数の景観である「鉱山・工場・港湾」の景観をいかしたプロ
グラム造成、ライトアップの検討等も引き続き行う。

施策07 “我が国でも稀有な景観”である「鉱山・工場・港湾」景観等の積極的活用

1-3

1

重点施策

基本方針

平成31年度 ・つくみん公園をはじめとする眺望スポットの環境整備検討(平成29年度～33年度)

平成29年度

平成30年度

商工会議所
桜観光期間を活用したフォトコンテス
トの開催。

本年も市内外から多くの作品応募があった。年々
知名度が向上し、恒例行事として定着しつつあ
る。本市の景観資源発掘につなげていくことが期
待される。

“絵になる”景観の整備

“津久見ならでは”の景観形成と集客交流拠点の確立

・つくみん公園をはじめとする視点場(ビュースポット)の環境整備検討
・工場・鉱山のライトアップ等の検討
・全国の工場夜景活用地域との連携

平成32年度

平成33年度

都市建設課
大友公園から海への眺めを遮ってい
る樹木の伐採を実施。

公園から市内中心部及び工場地帯への眺望を確
保でき、視点場としての魅力を高めることができ
た。

平岩松崎線、徳浦松崎線バ
イパス工事

土地対策課

平岩松崎線は津久見ICから松崎のセ
ブンイレブンまでのバイパス整備と、
徳浦から平岩松崎線へ接続する徳浦
松崎線のバイパス整備を実施。

完成すれば石灰山を眺めながら走行できるなど、
津久見特有のシークエンス景観を楽しむことがで
きる。ただ、事業完了年度が定まっていない。

地方創生人材育成事業
(地方創生推進交付金事業)

商工観光課
つくみ観光盛り上げ隊の活動の一環
として、クルージングの可能性を調査
(遊覧船でるふぃーの)。

ナイトクルーズ＋工場夜景見学を実施。参加者20
名と外部講師1名(海島遊民くらぶ・江崎貴久氏)に
より、意見交換を行った。企画の魅力的が共有さ
れ、今後継続的に検討実施することとなった。

遊覧船「でるふぃーの」を活用したナイトクルーズを実施するとともに、商工会議所の主催でフォトコンテストを実施した。参加者の満
足度も高く、更なる積極的活用が望まれる。視点場の整備検討は、台風第18号災害業務の対応を優先したことから未実施となっ
た。

年度別の達成目標・事業スケジュールの進ちょく状況 ○

-平成30年度

平成32年度

平成33年度 -

-

-平成31年度

平成29年度
・特に優れた視点場(ビュースポット)の選定
・視点場(ビュースポット)の整備検討
・観光イベントに合わせたライトアップの実施検討

・進ちょく状況については、台風災害により事業の一部が未達となっており、今後の取組強化が必要であると考えられる。

主な関連事業の概要と成果・課題等

事業名 担当部署 概要 成果・課題等

大分県森林環境保全推進
関係事業(次世代につなぐ
景観資源再生事業)

フォトコンテストの開催
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年間成果と課題(総括、達成目標・スケジュールに対する進ちょくなど)

施策の位置づけ

今後の取組方向(予定等)

施策内容(事業内容)の想定

達成目標

事業スケジュール

観光戦略会議及び津久見市議会からの指摘事項等

本年も創意工夫のもと実施され、市民への本市へ
の関心向上や愛着醸成に貢献したと考えている。
今後も継続的な取組が重要である。

毎年の恒例行事であり、参加者の満足度も高い。
国民文化祭にあわせたプログラム造成が望まれ
る。

商工観光課
大分県石灰工業会が実施する、フレ
スコ画等の取組への支援。

毎年実施しているフレスコ画教室に加えて、ふる
さと振興祭での、フレスコ画づくり体験等の実施を
通じて、親子連れ客をはじめとする市民等の本市
の産業への関心向上に貢献した。

学校教育課
ふるさと教育でのセメント工場・石灰
石鉱山見学の実施。

平成32年度 -

事業名

ふるさと教育

大分県石灰工業会への支
援

地域資源発掘事業

津久見市ふるさと振興祭

平成31年度 -

平成29年度 -

平成30年度 -

親子が遊んで学べる“地球体験”観光プログラム開発と体制づくり

“全国に誇る”地域産業との連携による観光商品開発と市中心部の賑わい創出

・石灰石・セメント産業を楽しく学べる体験プログラムの開発(見学、体験、安全教育、資料展示他)

生涯学習課
珪石の副読本「知っていますか？津
久見のチャート」の編集制作など。

市内小中学校及び関係企業に配付することがで
き、今後学習材料としての活用していく。

商工観光課(ふるさと振興
祭実行委員会)

ふるさと振興祭における石灰石鉱山
見学の実施。

2-1

2

重点施策

基本方針

今年度は、「地球の歴史と繋がる宇宙ロマン～津久見」をテーマに、「国民文化祭・おおいた2018」、「届け宇宙へ！響き合う歌声！
合唱の祭典in津久見」が、10月21日に開催される。期間中関連行事として、フレスコ画の取組、網代島体験事業、ふるさと振興祭、
津久見モイカフェスタ等も開催するが、この期間にあわせ、石灰石・セメント産業を楽しく学べる体験プログラムについて検討してい
く。

ふるさと振興祭において、企業の協力を得て鉱山・工場見学を実施した。また、学習材料として、「知っていますか？津久見の
チャート」と題した珪石の副読本を作成し市内小中学校及び関係企業へ配付し、さらに、ふるさと教育、大分県石灰工業会の活動な
ど、取組の継続を図った。石灰石・セメント産業をテーマとした、一般観光客向けのツアー商品開発については、一昨年度はモニ
ターツアーを実施し好評を得ていたが、昨年度は、台風第18号災害業務の対応のため未実施となった。

年度別の達成目標・事業スケジュールの進ちょく状況 ○

施策08 “津久見の自慢”「石灰石・セメント産業」体験観光の実現

担当部署 概要 成果・課題等

主な関連事業の概要と成果・課題等

平成33年度 ・教育旅行の受入開始

平成31年度
・旅行会社への営業強化、団体ツアーの受入開始
・教育旅行受入に向けた体制の強化、教育旅行受入に向けた営業実施

平成32年度

平成33年度
・体験プログラム数50件以上(平成33年度)
・体験プログラム参加者数500人／年以上(平成33年度)
・教育旅行の受入件数3件／年以上(平成33年度)

・フレスコ画のPRなどは、これまで以上に積極的に行うべきと考えられる。
・進ちょく状況については、台風災害により事業の一部が未達となっており、今後の取組強化が必要であると考えられる。

平成29年度
・個人旅行者等を対象とした体験プログラムの検討
・個人旅行者等を対象としたモニターツアーの実施

平成30年度 ・体験プログラムの商品化、個人旅行者への営業強化
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年間成果と課題(総括、達成目標・スケジュールに対する進ちょくなど)

施策の位置づけ

今後の取組方向(予定等)

施策内容(事業内容)の想定

達成目標

事業スケジュール

観光戦略会議及び津久見市議会からの指摘事項等

本年も、同法人が縁がある研究者等を参加者とし
て招き、ボランティアと共に、本市の自然を生かし
た魅力的な体験プログラムを提供した。今後も継
続的な取組が期待される。

つくみ観光盛り上げ隊、津久見くらし
の体験博覧会「津っぱく」を開催。市
民発意による体験観光商品造成を促
すとともに、人材発掘を実践。

事業名 担当部署 概要 成果・課題等

平成29年度 -

主な関連事業の概要と成果・課題等

地方創生人材育成事業
(地方創生推進交付金事業)

商工観光課

つくみ観光盛り上げ隊による、網代島視察及び網
代島周辺でのシーカヤックイベントを開催し、サイ
トや周辺の魅力を共有することが出来た。ガイド
人材の発掘が課題である。

地質資源発掘事業 生涯学習課
珪石の副読本を作成配付及び文化財
の案内板を作成。

小学校高学年でも理解できる内容の副読本を製
作し、小5～中3の児童・生徒及び関係企業等に配
付し、本市産業と関わりの深い資源の普及啓発を
行った。また、市内文化財の案内板を拡充した。

平成29年度
・ジオ講演会・学習会(仮称)の開催
・個人旅行者等を対象とした体験プログラムの検討
・個人旅行者等を対象としたモニターツアーの実施

海の学校実行委員会への
支援

政策企画課
NPO法人きらり・つくみが主催する、
無垢島での自然体験学習(地質研究
等の取組)への支援。

つくみ観光盛り上げ隊の取組において、網代島の地質や地層の視察や、これらと組み合わせた網代島周辺でシーカヤック＆SUP
の取組を実施した。また、海の学校実行委員会への支援や、珪石の副読本の作成・配付も実施した。一昨年度に河津桜観光期に
実施した網代島見学会は、台風災害対応により未実施となった。

年度別の達成目標・事業スケジュールの進ちょく状況 ○

平成30年度 ・体験プログラムの商品化、個人旅行者への営業強化

平成32年度

平成33年度
・体験プログラム数50件以上(平成33年度)
・体験プログラム参加者数500人／年以上(平成33年度)
・教育旅行の受入件数3件／年以上(平成33年度)

親子が遊んで学べる“地球体験”観光プログラム開発と体制づくり

“全国に誇る”地域産業との連携による観光商品開発と市中心部の賑わい創出

2-1

2

重点施策

基本方針

施策09 “世界最古”の宇宙塵と“夢が詰まった”ジオ体験観光の実現

・ジオ講演会・学習会(仮称)の開催
・宇宙塵や地質・地層に秘められた歴史や謎を紐解くガイドツアーの開発
・教育旅行や体験学習向けのプログラムの開発

今年度は、「地球の歴史と繋がる宇宙ロマン～津久見」をテーマに、「国民文化祭・おおいた2018」、「届け宇宙へ！響き合う歌声！
合唱の祭典in津久見」が、10月21日に開催される。期間中の関連行事、フレスコ画の取組、網代島体験事業を効果的に実施し、ジ
オ体験観光の実現につなげていく。

・網代島は貴重な資源であるが、まだ十分に観光活用されていないと感じられる。
・進ちょく状況については、台風災害により事業の一部が未達となっており、今後の取組強化が必要であると考えられる。

平成33年度 ・教育旅行の受入開始

平成31年度
・旅行会社への営業強化、団体ツアーの受入開始
・教育旅行受入に向けた体制の強化、教育旅行受入に向けた営業実施

平成30年度 -

平成31年度 -

平成32年度 -
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年間成果と課題(総括、達成目標・スケジュールに対する進ちょくなど)

施策の位置づけ

今後の取組方向(予定等)

施策内容(事業内容)の想定

達成目標

事業スケジュール

観光戦略会議及び津久見市議会からの指摘事項等

平成28年度から継続的に実施し人的交流を深め
ている。南阿蘇村の小学生と、市民の双方から好
評を博している。

つくみ観光盛り上げ隊、津久見くらし
の体験博覧会「津っぱく」を開催。市
民発意による体験観光商品造成を促
すとともに、人材発掘を実践。

事業名 担当部署 概要 成果・課題等

平成29年度 -

主な関連事業の概要と成果・課題等

地方創生人材育成事業
(地方創生推進交付金事業)

商工観光課
つくみ観光盛り上げ隊による取組や津っぱくを通
じて網代島、荒代、保戸島での体験プログラム開
発が進んだ。

海の学校実行委員会への
支援

政策企画課
NPO法人が主催する、無垢島での自
然体験学習への支援。

NPO法人並びに有志（大学教員等も含む）による
活動が毎年継続され、好評を得ている。本年も多
くの子供たちが参加し、自然体験活動や無垢島の
島民との交流が実施された。

平成29年度
・新たな海遊び体験プログラムやイベントの新規開発
・個人旅行者等を対象としたモニターツアーの実施

本市を代表する海水浴場として、多くの方々に利
用されており、今後は、海遊び体験の実践場所と
して期待がかかる。

南阿蘇っ子応援プロジェクト
総務課
学校教育課
農林水産課　ほか

熊本地震で被災した、熊本県南阿蘇
村の小学生を対象とした交流事業に
て、高浜海岸で海遊びを実践。

つくみ観光盛り上げ隊の取組において、網代島・荒代でシーカヤック・SUPツアーを試行したほか、津っぱくでは、保戸島で海の資
源を活用した3プログラムを実証した。また、無垢島での自然体験学習や南阿蘇っ子応援プロジェクトも好評を博している。以前、大
分銀行が主催・実施した台湾からのモニターツアーにおいても、保戸島の評価は高く、海、島の魅力をいかした観光商品造成への
機運は醸成されつつあると思われる。

年度別の達成目標・事業スケジュールの進ちょく状況 ◎

高浜海水浴場の運営支援 観光協会
地元高浜区と協議し、高浜海水浴場
の運営を支援。

平成30年度
・指導員(インストラクター)育成
・無垢島・保戸島での自然体験プログラムの拡充
・体験プログラムの商品化、個人旅行者への営業強化

平成32年度

平成33年度
・体験プログラム数50件以上(平成33年度)
・体験プログラム参加者数500人／年以上(平成33年度)
・教育旅行の受入件数3件／年以上(平成33年度)

親子が遊んで学べる“地球体験”観光プログラム開発と体制づくり

“全国に誇る”地域産業との連携による観光商品開発と市中心部の賑わい創出

2-1

2

重点施策

基本方針

施策10 “目指せ海の子！”海遊び体験観光の実現

・無垢島・保戸島での自然体験プログラムの拡充
・指導員(インストラクター)の育成
・海遊びスポットの整備
・海遊び体験プログラムやイベントの新規開発

つくみ観光盛り上げ隊や津っぱくの活動を通じて、シーカヤック・SUPとイルカ島の連携、新たに誕生したシーカヤック団体と連携し
たツアー実践等、更に発展した取組に挑戦するほか、引き続き、保戸島や無垢島でのプログラム造成を推進する。また、平成30年
度に、大分県と共同にて、「保戸島の魅力を活かしたツーリズム促進事業」を津久見市周遊活性化対策協議会にて実施する。さら
に、7月から「地域おこし協力隊」を保戸島に配置することとしており、今後の事業が加速していくと期待している。

・進ちょく状況は順調であり、事業成果も顕在化していることから、今後も継続的に取り組んでいくことが望まれる。

平成33年度 ・教育旅行の受入開始

平成31年度
・旅行会社への営業強化、団体ツアーの受入開始
・教育旅行受入に向けた体制の強化、教育旅行受入に向けた営業実施

平成30年度 -

平成31年度 -

平成32年度 -
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年間成果と課題(総括、達成目標・スケジュールに対する進ちょくなど)

施策の位置づけ

今後の取組方向(予定等)

施策内容(事業内容)の想定

達成目標

事業スケジュール

観光戦略会議及び津久見市議会からの指摘事項等

ふるさと教育 学校教育課
ふるさと教育でのイルカ島の見学イル
カとのふれあい体験等の実施。

本年も創意工夫のもと実施され、市民への本市へ
の関心向上や愛着醸成に貢献したと考えている。
今後も継続的な取組が重要である。

毎年来訪し、河津桜観光、観光推進体制等のアド
バイスを得ている。今回は、つくみイルカ島の集客
アップ、つくみマルシェの売上増を目的とした、両
者のコラボによるインドア体験の提案があった。

つくみイルカ島でイルカの赤ちゃん(つ
ばさくん)が誕生したことを記念・PRす
るための看板を市内(市民会館前広
告塔)に設置。

事業名 担当部署 概要

熊本地震で被災した、熊本県南阿蘇
村の小学生を対象とした交流事業に
てイルカ島での体験等を実施。

つくみ港まつりでのイルカ島
シャトルバス運行

商工観光課(津久見市周
遊活性化対策協議会)

つくみ港まつりでの市内周遊対策強
化のため、つくみイルカ島往復(無料)
シャトルバスを運行。

毎年、駐車場が混雑する、納涼花火大会当日の
対策として実施しているが、多くの観光客が利用
している。

成果・課題等

平成29年度 -

主な関連事業の概要と成果・課題等

イルカ赤ちゃん誕生記念看
板の設置

観光協会
イルカの赤ちゃん誕生を祝う気運が醸成され、市
民を含む多くの来訪者が、イルカの赤ちゃんを見
るためにイルカ島を訪れた。

全国イルカ繁殖研究サミット
推進事業(地方創生推進交
付金事業)

農林水産課

平成29年7月4日(火)「全国イルカ繁殖
研究サミット」を開催。また、その後も
全国の水族館・大学等と連携した研
究を継続。

「全国イルカ繁殖研究サミット」は全国的な注目を
浴び、今後の、イルカ島事業の発展に寄与したと
思われる。

平成28年度から継続的に実施し人的交流を深め
ている。南阿蘇村の小学生と、市民の双方から好
評を博している。

平成29年度
・全国イルカ繁殖研究サミットの開催
・個人旅行者等を対象とした体験プログラムの検討
・個人旅行者等を対象としたモニターツアーの実施

積極的な広報を行い、期間中に約1万人の来場が
あった。イルカ島の入場者増及び市内周遊の促
進効果もあり、観光消費の増に着実につながって
いる。

専門家の招へい(地方創生
推進交付金事業)

商工観光課
平成30年2月24日(土)～26日(月)　株
式会社ヤマト代表取締役・木下裕三
氏(北海道ニセコ町)を招へい。

イルカ島フェスティバルでは、積極的な広報を行い、期間中に約1万人の来場があった他、つくみ港まつり期間中のシャトルバス運
行等を通じて普及啓発を図った。また、ふるさと教育や南阿蘇っ子応援プロジェクトを通じて、児童生徒への学習・体験の機会を提
供した。更に、㈱マリーンパレス　つくみイルカ島事業所との共同による「全国イルカ繁殖研究サミット」では、全国の水族館関係者・
大学をはじめ、水産庁、九経局、大分県、青森県むつ市、和歌山県太地町の行政関係者の参加もあり、イルカ繁殖拠点として全国
展開を目指すための基盤が構築されつつあると考えている。
年度別の達成目標・事業スケジュールの進ちょく状況 ◎

つくみイルカ島フェスティバ
ルの開催

商工観光課(津久見市周
遊活性化対策協議会)
観光協会

5月連休時のイルカ島＋市中心部で
のイベント開催。

平成30年度 ・体験プログラムの商品化、個人旅行者への営業強化

平成32年度

平成33年度
・体験プログラム数50件以上(平成33年度)
・体験プログラム参加者数500人／年以上(平成33年度)
・教育旅行の受入件数3件／年以上(平成33年度)

親子が遊んで学べる“地球体験”観光プログラム開発と体制づくり

“全国に誇る”地域産業との連携による観光商品開発と市中心部の賑わい創出

2-1

2

重点施策

基本方針

施策11 “イルカ博士になろう！”イルカ体験学習観光の実現

・全国イルカ繁殖研究サミットの開催
・つくみイルカ島の利用促進策の検討
・海の生き物や地球規模の海洋環境等を学べる体験プログラムの開発

平成30年度も、全国の大学と連携したイルカ研究の取組を継続し、その中で、イルカ介在療法等の取組も実施する。さらに、シーカ
ヤックプログラムとの連携や、四浦地区を対象としたプログラム造成検討も行っており、今後とも、個人・団体ツアー、教育旅行誘
致、市内小中学校への学習機会の提供等を積極的に実施する。さらに、これまでの研究成果による2頭目のイルカの赤ちゃんの誕
生（人工授精）も期待されており、連携した学習プログラムや体験プログラム開発も併せて検討・実施する。

・全国イルカ繁殖研究サミットの開催は、全国的に見ても特筆すべきものと考えられる。
・進ちょく状況は順調であり、事業成果も顕在化していることから、今後も継続的に取り組んでいくことが望まれる。

南阿蘇っ子応援プロジェクト
総務課
学校教育課
農林水産課　ほか

平成33年度 ・教育旅行の受入開始

平成31年度
・旅行会社への営業強化、団体ツアーの受入開始
・教育旅行受入に向けた体制の強化、教育旅行受入に向けた営業実施

平成30年度 -

平成31年度 -

平成32年度 -
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年間成果と課題(総括、達成目標・スケジュールに対する進ちょくなど)

施策の位置づけ

今後の取組方向(予定等)

施策内容(事業内容)の想定

達成目標

事業スケジュール

観光戦略会議及び津久見市議会からの指摘事項等

つくみ観光盛り上げ隊、津久見くらし
の体験博覧会「津っぱく」を開催。市
民発意による体験観光商品造成を促
すとともに、人材発掘を実践。

事業名 担当部署 概要 成果・課題等

平成29年度 -

主な関連事業の概要と成果・課題等

地方創生人材育成事業
(地方創生推進交付金事業)

商工観光課

講師(やまだワンダフル体験ビューロー・服部真理
氏)から保戸島の魅力について助言を得た。また、
津っぱくでは体験プログラムを3件実践。参加者少
数も、高い満足度を得ることができた。

専門家の招へい(地方創生
推進交付金事業)

商工観光課
平成30年3月25日(日)～26日(月)　商
品開発アドバイザー・上垣真子氏(東
京都)の招へい。

3月26日(月)に、観光商品開発のため、保戸島視
察を実施し、今後につながるアドバイスを得た。

平成29年度
・個人旅行者等を対象とした体験プログラムの検討
・個人旅行者等を対象としたモニターツアーの実施

つくみ観光盛り上げ隊の取組の一環として講師招へいも含めて複数回の視察を実施したほか、津っぱくの取組では、地元住民等
の実践により3プログラムの実証を行った。以前、大分銀行が主催し実施した台湾からのモニターツアーにおいても、保戸島の評価
は高く、島の魅力をいかした観光商品造成への機運は醸成されつつあると思われる。

年度別の達成目標・事業スケジュールの進ちょく状況 ◎

平成30年度 ・体験プログラムの商品化、個人旅行者への営業強化

平成32年度

平成33年度
・体験プログラム数50件以上(平成33年度)
・体験プログラム参加者数500人／年以上(平成33年度)
・教育旅行の受入件数3件／年以上(平成33年度)

親子が遊んで学べる“地球体験”観光プログラム開発と体制づくり

“全国に誇る”地域産業との連携による観光商品開発と市中心部の賑わい創出

2-1

2

重点施策

基本方針

施策12 “島を歩こう！”保戸島の魅力をいかしたツーリズムの実現

・観光ルート等の整備強化
・ウォーキングツアープログラムの開発
・島体験プログラムの開発(漁業体験、釣り体験、イカ干しや家庭料理の体験他)
・観光商品化に向けた課題の整理と解決(休憩場所やトイレ等の検討、ウォーキングコースのメンテナンス方法の検
討他)

平成30年度に、大分県と共同にて、「保戸島の魅力を活かしたツーリズム促進事業」を津久見市周遊活性化対策協議会にて実施
する。さらに、7月から「地域おこし協力隊」を保戸島に配置することとしており、今後の事業が加速していくと期待している。

・進ちょく状況は順調であり、事業成果も顕在化していることから、今後も継続的に取り組んでいくことが望まれる。今後の保戸島観
光の推進に期待したい。

平成33年度 ・教育旅行の受入開始

平成31年度
・旅行会社への営業強化、団体ツアーの受入開始
・教育旅行受入に向けた体制の強化、教育旅行受入に向けた営業実施

平成30年度 -

平成31年度 -

平成32年度 -
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年間成果と課題(総括、達成目標・スケジュールに対する進ちょくなど)

施策の位置づけ

今後の取組方向(予定等)

施策内容(事業内容)の想定

達成目標

事業スケジュール

観光戦略会議及び津久見市議会からの指摘事項等

津久見山椒の出荷は500㎏(関西)を超え、ざぼん
協議会も設立した。水産物の関西・中部地域への
出荷、県内外での出店販売PR、小学校での料理
教室・水産物の提供等、取組成果があった。

事業名 担当部署 概要

講師(海島遊民くらぶ・江崎貴久氏、商品開発アド
バイザー・上垣真子氏、やまだワンダフル体験
ビューロー・服部真理氏)から、本市のみかん農業
や関連施設等の魅力や活用方法について指摘を
得た。つくみ観光盛り上げ隊によるみかん狩りツ
アーを実践した。

地方創生人材育成事業
(地方創生推進交付金事業)

商工観光課

つくみ観光盛り上げ隊、津久見くらし
の体験博覧会「津っぱく」を開催。市
民発意による体験観光商品造成を促
すとともに、人材発掘を実践。

成果・課題等

平成29年度 -

主な関連事業の概要と成果・課題等

平成29年度
・個人旅行者等を対象とした体験プログラムの検討
・個人旅行者等を対象としたモニターツアーの実施

就農希望者への研修等を通じて農業の担い手育
成を実施した。今後６次化への意識を高めなが
ら、体験プログラム開発とも連携していく。

津久見産品ブランド化事業 農林水産課
みかん(ざぼん)、津久見山椒、津あ
じ・津さば等の第1次産品のブランド化
事業。

つくみ観光盛り上げ隊による現地視察(みかん小屋、モノラック、農家への農村行事や体験受入可能性等に関するヒアリング他)を
実施し、講師も交えたツアー等も通じて体験プログラム開発に向けた可能性を検討した。また、漁業については、津っぱくでクロメ巻
きや釣りなどを行うツアーを実践した。今後とも、第1次産品のブランド化、後継者育成もあわせて推進していく必要があると思われ
る。

年度別の達成目標・事業スケジュールの進ちょく状況 ◎

農業担い手育成総合支援
事業

農林水産課
就農希望者を対象とした相談、短期・
中期の就農研修の開催など。

平成30年度 ・体験プログラムの商品化、個人旅行者への営業強化

平成32年度

平成33年度
・体験プログラム数50件以上(平成33年度)
・体験プログラム参加者数500人／年以上(平成33年度)
・教育旅行の受入件数3件／年以上(平成33年度)

親子が遊んで学べる“地球体験”観光プログラム開発と体制づくり

“全国に誇る”地域産業との連携による観光商品開発と市中心部の賑わい創出

2-1

2

重点施策

基本方針

施策13 “農家・漁師になろう”農漁業ふれあい体験観光の実現

・バックヤード作業を含めた体験プログラムの開発
・農漁家民泊の実施検討
・教育旅行や体験学習向けのプログラムの開発

引き続き、つくみ観光盛り上げ隊による魅力発掘や、津っぱくを通じたツアー実践を通じて、引き続き農漁家等と連携しながら、体験
プログラムの開発を推進する。また、昨今訪日外国人も含めて注目が高まっている農漁家民泊の可能性についても検討を行う。あ
わせて、第1次産品のブランド化、後継者育成にも精力的に取り組む。

・農作業体験ツアーなどを実施し、津久見みかんの再生、ブランド化につなげていく必要があると考えられる。
・進ちょく状況は順調であり、事業成果も顕在化していることから、今後も継続的に取り組んでいくことが望まれる。
・津久見みかんのブランド化復活の期待は大きいので、今後の更なる取組強化が期待される。

平成33年度 ・教育旅行の受入開始

平成31年度
・旅行会社への営業強化、団体ツアーの受入開始
・教育旅行受入に向けた体制の強化、教育旅行受入に向けた営業実施

平成30年度 -

平成31年度 -

平成32年度 -
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年間成果と課題(総括、達成目標・スケジュールに対する進ちょくなど)

施策の位置づけ

今後の取組方向(予定等)

施策内容(事業内容)の想定

達成目標

事業スケジュール

観光戦略会議及び津久見市議会からの指摘事項等
・豊後水道ではサメが捕獲されることから、「シャークバーガー」等の特徴的な企画を検討しても良いのではないか。
・進ちょく状況は順調であり、食観光の売上金額は増加しているが、商店や飲食店等が観光による効果を実感できているか懸念さ
れる。更なる連携強化が望まれる。

春爛漫～期間限定お土産
品企画～

観光協会
(つくみマルシェ)

河津桜の開花期間中、市内の菓子
店・土産店と協力し、河津桜関連商品
をつくみマルシェで販売。

前年同期の売上高を上回るなど、大きな成果を上
げた。市内菓子・土産店との関係強化にも貢献し
た。更なる関連商品の充実化が課題である。

主な関連事業の概要と成果・課題等

成果・課題等

つくみかんソフトを開発。新たな看板商品として認
知が拡大している。更なる新商品開発が課題であ
る。

四浦半島河津桜まつりでの特産品等の販売を推
進することにより、市内事業者の商品開発への意
識を啓発した。

特産品開発については、つくみマルシェを中心に、アドバイザーを招へいした勉強会等での試作や評価等を通じて人材育成を図る
とともに、具体的な商品開発を実践するなど、商品開発が一定程度進んだ。また、名物メニューの強化については、津久見ひゅうが
丼キャンペーン、津久見モイカフェスタ等でのPR活動を通じて一定の成果が見られた。また、津久見産品ブランド化事業において、
津久見山椒のブランド化推進や「ざぼん協議会」の取組が開始された。

◎

水害の影響を考慮し、つくみマルシェのみで開
催。商品開発への意欲向上に貢献した。試作品を
基に議論し、具体的な商品造成に繋がった。更な
る商品開発強化が課題である。

津久見ひゅうが丼キャン
ペーン

観光協会
恒例のご当地メニューPRキャンペー
ン。飲食店8店舗、菓子・土産店等8店
舗が参加。

津久見ひゅうが丼は、これまでの取組の蓄積により本
市の代名詞となりつつあるが、本年も、飲食店の理解・
協力のもとで飲食メニューや食材の品質管理が徹底さ
れ、ブランド力の維持向上に努めた。

がんばろう津久見！モイカ
フェスタ＋ヨコヅーナ(大分
県地域活力づくり地域創生
事業〈復興〉)

観光協会
恒例のご当地メニューPRキャンペー
ン。全国的にも珍しい「漁師×漁協×
料理人」による三位一体の取組。

モイカフェスタメニューにヨコヅーナを組み合わせ
たメニュー開発を誘導し、客単価の向上につな
がった。産地・品質管理を徹底し、津久見産モイカ
のブランド力を高めた。

津久見産品ブランド化事業 農林水産課
みかん(ざぼん)、津久見山椒、津あ
じ・津さば等の第1次産品のブランド化
事業。

津久見山椒の出荷は500㎏(関西)を超え、ざぼん
協議会も設立した。水産物の関西・中部地域への
出荷、県内外での出店販売PR、小学校での料理
教室・水産物の提供等、取組成果があった。

つくみマルシェにて、3月25日(日)に実施した、観
光商品開発勉強会にアドバイザーとして参加しア
ドバイスを行った。

平成30年3月25日(日)～26日(月)　商
品開発アドバイザー・上垣真子氏(東
京都)を招へい。

商工観光課
専門家の招へい(地方創生
推進交付金事業)

まぐろ・津久見山椒消費拡
大事業（地方創生推進交付
金事業）

津久見まぐろ研究会

「ヨコヅーナ」、「津久見山椒」の知名度
アップ、まぐろ商品の開発・消費拡大を図
るため、食イベント等への参加・開催、料
理講習会、先進地視察等を実施。

本事業により、特に、「ヨコヅーナ」の知名度アッ
プ、消費拡大が着実に図られており、全体的な食
観光の売上金額増に大きく寄与している。また、
津久見山椒も徐々に認知度が高まっている。

施策14 “津久見らしい”食と特産品の開発とブランド力の強化

“津久見らしい”食と特産品の開発・提供・発信力の強化

平成33年度 -

事業名 担当部署 概要

平成30年度 -

平成31年度 ・新加工品・土産品・食メニューの開発10 件／年以上　(平成31 年度)

平成32年度 -

商工観光課

本市における新たな特産品開発に向
けて商品開発アドバイザー・上垣真子
氏を招へいし、つくみマルシェを対象
とした勉強会を開催。

地域の特産品を活用した新商品を開
発。

観光協会

四浦地区に植えられた約4,600本(九
州最大級)の河津桜を楽しむイベント。
さくらSA他での特産品の販売及び情
報発信を実施。

地方創生人材育成事業
(地方創生推進交付金事業)

既存の特産品や名物メニューのプロモーション強化及びブランド管理の徹底を図る必要がある。また、第1次産品を活用した新たな
特産品の開発に向けて、生産者や加工事業者・団体等への意識啓発を図るとともに、販売事業者(飲食店、つくみマルシェ、うみ
えーる、露天販売(青空市を検討)の開催など)の取組も強化していく必要がある。特に、津久見みかんの復活とブランド強化、津久
見山椒や「ざぼん」等のブランド化推進等には大きな期待が寄せられてくると思われ、出店者の組織化等を検討し集客交流拠点に
つなげていく必要がある。

四浦半島河津桜まつりの開
催(大分県地域活力づくり地
域創生事業〈復興〉)

観光協会
つくみマルシェにおける商品
開発

平成29年度
・名物メニューの強化と新規開発に向けた勉強会
・第1次産品等の加工場等の整備検討

平成30年度

・集客交流拠点での販売・提供に向けた勉強会
※開発支援(専門家派遣、開発費の支援、試験販売等)
※地域間連携による勉強会(情報交換会)も含む
・商談会への参加、流通販売関係者の招へい等

平成31年度
・新商品等の供給体制構築支援及び販売開始
※専門家派遣、事業拡大のための融資制度等の活用促進他

2-2

2

重点施策

基本方針

平成29年度 -

“全国に誇る”地域産業との連携による観光商品開発と市中心部の賑わい創出

・既存の特産品・食メニューのブランド力強化(マグロ、モイカ、津久見みかん、津久見山椒、菓子、津久見ひゅうが
丼、津久見産養殖本まぐろ、津久見の地魚他)
・新たな特産品・食メニューの開発(新商品、パッケージデザイン他)
・地域間連携による新たな食魅力の開発
・第1次産品等の加工場等の整備検討
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年間成果と課題(総括、達成目標・スケジュールに対する進ちょくなど)

施策の位置づけ

今後の取組方向(予定等)

施策内容(事業内容)の想定

達成目標

事業スケジュール

観光戦略会議及び津久見市議会からの指摘事項等

本事業により、特に、「ヨコヅーナ」の知名度アッ
プ、消費拡大が着実に図られており、全体的な食
観光の売上金額増に大きく寄与している。また、
津久見山椒も徐々に認知度が高まっている。

ふるさと納税の推進 政策企画課 返礼品の新規開発、PR等。

“全国に誇る”地域産業との連携による観光商品開発と市中心部の賑わい創出

2-2

2

平成29年度 -

平成30年度 -

平成31年度 ・食イベントにおける売上　平成28年度比で5割以上増加(平成31年度)

平成32年度 -

概要

重点施策

基本方針

平成29年度は全71品目を揃え、ふるさと納税の件
数は約1900件、金額は約5,400万円であった。返
礼品の拡充や情報発信の強化に加え、水害支援
への機運が高まったことで寄付金額が倍増した。

“津久見らしい”食と特産品の開発・提供・発信力の強化

年間を通じた食プロモーションイベント・キャンペーンの実施を目指す。また、特産品においては、引き続き商品開発(勉強会も含む)
を推進し、販路拡大や、ふるさと納税の実績拡大、WEBサイトを活用した情報発信・販売にも取り組む。さらに、集客交流拠点へ向
け、飲食店組合の取組を強化する。

成果・課題等
・域内消費の拡大(年間を通じた食イベントの展開、市民消費の拡大他)
・域外への販路拡大・営業(販売網の強化、通販やふるさと納税の取組強化)

施策15 “ノウハウ蓄積・ネットワーク強化”による食と特産品の流通・販売機会の拡大

四浦半島河津桜まつりの開
催(大分県地域活力づくり地
域創生事業〈復興〉)

観光協会

四浦地区に植えられた約4,600本(九
州最大級)の河津桜を楽しむイベント。
さくらSA他での特産品の販売及び情
報発信を実施。

四浦半島河津桜まつりでの特産品等の販売を推
進することにより、市内事業者の商品開発への意
識を啓発した。

主な関連事業の概要と成果・課題等

事業名 担当部署

津久見ひゅうが丼キャン
ペーン

観光協会
恒例のご当地メニューPRキャンペー
ン。飲食店8店舗、菓子・土産店等8店
舗が参加。

プレゼント応募総数963件、食数8,421食(前年比
△20％)、売上約730万円(前年比△21％)。被災休
業等で昨年度実績を下回ったが一定の成果を得
た。

がんばろう津久見！モイカ
フェスタ＋ヨコヅーナ(大分
県地域活力づくり地域創生
事業〈復興〉)

観光協会
恒例のご当地メニューPRキャンペー
ン。全国的にも珍しい「漁師×漁協×
料理人」による三位一体の取組。

プレゼント応募総数1,971件、食数8,911食(前年比
＋4％)、売上約1,820万円(前年比＋17％)。売上・
食数ともに昨年実績を上回り、平均消費単価も向
上した。

4～6月を除く年間を通じて食プロモーションイベント・キャンペーンを実施し、市内での食消費拡大に大きく貢献した。特産品におい
ては、外部講師の招へい・勉強会開催等を通じて、消費者や流通目線での開発の重要性が周知され始めたほか、津久見山椒や
「ざぼん」など新たな農産物ブランドづくりの取組も前進した。また、ふるさと納税では、平成28年度実績を大きく上回る約5,400万円
の実績となった。

年度別の達成目標・事業スケジュールの進ちょく状況 ◎

農林水産課
津久見山椒のブランド化へ向けて、関
西方面への出荷と、地元紙への記事
の掲載による産地アピール。

津久見山椒を関西方面に約500kg出荷し、料亭等
を中心に高値で販売できた。今後更なる出荷増を
通じて本市特産品へと育成を図ることが目標。

まぐろ・津久見山椒消費拡
大事業（地方創生推進交付
金事業）

津久見まぐろ研究会

平成31年度
・新商品等の供給体制構築支援及び販売開始
※専門家派遣、事業拡大のための融資制度等の活用促進他

平成30年度

・集客交流拠点での販売・提供に向けた勉強会
※開発支援(専門家派遣、開発費の支援、試験販売等)
※地域間連携による勉強会(情報交換会も含む)
・商談会への参加、流通販売関係者の招へい等

津久見産品ブランド化事業

専門家の招へい(地方創生
推進交付金事業)

商工観光課
平成30年3月25日(日)～26日(月)　商
品開発アドバイザー・上垣真子氏(東
京都)の招へい。

つくみマルシェにて、3月25日(日)に実施した、観
光商品開発勉強会にアドバイザーとして参加しア
ドバイスを行った。

平成29年度 ・名物メニューの強化と新規開発に向けた勉強会

・進ちょく状況は順調であり、食観光の売上金額は増加しているが、夜間営業（スナックなど）の売上は伸び悩んでいる実感がある。
夜間だけでなく昼間の営業を行う等の仕掛けも検討されたい。
・公共交通機関（タクシー等）の人手不足は深刻であり、飲食店の売上にも深刻な影響を与えている。市中心部の賑わい創出に向
けて、より効果的な取組が急務であると考えられる。

春爛漫～期間限定お土産
品企画～

観光協会
(つくみマルシェ)

河津桜の開花期間中、市内の菓子
店・土産店と協力し、河津桜関連商品
をつくみマルシェで販売。

前年同期の売上高を上回るなど、大きな成果を上
げた。市内菓子・土産店との関係強化にも貢献し
た。更なる関連商品の充実化が課題である。

平成33年度 -

「ヨコヅーナ」、「津久見山椒」の知名度
アップ、まぐろ商品の開発・消費拡大を図
るため、食イベント等への参加・開催、料
理講習会、先進地視察等を実施。

18



年間成果と課題(総括、達成目標・スケジュールに対する進ちょくなど)

施策の位置づけ

今後の取組方向(予定等)

施策内容(事業内容)の想定

達成目標

事業スケジュール

観光戦略会議及び津久見市議会からの指摘事項等

メディア等を通じた情報発信

津久見まぐろ研究会

「ヨコヅーナ」、「津久見山椒」の知名度
アップ、まぐろ商品の開発・消費拡大を図
るため、食イベント等への参加・開催、料
理講習会、先進地視察等を実施。

本事業により、特に、「ヨコヅーナ」の知名度アッ
プ、消費拡大が着実に図られており、全体的な食
観光の売上金額増に大きく寄与している。また、
津久見山椒も徐々に認知度が高まっている。

観光協会
(つくみマルシェ)

河津桜の開花期間中、市内の菓子
店・土産店と協力し、河津桜関連商品
をつくみマルシェで販売。

域内外への情報発信により、前年同期の売上高
を上回るなど、大きな成果を上げた。市内菓子・土
産店との関係強化にも貢献した。更なる関連商品
の充実化が課題である。

フェア等への参加を通じて、イベント当日及び事
後において多くの相談に対応した(※平成29年度
相談実績70件)。地域おこし協力隊員として1名が
新たに移住した。

政策企画課 返礼品の新規開発、PR等。

平成29年度は全71品目を揃え、ふるさと納税の件数は
約1900件、金額は約5,400万円であった。返礼品の拡
充や情報発信の強化に加え、水害支援への機運が高
まったことで寄付金額が倍増した。

商工観光課(津久見市周
遊活性化対策協議会)
観光協会

テレビ、フリーペーパー、SNS等を活
用した情報発信。

観光協会及び津久見市周遊活性化対策協議会にてテ
レビ、フリーペーパー等を通じた情報発信を実施してい
るが、加えて市民団体等からの効果的な情報発信も行
われるなど充実が図られている。

平成32年度 -

平成33年度 -

事業名

まぐろ・津久見山椒消費拡
大事業（地方創生推進交付
金事業）

春爛漫～期間限定お土産
品企画～

津久見ひゅうが丼キャン
ペーン

がんばろう津久見！モイカ
フェスタ＋ヨコヅーナ(大分
県地域活力づくり地域創生
事業〈復興〉)

平成31年度 ・食イベントにおける売上　平成28年度比で5割以上増加(平成31年度)

平成29年度 -

平成30年度 -

ふるさと納税の推進

“全国に誇る”地域産業との連携による観光商品開発と市中心部の賑わい創出

・都市圏向けプロモーション(物産展や観光イベント等への出展他)
・市民向けプロモーション
・市内外の交通事業者、旅行会社等とのタイアップの検討及びビジネス客・関連企業へのプロモーションの実施
・ウェブ媒体を使った情報発信
・新たな情報発信媒体の開発検討

施策16 “味力結集”による食と特産品情報の発信・プロモーション

担当部署

4～6月を除き年間を通じて食プロモーションイベント・キャンペーンを実施し、水害の影響を直接受けたひゅうが丼キャンペーンを除
き、過去の売上実績を上回り、平均消費単価が向上するなど大きな成果を得ることができた。特にマグロ料理、ひゅうが丼、モイカ
料理は本市の食メニューの代名詞となりつつある。

年度別の達成目標・事業スケジュールの進ちょく状況 ◎

2-2

2

重点施策

基本方針

概要 成果・課題等

主な関連事業の概要と成果・課題等

域内外への情報発信により、食数8,911食(前年比
＋4％)、売上約1,820万円(前年比＋17％)。売上・
食数ともに昨年実績を上回り、平均消費単価も向
上した。

観光協会
恒例のご当地メニューPRキャンペー
ン。飲食店8店舗、菓子・土産店等8店
舗が参加。

域内外への情報発信により、食数8,421食(前年比
△20％)、売上約730万円(前年比△21％)。被災に
よる休業等で昨年度実績を下回ったものの一定
の成果を得た。

観光協会
恒例のご当地メニューPRキャンペー
ン。全国的にも珍しい「漁師×漁協×
料理人」による三位一体の取組。

“津久見らしい”食と特産品の開発・提供・発信力の強化

食プロモーションイベント・キャンペーンを実施していない4～6月にも新たな企画を検討・実施することにより、年間を通じて目玉とな
る食メニューの提供を目指す。本市特産品について、1次産品や加工品を含め、更なる開発強化を図る。また、ウェブ媒体を使った
プロモーションや、物産展や観光イベント等への出展も積極的に展開する。

平成33年度 -

平成31年度 ・新たな情報発信媒体の検討・実施

平成32年度 -

移住交流フェアへの参加 政策企画課
東京、京都、大阪、福岡で開催された
移住交流フェア(計6回参加)。

平成29年度 ・ウェブ媒体を使った情報発信強化(特設ウェブサイト、SNS活用他)

平成30年度
・都市圏等で開催される物産展や観光イベント等への出展強化
・市内外の交通事業者、旅行会社等とのタイアップの検討及びビジネス客・関連企業へのプロモー
ションの実施

・「津久見観光大使」を効果的に活用した情報発信を検討されたい。
・多岐にわたる関連事業が実施されており、観光消費による経済波及効果などの数値も上昇するなど進ちょくは順調である。食観
光の売上金額は増加していることから、今後も継続的に取り組んでいくことが望まれる。一方で、商店や飲食店の方々が広く実感で
きる効果は得られていないことが懸念される。市中心部の活性化は重点課題であり、具体的な成果が実感できるような取組を推進
されたい。
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年間成果と課題(総括、達成目標・スケジュールに対する進ちょくなど)

施策の位置づけ

今後の取組方向(予定等)

施策内容(事業内容)の想定

達成目標

事業スケジュール

観光戦略会議及び津久見市議会からの指摘事項等

1市1校である、大分県立津久見高等
学校の魅力向上等の取組への支援。

津久見高等学校商業科との連携も図られ、事業
内容は年々充実している。

津久見観光周遊性創出事
業(大分県地域課題対応
ツーリズム事業)

商工観光課(津久見市周
遊活性化対策協議会)

街なか拠点「Café1/2」の整備、まちづ
くり団体の法人化等。

大分県、福岡大学、大分大学と共同で実施してき
た津久見観光周遊性創出事業も最終年度の3か
年目となったが、コンテナ293号に続き、街なか拠
点も整備され、今後の活用に期待がかかる。

概要 成果・課題等

津久見市経営革新塾の開
催

商工会議所
台風第18号災害からの復旧・復興を
目指すため、経営革新塾(相談会を実
施(平成30年3月)。

大分県・津久見市の補助金により、復旧・復興を
目指している店舗もあり、効果的な取組であった。

被災地域小規模事業者持
続化支援事業

大分県(商工労働企画課)
商工観光課

台風第18号災害からの復旧・復興を
目指すための、小規模事業者への支
援。

商工会議所等の協力により、受付121件、事業採
択104件の実績となり、被災による廃業等を防止
でき、各店舗ともリニューアルし営業を再開した。

津久見中小企業相談所事
業

商工会議所 中小企業への経営指導等の実施。
経営指導は年々充実しており、今後も商工会議所
の位置付けが大変重要になると思われる。

2-3

2

重点施策

基本方針

「津久見市中心部の活性化
に関する検討委員会」の開
催

政策企画課

各団体等で構成される委員会におい
て、有識者の助言を得ながら、中心市
街地の今後の方向性を見だし、実情
に合った計画策定を検討。

第1回委員会において、各委員から課題等の意見
交換を実施。今後実現に向けた施策を展開してい
く。

公募型
まちづくり推進事業
復興まちづくり推進事業

政策企画課
市民公募型のまちづくり事業を、公開
プレゼンにより採択。さらに、被災から
の復興事業も実施。

まちづくり事業10団体、婚活事業4団体、復興まち
づくり事業5団体。2年目を迎え、まちづくりの機運
醸成に着実につながっている。また、被災後の復
興まちづくり事業も好評であった。

平成29年度 -

「津久見観光周遊性創出事業」(3年目)における大学との連携、まちづくり団体ツクミツクリタイを中心とした街なか拠点「Café1/2」の
整備、公募型まちづくり推進事業、婚活サポート推進事業、復興まちづくり推進事業、みなとオアシスよらんせ市、津久見高校への
支援、台風災害からの復旧・復興支援等を通じて、市内外の多くの若者の参画を得て、観光周遊と街なかの賑わい創出に向けた
取組を実施した。また、今後の取組基盤づくりに向けて、まちづくり団体ツクミツクリタイの法人化を支援した。

年度別の達成目標・事業スケジュールの進ちょく状況

施策17 “若い力”を活用したまちなか賑わい創出

◎

主な関連事業の概要と成果・課題等

市民と観光客が“ともに賑わう”中心市街地の活性化

“全国に誇る”地域産業との連携による観光商品開発と市中心部の賑わい創出

事業名 担当部署

・津久見高等学校商業科等と連携した学習・研修機会の提供
・空き店舗所有者と出展希望者のマッチング
・中心市街地における若者等の起業・創業支援(空店舗や遊休地を活用したﾁｬﾚﾝｼﾞｼｮｯﾌﾟ他)
・大学等と連携したまちなか賑わい創出事業

みなとオアシスよらんせ市・
出張まぐろ食堂

商工会議所

5月連休時の、うみえーるを主会場と
した「みなとオアシスよらんせ市」、河
津桜観光期の、市民ふれあい交流セ
ンターでの「出張まぐろ食堂」の取組。

つくみイルカ島フェスティバル、河津桜まつりと同
時開催し恒例行事として発展している。四浦半島
⇔市中心部及びうみえーる⇔つくみん公園の観
光周遊に効果が表れている。

平成33年度

平成31年度

平成30年度

・若者等の起業・創業支援策の実施
平成32年度

平成32年度 -

平成33年度 -

・津久見高等学校商業科との連携強化
・大学等と連携したまちなか賑わい創出事業との連携
・空き店舗、遊休地のマッチング
・若者等の起業・創業支援策の検討

平成29年度

平成30年度 -

平成31年度 ・中心市街地における観光関連店舗の新規起業・創業5件(平成31年度)

津久見高校地域振興協議
会への支援

秘書課　ほか

地方創生推進交付金を活用し実施する、街なか賑わい創出事業は、第1次産業と連携した取組を街なかで実践する。また、公募型
まちづくり推進事業等も順調に推移しており、市中心部の活性化に関する検討委員会等と連携を図り、効果的な取組を継続してい
く。さらに、津久見市企業立地促進条例を制定し、設備投資、新規雇用、居住環境整備を促進するとともに、今後は、空き店舗等を
活用した起業創業、市外在住で豊富な経験を有するUIJターン人材確保に資する取組も検討していく。

・多岐にわたる関連事業が実施されており、観光消費による経済波及効果などの数値も上昇するなど進ちょくは順調である。食観
光の売上金額は増加していることから、今後も継続的に取り組んでいくことが望まれる。一方で、商店や飲食店の方々が広く実感で
きる効果は得られていないことが懸念される。市中心部の活性化は重点課題であり、具体的な成果が実感できるような取組を推進
されたい。
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年間成果と課題(総括、達成目標・スケジュールに対する進ちょくなど)

施策の位置づけ

今後の取組方向(予定等)

施策内容(事業内容)の想定

達成目標

事業スケジュール

平成31年度
平成32年度

観光戦略会議及び津久見市議会からの指摘事項等

市中心部の活性化に関する検討、津久見川・彦の内川の大規模改修事業の進ちょく等を鑑み、効果的な取組を推進していく。ま
た、立地企業の活性化を図るため、津久見市企業立地促進条例を制定し、設備投資、新規雇用、居住環境整備を促進するととも
に、今後は、空き店舗等を活用した起業創業、市外在住で豊富な経験を有するUIJターン人材確保に資する取組も検討していく。

被災地域小規模事業者持
続化支援事業

大分県(商工労働企画課)
商工観光課

台風第18号災害からの復旧・復興を
目指すための、小規模事業者への支
援。

商工会議所等の協力により、受付121件、事業採
択104件の実績となり、被災による廃業等を防止
でき、各店舗ともリニューアルし営業を再開した。

-

-

事業名 担当部署 概要 成果・課題等

主な関連事業の概要と成果・課題等

「津久見市中心部の活性化
に関する検討委員会」の開
催

政策企画課

各団体等で構成される委員会におい
て、有識者の助言を得ながら、中心市
街地の今後の方向性を見だし、実情
に合った計画策定を検討。

第1回委員会において、各委員から課題等の意見
交換を実施。今後実現に向けた施策を展開してい
く。

公募型
まちづくり推進事業
復興まちづくり推進事業

政策企画課
市民公募型のまちづくり事業を、公開
プレゼンにより採択。さらに、被災から
の復興事業も実施。

まちづくり事業10団体、婚活事業4団体、復興まち
づくり事業5団体。2年目を迎え、まちづくりの機運
醸成に着実につながっている。また、被災後の復
興まちづくり事業も好評であった。

津久見観光周遊性創出事
業(大分県地域課題対応
ツーリズム事業)

平成33年度 ・集客交流拠点との連携施策の実施

平成29年度

・総合的な中心市街地活性化施策の検討
・新プロモーション、イベント、サービス等の検討・実施
・つくみん公園との連携強化施策の検討・実施
・観光客向けの商業集積及び集客交流拠点との連携施策の検討

平成30年度 ・若者等の起業・創業支援策の実施

平成31年度 ・中心市街地における観光関連店舗の新規起業・創業5件(平成31年度)

平成32年度 -

平成33年度 -

平成29年度 -

平成30年度 -

施策18 “組織・顧客・動線”のつながり強化による中心商店街のパワーアップ

・中心商店街の連携強化(中心商店街の再編、新規ｻｰﾋﾞｽやｲﾍﾞﾝﾄの検討、通信販売の強化他)
・商店街が有する既存顧客リストを活用した次世代顧客の獲得
・つくみん公園等との連携強化(うみえーるつくみんち、ｺﾝﾃﾅ293号、新集客交流拠点等との連携他)
・総合的な中心市街地活性化施策の検討

2-3

2

重点施策

基本方針

市民と観光客が“ともに賑わう”中心市街地の活性化

“全国に誇る”地域産業との連携による観光商品開発と市中心部の賑わい創出

大分県・大学と共同で、「津久見観光周遊性創出事業」(3年目)を実施し、街なか拠点「Café1/2」の整備、運営主体となる、まちづく
り団体ツクミツクリタイの法人化等の取組を実施し、今後の事業基盤を構築した。また、公募型まちづくり推進事業、婚活サポート推
進事業、復興まちづくり推進事業、みなとオアシスよらんせ市、津久見高校への支援、台風災害からの復旧・復興支援等を実施し、
観光周遊と街なかの賑わい創出につなげた。

年度別の達成目標・事業スケジュールの進ちょく状況 ◎

商工観光課(津久見市周
遊活性化対策協議会)

街なか拠点「Café1/2」の整備、まちづ
くり団体の法人化等。

大分県、福岡大学、大分大学と共同で実施してき
た津久見観光周遊性創出事業も最終年度の3か
年目となったが、コンテナ293号に続き、街なか拠
点も整備され、今後の活用に期待がかかる。

みなとオアシスよらんせ市・
出張まぐろ食堂

商工会議所

5月連休時の、うみえーるを主会場と
した「みなとオアシスよらんせ市」、河
津桜観光期の、市民ふれあい交流セ
ンターでの「出張まぐろ食堂」の取組。

つくみイルカ島フェスティバル、河津桜まつりと同
時開催し恒例行事として発展している。四浦半島
⇔市中心部及びうみえーる⇔つくみん公園の観
光周遊に効果が表れている。

・多岐にわたる関連事業が実施されており、観光消費による経済波及効果などの数値も上昇するなど進ちょくは順調である。食観光の売上金額は増加していることから、今後も継続的に取り組んでいくことが
望まれる。一方で、商店や飲食店の方々が広く実感できる効果は得られていないことが懸念される。市中心部の活性化は重点課題であり、具体的な成果が実感できるような取組を推進されたい。

がんばろう津久見！モイカ
フェスタ＋ヨコヅーナ(大分
県地域活力づくり地域創生
事業〈復興〉)

観光協会
恒例のご当地メニューPRキャンペー
ン。全国的にも珍しい「漁師×漁協×
料理人」による三位一体の取組。

キャンペーンを通じて市中心部の飲食店・菓子店
等への、観光客・市民の集客を誘導し、売上向上
に貢献した。

津久見高等学校商業科との連携も図られ、事業
内容は年々充実している。

1市1校である、大分県立津久見高等
学校の魅力向上等の取組への支援。

秘書課　ほか
津久見高校地域振興協議
会への支援

経営指導は年々充実しており、今後も商工会議所
の位置付けが大変重要になると思われる。また、
経営革新塾も効果的な取組であった。

中小企業への経営指導及び台風第
18号災害からの復旧・復興を目指す
ため、経営革新塾(相談会）を実施。

商工会議所
津久見中小企業相談所事
業及び経営革新塾の開催

商品券の発行、つくつくカード事業等を推進し、商
店街振興に寄与しているが、組合員数の維持、新
規加入促進等が課題。

津久見商業協同組合が実施する、つ
くつくカード事業等への支援。

津久見商業協同組合
津久見商業協同組合への
支援

キャンペーンを通じて市中心部の飲食店・菓子店
等への、観光客・市民の集客を誘導し、売上向上
に貢献した。

恒例のご当地メニューPRキャンペー
ン。飲食店8店舗、菓子・土産店等8店
舗が参加。

観光協会
津久見ひゅうが丼キャン
ペーン
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年間成果と課題(総括、達成目標・スケジュールに対する進ちょくなど)

施策の位置づけ

今後の取組方向(予定等)

施策内容(事業内容)の想定

達成目標

事業スケジュール

観光戦略会議及び津久見市議会からの指摘事項等
平成31年度
平成32年度

公募型
まちづくり推進事業
復興まちづくり推進事業

政策企画課
市民公募型のまちづくり事業を、公開
プレゼンにより採択。さらに、被災から
の復興事業も実施。

事業名 担当部署 概要 成果・課題等

主な関連事業の概要と成果・課題等

既存行事の継続、活性化はもとより、野球をはじめとしたスポーツ交流等を図り、観光消費の拡大を目指していく。また、扇子踊りに
ついては、本市を代表する伝統芸能として継承していくとともに、扇子踊り娘等によるPRに努めていく。そして、「国民文化祭・おお
いた2018」を契機に、「ラグビーワールドカップ2019」、さらには、2020年の「東京オリンピック・パラリンピック」に向け対策を強化して
いく。

・多岐にわたる関連事業が実施されているが、特に、本市を代表する伝統芸能「津久見扇子踊り大会」は、更なる集客により盛り上
げていくための工夫が必要であると感じられる。

郷土芸能である津久見扇子踊りをつ
うじて市民の愛着を深めるイベントを
開催。扇子踊り娘をはじめ、多くの市
民が扇子の舞を披露。

観光協会津久見扇子踊り大会

芸術文化振興事業 生涯学習課
津久見樫の実会、観劇会、文化協会
等への運営支援。

津久見樫の実会や観劇会等の活動により、津久
見市民会館を活用した、コンサート等を開催し、好
評を博し多くの集客を得ている。

津久見市ふるさと振興祭
商工観光(ふるさと振興祭
実行委員会)

復興イベント第1弾として、11月中旬に
実施。

復興イベント第1弾という事で大きな注目を浴び、
市内外からの支援があった。市民のカンフル剤と
して、イベント運営に工夫が必要。

各種スポーツイベント
生涯学習課ほか各種団
体

青江ダム駅伝大会、各種ウォーキン
グ大会、ソフトボール大会などの実
施。

恒例行事として定着しているが、参加者数の確保
などが課題。

まちづくり事業10団体、婚活事業4団体、復興まち
づくり事業5団体。2年目を迎え、まちづくりの機運
醸成に着実につながっている。また、被災後の復
興まちづくり事業も好評であった。

平成29年度

・「津久見扇子踊り」交流イベントの開催　(平成29年度以降～)
・「津久見扇子踊り」の市外イベントへの参加　(平成29年度～)
・スポーツ交流イベント年1回以上誘致(平成29年度～)
・イベントを通じた観光消費拡大戦略の検討・実施　(平成29年度～)

・「津久見扇子踊り」交流の市内開催や市外イベントへの参加
・スポーツ交流イベントの誘致(野球、ソフトボール他)
・既存イベントの活性化及びイベントを通じた観光消費拡大戦略の検討・実施

平成33年度 ・集客交流拠点との連携施策の実施

平成30年度 ・イベントを通じた観光消費拡大戦略の実施

平成29年度

・「津久見扇子踊り」交流イベントの開催
・「津久見扇子踊り」市外イベントへの参加
・スポーツ交流イベントを誘致
・既存イベントの活性化及びイベントを通じた観光消費拡大戦略の検討

-

-

平成32年度 -

平成30年度 -

平成31年度 -

つくみ港まつり、扇子踊り大会は盛況理に開催された。また、まちづくり推進事業等によるミニイベントや被災後の復興イベントも多
くの支援の輪が広がり、市中心部の活性化、賑わい創出につながった。今後は、スポーツイベント等への参加者が減少傾向にある
ことや観光消費へのつながりなどの課題への対応も必要であると考えている。

年度別の達成目標・事業スケジュールの進ちょく状況 ◎

施策19
“賑わいをいつまでも！”伝統芸能・歴史・文化、スポーツ、イベント等を通じた観光交流の
推進

“全国に誇る”地域産業との連携による観光商品開発と市中心部の賑わい創出

復興つくみ冬まつり(大分県
地域活力づくり地域創生事
業〈復興〉)

つくみ冬まつり実行委員
会

商工青年部による、復興冬まつりの
開催。

復興イベントとして開催し、津久見市出身の著名
人も参加するなど、大きな注目を浴びた。今後の
継続が課題。

市民と観光客が“ともに賑わう”中心市街地の活性化

市内外の各種行事に派遣し、文化交流を通じて、
本市をアピールした(第5回宗麟公まつり、 全国異
業種連携協議会全国大会ｉｎ大分、「大分県臼杵・
津久見から愛をこめて」出張大感謝祭ほか)。

つくみ港まつり
つくみ港まつり実行委員
会

つくみ港まつり(ソイヤつくみ、納涼花
火大会等)の開催。

市内飲食店の営業時間等の改善はなされたが、
観光消費の拡大に向けての取組が必要。

市内企業各社及び団体等(地区会、子ども会、婦
人会ほか)の協力により、多くの踊り手の参加を得
て26団体、約800名が参加。オープニングでは津
久見樫の実少年少女合唱団が参加した。

「扇子踊り娘」の派遣 観光協会
市内の企業・団体等から推薦をいた
だき、市から認定された「扇子踊り娘」
を、市内外の各種行事に派遣。

2-3

2

重点施策

基本方針
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年間成果と課題(総括、達成目標・スケジュールに対する進ちょくなど)

施策の位置づけ

今後の取組方向(予定等)

施策内容(事業内容)の想定

達成目標

事業スケジュール

観光戦略会議及び津久見市議会からの指摘事項等
・「ツーリズムおおいた」では、DMOの登録を行う際、データ分析等の専門人材を確保した。観光DMOは、人材確保が最も重要と思
われる。今後の取組強化が期待される。

津久見市観光交流館(つく
みマルシェ)指定管理業務

商工観光課
観光協会

つくみマルシェの運営(平成29年10月
～)。

平成33年度 ・観光推進の中核となる組織と地域連携体制の確立

平成31年度

平成30年度

平成32年度

平成29年度

・観光推進のリーダー人材の確保
・中核となる人材及びプレイヤー人材・組織等の
育成(人材育成アクションプログラム等)
・観光DMO機能及び地域商社機能の検討

-

-

-

-

・人材育成アクションプログラムの実践による中核となる人材及びプレイヤー組織の育成(平成29年
度)

・観光推進の中核となる人材確保(平成30年度)

-

観光協会がつくみマルシェの運営を開始し、下半
期で黒字経営を達成した。今後安定的な経営を図
り、集客交流拠点の運営につなげていくことが期
待される。

「地方創生人材育成事業」は、津っぱくをはじめとし、観光戦略の計画監理、津久見ファンネットワーク、「つくみ観光市民講座」等の
複合的な事業であり、これらを通じて、将来的な視点での人材育成・確保に十分つながったと評価している。一方で、観光協会が
「つくみマルシェ」の運営による収益事業を実施することとなったが、これを観光DMOに必要な財源確保、集客交流拠点の運営に効
果的につなげていくことが課題である。

年度別の達成目標・事業スケジュールの進ちょく状況 ◎

・観光推進のリーダー人材の確保、人材育成アクションプログラムの実践
・観光推進の中核となる組織と地域連携体制の構築

平成33年度
・観光推進の中核となる組織と地域連携体制の確立(平成33年度)

津久見市版観光DMO推進コーディネーターとして、公益財団法人　日本交通公社から主任研究員の派遣を受け、津久見市観光協
会に配置し、津久見市観光協会事務局次長として、4月から勤務を開始した。今後は、集客交流拠点整備と市中心部の活性化、地
球体験観光プログラム及び新たな土産品開発、観光戦略の計画監理等を推進していくこととしており、観光推進体制が計画的に整
備され、着実に津久見市版観光DMO機能の構築につながっていくと期待している。

主な関連事業の概要と成果・課題等

専門家の招へい(地方創生
推進交付金事業)

商工観光課
平成30年2月24日(土)～26日(月)　株
式会社ヤマト代表取締役・木下裕三
氏(北海道ニセコ町)を招へい。

毎年来訪し、河津桜観光、観光推進体制等のアドバイ
スを得ている。今回は、つくみイルカ島の集客アップ、つ
くみマルシェの売上増を目的とした、両者のコラボによ
るインドア体験等の提案があった。

担当部署 概要 成果・課題等

地方創生人材育成事業
(地方創生推進交付金事業)

商工観光課

各地で観光を推進している講師(海島遊民
くらぶ・江崎貴久氏、やまだワンダフル体
験ビューロー・服部真理氏)を招へいし、観
光協会職員等との意見交換を実施。

観光推進のリーダー人材に求められる役割や資
質、観光DMOの現場の実情等について実践を踏
まえた観光DMOのあり方の助言を得た。

施策20 津久見市観光推進の中核機能強化と地域連携体制の構築

事業名

平成29年度

平成30年度

平成31年度

平成32年度

3-1

3

重点施策

基本方針

“津久見市版”観光DMO機能の構築

“オール津久見” による観光推進体制の確立
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年間成果と課題(総括、達成目標・スケジュールに対する進ちょくなど)

施策の位置づけ

今後の取組方向(予定等)

施策内容(事業内容)の想定

達成目標

事業スケジュール

観光戦略会議及び津久見市議会からの指摘事項等

“オール津久見” による観光推進体制の確立

津久見市観光協会及び津久見市周遊活性化対策協議会が共同で、津っぱくの取組継続していくこととしており、その中で、体験観
光の事務局機能の確立、ガイド人材の育成に努めていく。さらに、「国民文化祭・おおいた2018」期間中の関連行事、フレスコ画の
取組、網代島体験事業を効果的に実施しガイド人材育成につなげていく。

成果・課題等

3-1

3

・津っぱくの取組により、ガイド人材が育成されつつある。今後の更なる取組強化が期待される。

全国イルカ繁殖研究サミット
推進事業(地方創生推進交
付金事業)

農林水産課

平成29年7月4日(火)「全国イルカ繁殖
研究サミット」を開催。また、その後も
全国の水族館・大学等と連携した研
究を継続。

「全国イルカ繁殖研究サミット」は全国的な注目を
浴び、今後の、イルカ島事業の発展に寄与したと
思われる。今後は、イルカ島トレーナー等による講
演会等にも期待がかかる。

施策21 “市民や企業が活躍できる”受入体制・環境の整備

毎年実施しているフレスコ画教室に加えて、ふる
さと振興祭での、フレスコ画づくり体験等の実施を
通じて、親子連れ客をはじめとする市民等の本市
の産業への関心向上に貢献した。

津久見観光周遊性創出事
業(大分県地域課題対応
ツーリズム事業)

商工観光課(津久見市周
遊活性化対策協議会)

コンテナ293号に係員を常駐させ、観
光、商店街・飲食店の情報発信、案内
を実施。

コンテナ293号の有効活用、常駐する係員の費用
負担等が課題と思われるが、ガイド人材育成には
つながっている。

地方創生人材育成事業
(地方創生推進交付金事業)

商工観光課

つくみ観光盛り上げ隊、津久見くらし
の体験博覧会「津っぱく」を開催。市
民発意による体験観光商品造成を促
すとともに、人材発掘を実践。

取組を通じて本市の魅力を伝えることができるガ
イド人材の発掘が進み、うち9名が津っぱくで体験
プログラムを実践した。更なる人材発掘と事務局
機能の検討が課題である。

大分県石灰工業会への支
援

商工観光課
大分県石灰工業会が実施する、フレ
スコ画等の取組への支援。

・事務局機能の構築(旅行者の窓口機能、旅行会社との連携機能他)
・ガイド人材の確保・育成(OB・OGの活用、市民団体等との連携他)
・体験観光活動フィールドの整備

主な関連事業の概要と成果・課題等

事業名 担当部署 概要

重点施策

基本方針

ふるさと振興祭における石灰石鉱山
見学の実施。

毎年の恒例行事であり、ガイドは、鉱山企業職員
が実施しており、参加者の満足度も高い。今後
は、OB・OGの活用に期待がかかる。

地質資源発掘事業 生涯学習課
珪石の副読本を作成配付及び文化財
の案内板を作成。

小学校高学年でも理解できる内容の副読本を製
作し、小5～中3の児童・生徒及び関係企業等に配
付し、本市産業と関わりの深い資源の普及啓発を
行った。また、市内文化財の案内板を拡充した。

平成32年度 -

平成33年度
・ガイド人材50人以上(平成33年度)
・協力企業等20社以上(平成33年度)

平成31年度 -

平成30年度 ・事務局機能の確立(平成30年度)

津久見市ふるさと振興祭
商工観光課(ふるさと振興
祭実行委員会)

平成29年度 -

津っぱくの取組において、9名のガイド人材が発掘・育成されつつあり、今後の事業基盤が構築されたと評価している。さらに、大分
県石灰工業会のフレスコ画の取組やコンテナ293号での観光案内、鉱山見学、珪石の副読本の制作等、ガイド人材育成にも着実に
つながっていると思われる。

年度別の達成目標・事業スケジュールの進ちょく状況 ◎

“津久見市版”観光DMO機能の構築

平成30年度
・体験観光の事務局機能の確立
・活動フィールドの整備、順次供用開始

平成32年度 -

平成33年度 -

平成31年度 -

平成29年度
・体験観光の事務局機能の検討
・体験観光のガイド人材・企業の発掘、講習会の実施
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年間成果と課題(総括、達成目標・スケジュールに対する進ちょくなど)

施策の位置づけ

今後の取組方向(予定等)

施策内容(事業内容)の想定

達成目標

事業スケジュール

観光戦略会議及び津久見市議会からの指摘事項等

芸術文化振興事業 生涯学習課

観光協会

津久見市、臼杵市、佐伯市の3市の観
光協会が組織する「日豊海岸ツーリズ
ムパワーアップ協議会」の事業。10回
目の開催。

津久見樫の実会、観劇会、文化協会
等への運営支援。

特に、樫の実少年少女合唱団においては、市外
県外での公演を実施しており、本市のPRに大きく
寄与している。

在京津久見人会をはじめとした各会への参加によ
る観光PRは大変効果的と思われる。

「日豊海岸ぶんご丼街道」を実施し、3市共同によ
るPRを実施した。今後は、更に県南エリアのア
ピールを強化していくことが課題である。

移住交流フェアへの参加

平成32年度 -

平成33年度 -

政策企画課

津久見市、臼杵市、佐伯市の3市の観光協会が組織する「日豊海岸ツーリズムパワーアップ協議会」の事業を通じて、3市共同によ
るPRを実践することができた。移住交流フェアでは、大分県内市町村をはじめ、移住促進に関心がある自治体と連携し、プロモー
ションを行った。その他、愛媛県との交流事業、芸術文化交流、在京津久見人会への参加等にも取り組んだが、台風第18号災害業
務対応のため、大分都市広域圏推進会議が主催する行事や「ツーリズムEXPOジャパン」(東京都)は不参加となった。

年度別の達成目標・事業スケジュールの進ちょく状況 ◎

施策22 広域連携による合同プロモーションや観光商品開発の強化

大分県(中部振興局)
政策企画課・商工観光課
など

大分県中部地域と愛媛県西伊予地域
との交流事業。

平成28年度から交流事業を開始し、これまで両地
域におけるイベント交流事業等を実施し、一定程
度の成果を収めている。

大分県内市町村をはじめ、移住促進に関心があ
る自治体と連携し、プロモーションを行った。

「扇子踊り娘」の派遣 観光協会
市内の企業・団体等から推薦をいた
だき、市から認定された「扇子踊り娘」
を、市内外の各種行事に派遣。

市内外の各種行事に派遣し、文化交流を通じて、
本市をアピールした(第5回宗麟公まつり、 全国異
業種連携協議会全国大会ｉｎ大分、「大分県臼杵・
津久見から愛をこめて」出張大感謝祭ほか)。

日豊海岸ぶんご丼街道

3-1

大分・愛媛地域間交流促進
事業

在京津久見人会等への参
加

秘書課
在京津久見人会をはじめとし、関西、
福岡県等での津久見市関係者が集う
会に参加。

3

重点施策

基本方針

平成31年度 -

平成29年度 ・広域連携によるプロモーション活動年1回以上実施(平成29年度～)

平成30年度

日豊海岸ツーリズムパワーアップ協議会では、3市に共通する資源である島や海なども活用して、福岡をはじめとする都市圏への
プロモーション強化を図っていく。また、移住交流フェアへの参加継続とともに、本市への移住への意欲を高めるPR(基礎資料等の
増強、お試し居住施設の検討他)にも積極的に取り組むこととする。さらに、本市に適した観光プロモーション手法の構築に向けた
取組を検討していく。

主な関連事業の概要と成果・課題等

成果・課題等

東京、京都、大阪、福岡で開催された
移住交流フェアへの参加(計6回参
加)。

事業名 担当部署

-

“津久見市版”観光DMO機能の構築

“オール津久見” による観光推進体制の確立

・県南3市の広域連携プロモーション活動への参画
・ストーリーやテーマ性のある広域観光商品の開発・プロモーション(大友宗麟関連史跡の活用他)
・大分都市広域圏推進会議、ツーリズムおおいた、大分県等が実施する広域連携プロモーション活動への参画

概要

平成29年度

・広域連携プロモーションの実施・参画

平成30年度

平成31年度

平成32年度

平成33年度

・限られた予算ではあるが、進ちょく状況は順調である。より効果的が実感できる取組に向けて、津久見市単独でのプロモーション
活動のみならず、広域での取組強化に期待したい。
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年間成果と課題(総括、達成目標・スケジュールに対する進ちょくなど)

施策の位置づけ

今後の取組方向(予定等)

施策内容(事業内容)の想定

達成目標

事業スケジュール

観光戦略会議及び津久見市議会からの指摘事項等

今後も、つくみ観光市民講座は、創意工夫のもと効果的に継続していく。さらに、「津久見扇子踊り大会」や「国民文化祭・おおいた
2018」の期間を活用し、伝統芸能や網代島、石灰石・セメント産業等への市民の理解度を深め、地域資源への愛着心を醸成してい
く。

主な関連事業の概要と成果・課題等

事業名 担当部署 概要 成果・課題等

平成30年度 ・市民講座「(仮称)つくみカレッジ」の立ち上げ(平成30年度)

学校教育課

ふるさと教育での、扇子踊り体験、石
灰石鉱山・セメント工場見学、イルカ
島の見学イルカとのふれあい体験等
の実施。

本年も創意工夫のもと実施され、市民への本市へ
の関心向上や愛着醸成に貢献したと考えている。
今後も継続的な取組が重要である。

ふるさと教育

市民が“ 自ら学び・楽しむ” 機運の醸成

“オール津久見” による観光推進体制の確立

・学校教育と観光で活用できる「観光副読本」等の企画検討・製作
・市民が津久見市を学び、ガイド育成も視野に入れた市民講座「(仮称)つくみカレッジ」の立ち上げ
・市民の活動を共有する「つくみ観光シンポジウム」の開催
・「私の好きな津久見の風景」等の発掘(フォトコンテスト等の実施)

平成32年度 -
地質資源発掘事業 生涯学習課

珪石の副読本を作成配付及び文化財
の案内板を作成。

小学校高学年でも理解できる内容の副読本を製
作し、小5～中3の児童・生徒及び関係企業等に配
付し、本市産業と関わりの深い資源の普及啓発を
行った。また、市内文化財の案内板を拡充した。

津久見扇子踊り大会

市内企業各社及び団体等(地区会、子ども会、婦
人会ほか)の協力により、多くの踊り手の参加を得
て26団体、約800名が参加。オープニングでは津
久見樫の実少年少女合唱団が参加した。

年度別の達成目標・事業スケジュールの進ちょく状況 ◎

平成33年度 ・観光副読本の製作(平成33年度)

内容は、津っぱくの取組報告、体験観光プログラ
ムの商品化に関する基調講演・パネルディスカッ
ション等であり、参加者の関心も高いものがあっ
た。

市内外の各種行事に派遣し、文化交流を通じて、
本市をアピールした(第5回宗麟公まつり、 全国異
業種連携協議会全国大会ｉｎ大分、「大分県臼杵・
津久見から愛をこめて」出張大感謝祭ほか)。

フォトコンテストの開催 商工会議所
桜観光期間を活用したフォトコンテス
トの開催。

本年も市内外から多くの作品応募があった。年々
知名度が向上し、恒例行事として定着しつつあ
る。本市の景観資源発掘につなげていくことが期
待される。

平成29年度
・「(仮称)つくみフォトコンテスト」の実施(平成29年度～)
・「(仮称)つくみ観光シンポジウム」の実施(平成29年度～)

本年3月に、津っぱくの取組報告、体験観光プログラムの商品化に関する基調講演・パネルディスカッション等の内容で「つくみ観光
市民講座」を開催し約50名の参加があった。さらに、ふるさと教育、フレスコ画の取組、扇子踊り、河津桜観光期を活用したフォトコ
ンテスト、珪石の副読本の作成配付など、一定の効果はあったと考えている。

施策23 地域資源への“愛着心”の醸成

観光協会

郷土芸能である津久見扇子踊りをつ
うじて市民の愛着を深めるイベントを
開催。扇子踊り娘をはじめ、多くの市
民が扇子の舞を披露。

「扇子踊り娘」の派遣 観光協会
市内の企業・団体等から推薦をいた
だき、市から認定された「扇子踊り娘」
を、市内外の各種行事に派遣。

地方創生人材育成事業
(地方創生推進交付金事業)

商工観光課
平成30年3月9日、約50名の参加のも
と、つくみ観光市民講座を開催。

3-2

3

重点施策

基本方針

平成31年度 ・市民講座「(仮称)つくみカレッジ」を通じたガイド輩出(平成31年度)

がんばろう津久見！モイカ
フェスタ＋ヨコヅーナ(大分
県地域活力づくり地域創生
事業〈復興〉)

観光協会
恒例のご当地メニューPRキャンペー
ン。全国的にも珍しい「漁師×漁協×
料理人」による三位一体の取組。

本市の自慢であるモイカ料理の市民への普及啓
発を行い、復興を絡めて市民を勇気づけるととも
に、本市の食文化への愛着強化に貢献した。

・「つくみ観光市民講座」への参加者増に向けた対応を強化すべきであると考えられる。また、徐々に地域資源への理解度は深まっているが、観光戦略の事業を
通じて、更に多くの市民との接点を持つことが重要であると考えられる。

平成33年度

・観光副読本の企画検討
・つくみフォトコンテストの実施
・つくみ観光シンポジウムの実施

・市民講座の開校

-

-

・観光副読本の製作

毎年実施しているフレスコ画教室に加えて、ふる
さと振興祭での、フレスコ画づくり体験等の実施を
通じて、親子連れ客をはじめとする市民等の本市
の産業への関心向上に貢献した。

平成31年度

平成32年度

平成29年度

平成30年度

大分県石灰工業会への支
援

商工観光課
大分県石灰工業会が実施する、フレ
スコ画等の取組への支援。

津久見ひゅうが丼キャン
ペーン

観光協会
恒例のご当地メニューPRキャンペー
ン。飲食店8店舗、菓子・土産店等8店
舗が参加。

本市の自慢であるひゅうが丼の市民への普及啓
発を行い、本市の食文化への愛着強化に貢献し
た。
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年間成果と課題(総括、達成目標・スケジュールに対する進ちょくなど)

施策の位置づけ

今後の取組方向(予定等)

施策内容(事業内容)の想定

達成目標

事業スケジュール

観光戦略会議及び津久見市議会からの指摘事項等

平成32年度 -

平成33年度 ・「花いっぱい運動」を全地区に拡大(平成33年度)

台風第18号災害への対応を優先したことや、遊休地の活用が困難な状況であったことから、本年度は未実施となった。

年度別の達成目標・事業スケジュールの進ちょく状況 ×

施策24 市民参加による“花”の景観づくり

3-2

3

重点施策

基本方針

平成31年度 -

平成29年度 -

平成30年度

市中心部の市有地(遊休地)の一部を活用した花の植樹の検討など、その他事業の進ちょくを鑑み効果的な地域景観づくりに努め
ていく。

主な関連事業の概要と成果・課題等

成果・課題等事業名 担当部署

-

市民が“ 自ら学び・楽しむ” 機運の醸成

“オール津久見” による観光推進体制の確立

・市内の遊休地や沿道・商店街等での「花いっぱい運動」等の推進
概要

平成29年度

・各地区及び企業において「花いっぱい運動」を展開

平成30年度

平成31年度

平成32年度

平成33年度

・進ちょく状況については、台風災害により事業が未実施となったことから、今後の取組強化が必要であると考えられる。
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年間成果と課題(総括、達成目標・スケジュールに対する進ちょくなど)

施策の位置づけ

今後の取組方向(予定等)

施策内容(事業内容)の想定

達成目標

事業スケジュール

観光戦略会議及び津久見市議会からの指摘事項等

平成33年度 -

在京津久見人会をはじめとした各会への参加によ
る観光PRは大変効果的と思われ、本市への関心
を高めることに貢献した。

平成29年度は全71品目を揃え、ふるさと納税の件数は
約1900件、金額は約5,400万円であった。返礼品の拡
充や情報発信の強化に加え、水害支援への機運が高
まったことで寄付金額が倍増した。

移住交流フェア等への参加 政策企画課
東京、京都、大阪、福岡で開催された
移住交流フェア等(計6回)に参加。

フェア等への参加を通じて、イベント当日及び事
後において多くの相談に対応した(※平成29年度
相談実績70件)。地域おこし協力隊員として1名が
新たに移住した。

平成29年度 -

大分県(中部振興局)
政策企画課・商工観光課
など

大分県中部地域と愛媛県西伊予地域
との交流事業。

平成28年度から交流事業を開始し、これまで両地
域におけるイベント交流事業等を実施し、一定程
度の成果を収めている。両地域でサイクリング
ロードが設定された。今後の活用が課題である。

平成32年度 - 大分・愛媛地域間交流促進
事業

-

移住定住、ふるさと納税の推進に向けた基盤が拡
充された。更なる強化を目指す。また、津っぱくと
関連する情報発信を通じて市内外の参加者の本
市への関心を高めた。

“津久見ファン”ネットワークによる販路拡大と移住交流の促進

商工観光課

津久見ファンネットワーク構築に向け
て、地域ファンづくりに向けた各地域
の情報媒体等の整理及び本市のファ
ンづくりを目指し津っぱくを開催。

ふるさと納税の推進 政策企画課
ふるさと納税の返礼品の新規開発・
PR等の実践。

在京津久見人会等への
参加

秘書課
在京津久見人会をはじめとし、関西、
福岡県等での津久見市関係者が集う
会に参加。

3-3

3

“津久見ファン”ネットワークによる販路拡大と移住交流の促進

“オール津久見”による観光推進体制の確立

・本市出身の都市圏在住者(福岡、大阪、名古屋、東京等)、本市へのビジネス来訪者やその家族等の組織化
・ふるさと情報、特産品やふるさと納税情報、移住、イベント情報等の発信

平成30年度 ・津久見ファンネットワークの構築(平成30年度)

地方創生人材育成事業において、“津久見ファンネットワーク”の構築検討の中で、特に、情報媒体について整理した。また、愛媛
県との交流事業、在京津久見人会への参加、ふるさと納税等にも取り組んだ。今後は、津久見ファンネットワークのリスト化等構築
に向けた取組を加速していく必要がある。

施策25

年度別の達成目標・事業スケジュールの進ちょく状況 ◎

重点施策

基本方針

平成31年度

地方創生人材育成事業
(地方創生推進交付金事業)

・津久見ファンネットワークの構築検討

UIJターンによる移住定住、特産品の販路拡大、ふるさと納税の拡大等につなげていくための取組を推進するため、津久見市出身
者を中心とした、津久見ファンネットワークを早期に構築していく中で、具体的な情報発信を含むファン向けサービスを実施し、特産
品の販路拡大と移住交流促進につなげていく。

主な関連事業の概要と成果・課題等

事業名 担当部署 概要 成果・課題等

平成33年度 -

-

・情報発信を含むファン向けサービスの実施開始

・津久見ファンネットワークの構築

平成31年度

平成32年度

平成29年度

平成30年度

・津久見ファンネットワークをいかに構築するか。その際、観光大使などを有効に活用していく必要があると考えられる。
・津久見ファンネットワークにつながる、多くの取組が実施されており、進ちょく状況は順調であると考えられる。
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