
 
〒879-2435 大分県津久見市宮本町 20番 15号 

Tel:0972-82-4111（代表） Fax:0972-82-9520 

津久見市
T s u k u m i  C i t y

平成３０年度津久見市観光戦略の事業進捗と成果・課題 
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大分県津久見市 

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（令和３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３０年度の進捗状況は、全２５施策中「達成」が９施策（平成２９年度

は１６施策）、「一部未達」が１１施策（同６施策）、「未達」が５施策（同１施

策）、「未着手」が０施策（同２施策）であった。平成２９年度と比較すると、「達

成」が１６施策から９施策へと減少しているが、平成２９年台風第１８号災害

の影響により、街なか拠点整備等基本構想策定業務が未実施となったことや体

験プログラムの商品化等が課題と思われる。 

「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」では、

戦略の中核である、「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」において、平成２９年台風第１８号災害の影響

や、市庁舎建設の取組との連携を図るため、計画スケジュールを変更し、令和

元年度に基本構想を策定することとした。 

「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」では、津久見くらしの体験博覧会「津っぱく」を中心にプロ

グラム作りや人材育成が継続的に図られ、保戸島では「わくわく会議」を中心

に、主体的な取組が生まれつつあるが、旅行商品としての常時提供や、流通・

販売には至っていない。また、食と特産の開発・提供・発信力の強化に関する

取組が積極的に進められ、新商品の開発・販売、ソウルフードを軸としたプロ

モーションなどが行われた。中心市街地では、創業支援補助金等を通じた新規

創業が相次いだほか、新イベントである「つくみ軽トラ市」等が好調であった。 

「基本方針３“オール津久見” による観光推進体制の確立」では、津久見市

版観光 DMO・地域商社機能構築のため、（公財）日本交通公社の研究員を津久見

市観光協会に配置し体制づくりを加速した他、取組全般を通じて、官民を問わ

ず多くの団体・個人が活躍したことが大きな成果であると考えている。 



【津久見市観光戦略 事業進捗と成果・課題の取りまとめ経緯】 

・平成３１年４月～令和元年６月 関係各課によるとりまとめ 

・令和元年７月１日 津久見市観光戦略会議 

・令和元年７月２日 津久見市議会全員協議会 

２．今後の展開～観光戦略実現に向けて～ 

地方創生推進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。市中心部など市内各所に、台風災害の

影響が残る中、河津桜観光客、食観光の売上は増加し、その結果、全体の観光

入込者数・経済波及効果ともに順調に推移した。 

観光との関連が薄いものの強固な地場産業を抱える本市では、観光と地場産

業との関連を強め、関係主体を拡大することが、観光による地域振興を進める

上で最も重要なことである。この点で、平成３０年度は大きな進歩があったと

考えるが、今後の観光産業の育成・しごと創生に着実につなげるためには更な

る強化が求められると考える。 

一方で、津久見市観光戦略に基づく、平成３０年度の事業進捗は濃淡があり、

観光戦略に基づく取組を進める中で、計画以上の進展があったもの、困難性が

高いことが明らかとなってきたものがあり、現状を踏まえて適宜、計画や目標

（指標）を見直すことも検討すべきであると考えられる。 

 



 

（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、毎年度の進捗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（今年度は７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

定である。 

 

※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、津久見商工会議所等の商工団体、交通事業者、観光事業者、まち

づくり団体、第一次産業関係者、民間企業、金融機関、報道機関など多様な関

係者で構成している。 

 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 



（参考資料２）　 平成３０年度津久見市観光戦略事業評価シート 凡例：◎達成　〇一部未達　△未達　×未着手　－中止

進捗状況 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 ○

平成29年台風第18号災害からの復旧・復興を最優先としたため、関連する新庁舎
建設等の取組が中断され、平成30年度実施予定の「街なか拠点整備等基本構想策
定業務」は令和元年度に計画変更し実施することとした。一方で、市中心部の活性
化に関する取組として、金融ゾーン整備、激特事業に関連した市中心部の道路事
業、遊休地等の調査等の議論が進み、具体的な動きが見えてきた。また、津久見市
観光交流館の運営及び専門家からの助言を通じ、集客交流拠点での販売内容等を
想定した取組も着実に進められた。令和元年度は、特に市中心部の取組が大きく前
進すると期待している。

令和元年度事業に計画変更し実施する「街なか拠点整備等基本構想策定業務」に
おいては、県南3市はもとより、東九州地域の目的地となりえる集客交流拠点の基本
構想を描くととともに、新庁舎との一体的整備の手法等についても検証していく。さら
に、福岡大学との連携協定を締結し、JR津久見駅から半径１㎞以内の市中心部に
おいて、今後10年以内に取り組む必要がある施策を整理し将来ビジョンを描く「市中
心部のグランドデザイン」の策定及び市中心部と周辺地域との関連性・役割を整理
した新たな「都市計画マスタープラン」の策定を目指していく。

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は、平成３０年度に四浦鳩浦地区（つくみイルカ島）まで完
了したことから、つくみマルシェにてWi-Fiスポット整備を実施した。また、おもてなしト
イレ整備事業として、スポーツ・ジオツーリズムの観点から、市民体育館、日代中トイ
レ等の整備を実施した。しかし、スポーツ合宿・大会、大学等の調査研究者のニー
ズ把握については、昨年度に引き続き十分な取組が実施できず、休廃校中の小中
学校の活用検討も含め今後の課題と認識している。

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とともに、民間事業
者の参入(企業誘致含む)、第一次産業等との連携（農林水産物加工施設への転
用）、観光と地域コミュニティ活用の併用、観光レジャー開発等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、まちづくり推進事業、朝市、２回目の開催となった大分つくみラー
麺’ｓフェス、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、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。今後は、さらなる魅力アッ
プのための環境整備が課題と考えている。

つくみん公園来訪者の利便性向上のための環境整備を具体的に検討していくととも
に、施策01の集客交流拠点整備との関連性を鑑み、市中心部の活性化のための集
客の核として、引き続き、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 △

公共交通機関の活用として、５月連休、つくみ港まつりでのイルカ島無料シャトルバ
ス、豊後水道河津桜まつりでの1,000円乗り放題バスの運行を実施した。さらに、河
津桜観光期に加え、保戸島ツアーについても宮崎県等からの観光バスが増加傾向
にあるなど一定の成果は得たと思われる。

つくみイルカ島のシャトルバス運行を継続するとともに、河津桜観光の周遊バスにお
いては、さらなる利用者拡大に向けた取組を検討する。さらに、JRと連携した旅行商
品造成、観光タクシーの検討を行い、交通事業者の積極的活用を図り公共交通の
活性化に寄与すること目指していくが、あらためて、各交通事業者の現状も踏まえ
取組内容等を検証する必要もあると考えている。また、レンタサイクルと観光の連携
についても検討を進める。

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30年度地方推進交付金事業として実施予定であった、「街なか拠点整備等基
本構想策定業務」にて、公共案内システムについての取組を実施することとしてい
たが、事業を令和元年度に計画変更することとなったため平成30年度事業としては
未実施ということとなった。その他観光案内サインの取組としては、イルカ島駐車場
内の案内看板を３基設置した。

令和元年度事業として実施する、「街なか拠点整備等基本構想策定業務」では、街
なか拠点の基本構想と並行し、津久見ICから市中心部への誘導サインについても
整理することとしており、今後の、公共案内システム構築につながっていくと思われ
る。加えて、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計画的な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 ○

平成30年度河津桜観光客数は84,000人に増加し、第8回つくみ山桜まつりも好評で
あった。特に、河津桜については、平成29年台風第18号災害で延期となった千本桜
植樹事業（2回目500本）において、静岡県賀茂郡河津町観光協会長、商工会長等
が来訪され、意見交換会、苗木の引き渡し式、記念植樹を行うなど地域間交流の基
盤を構築した。さらに、新たな取組として長目半島で地域住民が主体となった大漁
桜（280本）の植樹が実施されるなど、全市的な桜観光の機運が醸成されつつある。

桜観光は本市を代表する観光資源へと着実に成長し、植樹本数も河津桜約5,100
本、山桜約5,000本、大漁桜280本、牡丹桜約30本、ソメイヨシノは市内各所で楽しめ
ることから、桜による”絵になる”景観整備も進んできた。さらに、河川大規模改修に
よる津久見川や市中心部でも桜の植樹の機運が醸成されつつある。今後は、静岡
県賀茂郡河津町や九州内の桜の名所との地域間交流や全国桜サミット（仮称）の開
催検討など、”西日本一の桜観光”実現に向けた取組を計画的に推進していく。

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 ○

平成30年度については、フォトコンテスト、バイパス事業に加え、市民会館のリ
ニューアル事業の一環で「港湾・工場」を望めるベンチを設置に好評を得ている。「鉱
山・工場・港湾」の景観は、全国に誇れる、本市の独自性ある資源であり、関係する
事業者と協議の上、効果的な活用が望まれる。

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」の景観を生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。また、令和元年度に地方創生推進交付金を活用し実施する観光プロ
モーション事業において、産業資源の地域ブランディング、プロモーション手法を整
理することとしており、関連事業所の社会的貢献度等のPRにもつながる効果的な手
法が確立されればと期待している。

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 ○

10月に開催された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、フレ
スコ画体験・作品展示を実施し、また、国民文化祭おおいた2018においてフレスコ画
作品展示し、市民や来訪者の関心を高めた。津久見くらしの体験博覧会「津っぱく」
では、体験プログラムの一環として、「漆喰塗り体験」を実施した。今後とも、取組を
加速化する必要がある。

石灰石・セメント産業に関連する企業・団体と連携を強め、当市の日本有数の産業
の魅力を効果的に伝える仕掛けづくりに取り組む必要がある。また、ガイド人材の確
保・育成、プログラムの実施体制の検討も併せて進める必要がある。

施策
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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 ○

１０月に開催された「地球の歴史と繋がる宇宙ロマン～津久見」をテーマとした、「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」で
は、熊本大学大学院尾上哲治准教授を招き、網代島現地説明会を実施するととも
に、つくみん公園コンテナ２９３号においても、網代島ブースを設置するなど市民・来
訪者へのPRを行った。また、津っぱくでは、網代島の掃除、網代島の模型作り体験
プログラムを実施した。

網代島に関する基礎的知見の整理を進めるとともに、網代島の魅力をより分かりや
すく紹介するための情報発信や現地看板の整備、解説ができる人材の育成を進め
る必要がある。

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、長目黒島・つくみイルカ島でシーカヤック・
SUPツアーを試行したほか、市外SUP事業者を招き津久見の海の体験視察を行い、
体験観光の可能性を検討した。さらに、まちづくり推進事業では、貸しボート業が試
行され、津っぱくでは、海の資源を活用した７つのプログラムを実施し、高浜海水浴
場、保戸島などでの海遊びの魅力を検証した。無垢島での自然体験学習は多くの
参加者を募っていたが、台風のため中止となった。

本年度実施された、多角的な事業成果を踏まえると、本市における海遊び体験観光
が魅力的であり、展開可能性も高いと考えられる。今後は、更に体験できる機会を
増やしていくとともに、イベントの企画実施や、ガイド人材の育成に取り組む必要が
ある。

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集客強化を図った。つく
みイルカ島との共同による「第３回つくみイルカ研究シンポジウム」では、全国の水
族館関係者・大学をはじめ、多くの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。

全国の大学や水族館と連携したイルカ研究の支援と、市民や子供たちへの研究成
果の紹介等の取組を継続するとともに、その成果を市民をはじめ、観光客等にも幅
広く伝えるための機会づくりに取り組む必要がある。

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 ◎

大分県と共同にて、「保戸島の魅力を生かしたツーリズム促進事業」を実施し、保戸
島の魅力を島民自ら知る機会と、気軽に集まり意見交換をできる機会を作ったこと
で、島民主体の活動に繋がり、将来を見据えた「保戸島の魅力を生かしたツーリズ
ム観光」意識醸成の第１歩が踏み出され、さらに、「地域おこし協力隊」を保戸島に
配置したことで事業の加速が図られた。また、津っぱくの取組では、地元住民により
１１プログラムが実施された。

「保戸島の魅力を生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
にて継続実施し、土産物の開発・販売等、実践に向けた取り組みを加速させていく。

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 △

津久見くらしの体験博覧会「津っぱく」の体験プログラムを通じて、農業関連プログラ
ム（みかん、ハーブ、綿、味噌づくりほか）等が実施され、多くの参加者を集めた。ま
た、旅行会社を対象とした商談会において、みかん農家による解説を交えたみかん
狩り体験を実施し、好評であったが商品化には至らなかった。

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、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、農漁家
民泊の実践者を育成するための勉強会を行う。

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 ◎

菓子工業組合やつくみマルシェによる、津久見らしい新商品の開発が進んだ。ま
た、飲食店組合により「ぎょろっけ」のレシピコンテストやミニ幟旗やステッカーの作
製を行い、津久見のソウルフードとしての「ぎょろっけ」の市内における地位向上に
努めた。

第１次産品を活用した新たな特産品の開発についても、個々の動きをつなげ市全体
の動きとできるよう、生産者、加工業者、販売事業者等との連携を深め取り組みを強
化していく必要がある。また、「ぎょろっけ」を活用したイベントなどの企画、広域的な
PRや連携などに取り組み、特産品としての価値を高める活動も進めていく。

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 ◎

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活動も市内外で根
付いてきており、リピーターの存在など一定の成果をあげていると言える。食プロ
モーションは一定の成果をあげており、市内外における「津久見の食」の認知度、集
客アップに大きく貢献している。特産品開発についても外部講師の招へいや勉強会
の結果、その必要性も十分認識されてきており、ふるさと納税のお礼の品メニューへ
の追加などを通じ販路拡大にもつながりつつあると認識している。

ひゅうが丼やモイカの認知度は十分に上がってきているところであるが、これを一過
性のものとしないため、さらなる集客に向け引き続きPRに努めていく必要がある。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とともに、これま
での成果を次につなげる活動を新たに進める必要がある。WEBサイトや紙媒体など
様々な手段を用いた情報発信・販売の取り組みを進めるとともに、集客交流拠点整
備の動きと並行し生産者や飲食店の取り組みを強化する。

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 ◎

これまでの食プロモーションの成果として、マグロ料理やひゅうが丼、モイカ料理など
は「津久見の食」として認知されてきている。また、「つくみのみかん応援団」による
大分市などで開催されるイベントでのPRなど、民間ベースでの活動も回を重ねてお
り、広く高い評価を得ている。

年間を通じた食プロモーションイベント・キャンペーンを実施に向け新たな企画を検
討し、切れ目のない食メニュー提供を目指す。県や広域連携、他の自治体の実施す
るイベントなどへの参加の機会増加、WEBサイトや紙媒体など様々な手段を用いた
情報発信・販売の取り組みを進める。
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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 ◎

創業支援事業の成果により、市中心部における新規出店が促進された。また、市中
心部の遊休物件（空き家・遊休地）等の現状把握に向けた調査・データ整理、空き家
バンクを通じた活用促進に取り組んだ。今後の市中心部活性化に向けた取組を効
果的・効率的に進めるために、「市中心部の活性化に関する検討委員会」を開催し、
関係者による情報共有や意見交換に継続的に取り組んでいる。

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に基づく取組を促進するとともに、空き店舗等を活用した
起業創業支援、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 ◎

市中心部の賑わいを創出するため、市内一次産業関係者を中心に、商業者や市外
の事業者も巻き込んで「つくみ軽トラ市」を企画・実施し、市中心部への来街機会を
創出した。また、例年実施している、商工会議所青年部による駅前ライトアップ、GW
におけるみなとオアシスよらんせ市を継続実施した。

つくみ軽トラ市は、市中心部埋立て地の活用可能性が十分に検証されたことから、
より中心商店街等の賑わいに直結する取組とするため、商店街内での実施に向け
て検討を進めている。また、市中心部活性化の担い手を拡大するため、まちづくり推
進事業のうち、市中心部活性化を目指す取組等のフォローアップも行う。

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 ◎

恒例行事である、つくみ港まつり、扇子踊り大会、ふるさと振興祭、各種スポーツイ
ベントの他、当市も会場であった「国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭」において
も、多くの市民・企業等の参加のもとで盛大に開催することができた。人口減少の
中、担い手不足が顕在化しつつある。

各イベントについて、現時点では関係者の尽力により、継続実施できているが、今後
は、中長期的視野に立ち、持続可能な実施方法・体制について、改めて検討する必
要があると考えられる。

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 ◎

津久見市版観光DMO・地域商社機能構築に向けた取組を加速するため、（公財）日
本交通公社の研究員を観光協会に配置することとし、当市の観光推進体制につい
て実践的に検討を行った。観光協会による地域ブランディング（商品づくり、体制づく
り、魅力づくり他）・マーケティング（市場調査、ターゲティング、商品販売ほか）に向
けた取組や、地域の各振興団体との連携事業が複数実施されるなど、当市の観光
推進の中核としての観光協会の将来像の具体化に向けて、当初計画以上の進ちょ
くがあったと考えられる。

当市観光推進の中核としての津久見市観光協会のあり方について、法人化に向け
て、体制像（経営執行体制、会員体制ほか）や、業務内容の具体化を図るとともに、
将来体制を担う人材（経営、経理・会計、商品づくり・販売、観光案内、旅行業、移住
ほか）の確保・育成に取り組む。また、活動財源の多角化に向けた検討も進める。

施策21
“市民や企業が活躍できる”受入体制・環境の整
備 ◎

平成29年度より始まった津久見くらしの体験博覧会「津っぱく」の取組を更に活性化
し、市民が実践者（ガイド人材）や参加者として、当市の魅力づくり・発信に関与した
ことが成果であった。今後の継続体制が課題である。また、3年目を迎えた「まちづく
り推進事業・婚活事業」では、市民が自ら企画・実施する取組を通じて、当市の取組
のリーダー的人材が発掘・育成されたとともに、市内外から高評価を得られた企画・
イベントもあった。事業への応募ペースが鈍化しており、裾野の拡大が課題である。

津久見くらしの体験博覧会「津っぱく」においては、より自立的で幅広い活動を展開
するため、持続可能な実施体制を検討する。また、まちづくり推進事業・婚活事業に
おいては、リーダー的人材の発掘・育成に非常に効果的であり、より加速するため
のフォローアップ（研修や勉強会の開催、事業実施にあたっての相談対応の強化ほ
か）を充実する。また、人材のスキルアップを図るための勉強会等（ガイド講座、地元
資源に関する勉強会ほか）も実施し、市民参加の裾野の拡大していく。活動（利用）
可能なフィールド・施設情報も整理する。

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 ○

広域観光連携（ツーリズムおおいたとの連携、日豊海岸の三市連携）をはじめ、日
豊経済圏での連携、大分都市広域圏連携に取り組み、複数の連携プロモーションに
参加・実施した。引き続き、広域連携の取組に積極的に参画するとともに、広域連携
メリットを生かした観光商品開発が課題である。

ツーリズムおおいたと連携した広域プロモーションや商品化・流通強化に向けた取組
実施、日豊海岸ツーリズムにおける「島めぐりパンフレット」を活用した離島プロモー
ションをはじめ、日豊経済圏、大分都市広域圏との連携強化を図る。

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 ○

毎年開催している「つくみ観光市民講座」において、基調講演者や実践者からの発
表を通じて、津久見の地域資源の魅力や可能性を学んだ。また、学校教育や生涯
学習等の取組（ふるさと教育での見学や体験、職場体験、総合的学習の時間、地域
課題探求ほか）と連携して、地域資源への愛着心の醸成に取り組んだ。

今後も引き続き「つくみ観光市民講座」を開催するとともに、企画内容のブラッシュ
アップを図る。学校教育や生涯学習との連携にも引き続き取り組む。また、人材のス
キルアップを図るための勉強会等（ガイド講座、地元資源に関する勉強会ほか）も実
施し、市民参加の裾野の拡大していく。

施策24 市民参加による“花”の景観づくり △
市中心部の一部（海岸通り）において、フラワーポッドを設置した。周辺住民・店舗の
理解・協力を得て、管理を継続している。

フラワーポッドを設置した道路周辺でのイベント開催などを支援するとともに、市内
各所での花の景観づくりに向けて取り組みを行う。

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 ○

ふるさと納税を通じて、市外に津久見の特産品等を幅広くアピールし、津久見ファン
の拡大に努めた。また、津久見出身者には、在京津久見人会等への参加による魅
力アピール、都市圏住民等に対しては移住対策（移住交流フェア等への参加、移住
定住ポータルサイトの運営、移住就農者対策、おおいた暮らし体験ツアーほか）を行
い、地域おこし協力隊1名を確保した他、複数の移住相談に対応している。また、ＳＮ
Ｓを活用した情報発信を強化した。今後は、津久見ファンの裾野を更に拡大していく
ことが課題である。

つくみ観光大使等の仕組みを活用したファン拡大や話題づくり、津久見ファン向けの
情報発信の強化（ＬＩＮＥなどのシステム活用、動画配信、ＳＮＳ情報発信の強化ほ
か）に取り組む。
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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

※地方創生推進交付金関連事業

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 平成30年度
・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。

・平成29年台風第18号災害の影響で、事業計画を変更し令和元年度
に実施する「街なか拠点整備等基本構想策定業務」には期待する
が、市庁舎建設も含めた財源確保が大きな課題と思われる。
・運営体制整備における、観光DMO・地域商社機能については、収
入の確保が大変重要であり、それにつながる街なか拠点の機能構
築が望まれる。
・既存商店街との連携といった視点を重視してもらいたい。

事業名

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。

観光協会による運営の2カ年目。年間売上高48百
万を達成し2カ年連続黒字。地域商社機能を強化
するとともに、安定経営の継続により集客交流拠
点の核となることが期待される。

市が計画している施策及び既に進行中の施策に
ついて、委員及び有識者の意見を収集した。今後
においては、様々な課題がある中で、新庁舎と集
客交流拠点の整備方法の検討が課題

集客交流拠点整備に向けた、基本構
想・基本計画の作成と市中心部のま
ちづくりに資する基礎調査を実施。

平成29年度台風第18号水害の被災を踏まえて、
庁舎建設の新たな方針が示されたことから、平成
30年度は本業務の実施を延期し、翌令和元年度
に実施することとした。

成果・課題等

津久見市観光交流館（つく
みマルシェ）の運営

観光協会（市・指定管理）
津久見市観光交流館「つくみマル
シェ」の運営。

※街なか拠点整備等基本
構想策定業務

商工観光・定住推進課

「津久見市中心部の活性化
に関する検討委員会」の開
催

経営政策課

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

令和元年度事業に計画変更し実施する「街なか拠点整備等基本構想策定業務」においては、県南3市はもとより、東九州地域の目
的地となりえる集客交流拠点の基本構想を描くととともに、新庁舎との一体的整備の手法等についても検証していく。さらに、福岡
大学との連携協定を締結し、JR津久見駅から半径１㎞以内の市中心部において、今後10年以内に取り組む必要がある施策を整理
し将来ビジョンを描く「市中心部のグランドデザイン」の策定及び市中心部と周辺地域との関連性・役割を整理した新たな「都市計画
マスタープラン」の策定を目指していく。

平成29年台風第18号災害からの復旧・復興を最優先としたため、関連する新庁舎建設等の取組が中断され、平成30年度実施予定
の「街なか拠点整備等基本構想策定業務」は令和元年度に計画変更し実施することとした。一方で、市中心部の活性化に関する取
組として、金融ゾーン整備、激特事業に関連した市中心部の道路事業、遊休地等の調査等の議論が進み、具体的な動きが見えて
きた。また、津久見市観光交流館の運営及び専門家からの助言を通じ、集客交流拠点での販売内容等を想定した取組も着実に進
められた。令和元年度は、特に市中心部の取組が大きく前進すると期待している。

年度別の達成目標・事業スケジュールの進ちょく状況 ○

主な関連事業の概要と成果・課題等
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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

※地方創生推進交付金関連事業

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 平成30年度
・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。

・休廃校中の小中学校の活用に向けた検討が進んでいないことは大
きな課題であり、迅速な取組が必要と思われる。

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

平成29年度

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

“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、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

重点施策

基本方針

ブロードバンド整備事業は、平成３０年度に四浦鳩浦地区（つくみイルカ島）まで完了したことから、つくみマルシェにてWi-Fiスポット
整備を実施した。また、おもてなしトイレ整備事業として、スポーツ・ジオツーリズムの観点から、市民体育館、日代中トイレ等の整備
を実施した。しかし、スポーツ合宿・大会、大学等の調査研究者のニーズ把握については、昨年度に引き続き十分な取組が実施で
きず、休廃校中の小中学校の活用検討も含め今後の課題と認識している。

年度別の達成目標・事業スケジュールの進ちょく状況 ○

主な関連事業の概要と成果・課題等

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、民間事業者の参入(企業誘致含む)、第一次産業等との連
携（農林水産物加工施設への転用）、観光と地域コミュニティ活用の併用、観光レジャー開発等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

会計財務課
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年度に四浦鳩浦地区（つくみイルカ島）ま
で完了。全体的に順調に推移している。

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

市内の休校中の校舎等の活用に向け
た検討の一環として、民間事業者へ
のサウンディングを実施。

サウンディングを通じて、民間事業者視点で求め
られる情報や活用イメージ、当市が取組を強化す
べき点が明らかとなり、今後の活用につなげてい
く必要がある。

つくみマルシェにおけるWi-
Fiスポット整備

観光協会
津久見市観光交流館「つくみマル
シェ」にWi-Fiを導入する事業。

大分県が導入を進めているおんせん県Wi-Fiを導
入。インバウンド対応・情報発信力強化のインフラ
として、今後更に活用を強化していく（※同時期
に、別途つくみイルカ島でもWi-Fiを導入済）。

休廃校中の校舎等の活用
に向けた検討

経営政策課
商工観光・定住推進課

おもてなしトイレ緊急整備事
業

商工観光・定住推進課
日代中学校グランド・荒代漁村広場・
津久見市民体育館のトイレを洋式化
工事

トイレの全部を新しく洋式化し、手すりも交換した
ことで、利用者に便利で快適にトイレを使ってもら
えるようになった。

5



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

※地方創生推進交付金関連事業

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 平成30年度
・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。

・コンテナ293号の活用は評価できるものの、つくみん公園のさらなる
魅力アップに向けた具体的な整備方針を早急に検討する必要があ
る。

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具体的に検討していくとともに、施策01の集客交流拠点整備との関連性を
鑑み、市中心部の活性化のための集客の核として、引き続き、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 “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。
また、本拠点を活用する団体による、新たな賑わ
いづくりが活発に行われている。

観光案内機能強化として、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、まちづくり推進事業、朝市、２回
目の開催となった大分つくみラー麺’ｓフェス、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、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。今後は、さらなる魅力アップのための環境整備が課題と考えている。

年度別の達成目標・事業スケジュールの進ちょく状況

・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

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

△

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

情報発信拠点運営事業（周
遊対策事業）

周遊活性化対策協議会

大分つくみラー麺’ｓフェス
への協賛（周遊対策事業）
及び安全対策

周遊活性化対策協議会
平成31年3月24日につくみん公園で開
催。前日に行われた「つくみ軽トラ市」
と共同開催。

県内の有名なラーメン店１０店舗と市内業者も出
店。前日に行われた「つくみ軽トラ市」と合わせ、
市内外より10,000人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。
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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

※地方創生推進交付金関連事業

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 平成30年度

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)

-

-平成31年度

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。

公共交通機関の活用として、５月連休、つくみ港まつりでのイルカ島無料シャトルバス、豊後水道河津桜まつりでの1,000円乗り放題
バスの運行を実施した。さらに、河津桜観光期に加え、保戸島ツアーについても宮崎県等からの観光バスが増加傾向にあるなど一
定の成果は得たと思われる。

年度別の達成目標・事業スケジュールの進ちょく状況 △

成果・課題等概要

-

主な関連事業の概要と成果・課題等

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

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 担当部署事業名

“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

つくみイルカ島のシャトルバス運行を継続するとともに、河津桜観光の周遊バスにおいては、さらなる利用者拡大に向けた取組を検
討する。さらに、JRと連携した旅行商品造成、観光タクシーの検討を行い、交通事業者の積極的活用を図り公共交通の活性化に寄
与すること目指していくが、あらためて、各交通事業者の現状も踏まえ取組内容等を検証する必要もあると考えている。また、レンタ
サイクルと観光の連携についても検討を進める。

豊後水道河津桜まつりでの
1,000円乗り放題バス運行

観光協会
豊後水道河津桜まつりの交通渋滞緩
和や高齢ドライバー対策として、自由
乗降バス（貸切運行）を企画実施。

計206人の利用があった。利用者は概ね好評であ
り、周知浸透が進めば更なる利用拡大が見込ま
れることから、今後も継続実施を検討していく。

つくみイルカ島サイドパーク
指定管理業務

商工観光・定住推進課
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（周遊対策
事業）

周遊活性化対策協議会

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

・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。

・今後の取組方向に記載のとおり、あらためて、各交通事業者の現
状も踏まえ取組内容等を検証する必要もあると思われる。

・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

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

※地方創生推進交付金関連事業

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 平成30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。

・網代島のサイン、観光看板のあり方を検討する必要がある。
・街なか拠点整備にあわせ、公共案内システムの検討を行う必要が
ある。

“誰もが楽しく” 周遊できる移動環境の整備

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)

観光協会
イルカ島サイドパークでの
案内看板設置

“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)

平成29年度 -

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

令和元年度事業として実施する、「街なか拠点整備等基本構想策定業務」では、街なか拠点の基本構想と並行し、津久見ICから市
中心部への誘導サインについても整理することとしており、今後の、公共案内システム構築につながっていくと思われる。加えて、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計画的な整備を検討していく。

繁忙期のイルカ島駐車場での案内円滑化や逆走
防止に効果があったと考えている。。順次、老朽
化した看板を修繕するとともに、今後、つくみマル
シェの看板整備も進める予定である。

イルカ島サイドパークにおいて、周辺
景観に配慮した配色の誘導看板を３
器設置した。

平成30年度地方推進交付金事業として実施予定であった、「街なか拠点整備等基本構想策定業務」にて、公共案内システムについ
ての取組を実施することとしていたが、事業を令和元年度に計画変更することとなったため平成30年度事業としては未実施というこ
ととなった。その他観光案内サインの取組としては、イルカ島駐車場内の案内看板を３基設置した。

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)

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

※地方創生推進交付金関連事業

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 平成30年度

長目地区での初めての桜植樹事業であり、住民
やボランティアら約１００人が参加した。今後の維
持管理や観光活用が課題である。

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)

事業名

つくみ山桜まつりの支援（桜
観光対策事業）

担当部署 概要 成果・課題等

桜観光は本市を代表する観光資源へと着実に成長し、植樹本数も河津桜約5,100本、山桜約5,000本、大漁桜280本、牡丹桜約30
本、ソメイヨシノは市内各所で楽しめることから、桜による”絵になる”景観整備も進んできた。さらに、河川大規模改修による津久見
川や市中心部でも桜の植樹の機運が醸成されつつある。今後は、静岡県賀茂郡河津町や九州内の桜の名所との地域間交流や全
国桜サミット（仮称）の開催検討など、”西日本一の桜観光”実現に向けた取組を計画的に推進していく。

1-3

桜観光実行委員会
周遊活性化対策協議会
観光協会

四浦地区の約5,100本の河津桜を楽し
むイベント。 シャトルバス及び周遊バス
運行、さくらSA他での案内、飲食提供、
情報発信、安全対策等を実施。

観光協会
豊後水道河津桜まつりの交通渋滞緩
和や高齢ドライバー対策として、自由
乗降バス（貸切運行）を企画実施。

計206人の利用があった。利用者は概ね好評であ
り、周知浸透が進めば更なる利用拡大が見込ま
れることから、今後も継続実施を検討していく。

約86千人（前年比+10％）の入込となった。新特産
品の販売、市民団体うみかぜラヂオと連携した情
報発信、軽トラ市方式の飲食提供など新たな取組
に挑戦した。

周遊活性化対策協議会

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。仮設トイレを設
置。

-

大漁桜植樹事業 農林水産課
休校中の小学校や元ミカン畑を活用
し、長目住民らが大漁桜本を植樹。
「瀬戸内オリーブ基金」の助成事業。

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1

重点施策

基本方針

平成30年度河津桜観光客数は84,000人に増加し、第8回つくみ山桜まつりも好評であった。特に、河津桜については、平成29年台
風第18号災害で延期となった千本桜植樹事業（2回目500本）において、静岡県賀茂郡河津町観光協会長、商工会長等が来訪さ
れ、意見交換会、苗木の引き渡し式、記念植樹を行うなど地域間交流の基盤を構築した。さらに、新たな取組として長目半島で地域
住民が主体となった大漁桜（280本）の植樹が実施されるなど、全市的な桜観光の機運が醸成されつつある。

年度別の達成目標・事業スケジュールの進ちょく状況 ○

平成30年度

平成31年度

平成32年度 -

-

（再掲　施策4）豊後水道河
津桜まつりでの1,000円乗り
放題バス運行

四浦半島河津桜まつりの開
催

例年同様、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。

※千本桜植樹事業（イルカ
繁殖研究・桜観光の全国展
開と「まちの稼ぐ力」創出事
業）

商工観光・定住推進課
周遊活性化対策協議会

計500本を四浦半島蔵谷地区を中心
に河津桜を植樹した。

内外の企業・団体、ボランティア、住民、市内中学
生で実施。中学生は津久見市ふるさと教育の一
環で教育委員会、中学校と連携。教育的観点から
も効果あり。総本数は約5,100本となった。

静岡県河津町との交流（桜
観光対策事業）

周遊活性化対策協議会
河津桜発祥の地、静岡県河津町との
交流、記念植樹等を支援

河津桜発祥の地である河津町との交流を通じて、
更なる桜観光の活性化に向けた機運が醸成され
た。今後も更なる交流を進めていく必要がある。

・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。

・河津桜観光の取組は大いに評価するが、植樹した桜の維持・管
理、イベント運営等、高齢化が進む地域住民との協働体制をいかに
構築していくかが課題である。

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
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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

※地方創生推進交付金関連事業

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 平成30年度

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」の景観を生かしたプログ
ラム造成、ライトアップの検討等も引き続き行う。また、令和元年度に地方創生推進交付金を活用し実施する観光プロモーション事
業において、産業資源の地域ブランディング、プロモーション手法を整理することとしており、関連事業所の社会的貢献度等のPRに
もつながる効果的な手法が確立されればと期待している。

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

“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

2019つくみ桜フォトコンテス
トの開催

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

平成32年度

平成33年度

平成30年度については、フォトコンテスト、バイパス事業に加え、市民会館のリニューアル事業の一環で「港湾・工場」を望めるベン
チを設置に好評を得ている。「鉱山・工場・港湾」の景観は、全国に誇れる、本市の独自性ある資源であり、関係する事業者と協議
の上、効果的な活用が望まれる。

年度別の達成目標・事業スケジュールの進ちょく状況

市民会館のリニューアル事業の一環
で、工場景観を望めるベンチを整備し
た。

港湾・工場を望めるベンチを設置したことで、市民
から好評を得ている。同様のビュースポットを整
備・拡充していくことが課題である。

平岩松崎線、徳浦松崎線バ
イパス工事

まちづくり課

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。

桜観光期間を活用したフォトコンテス
トの開催。

市内外から多くの作品応募があり、恒例行事とし
て定着している。本市の景観資源発掘につなげて
いくことが期待されるとともに、市内の桜に対する
市民の愛着深化に繋がったと考えられる。

商工会議所

生涯学習課

-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

子どもたちを含む市民が大友公園を
中心とした桜スポットの風景を描く大
会を開催。

全52作品の応募があり、特別賞、優秀賞など15作
品が入賞した。桜のある風景のアピールとともに、
市内の桜に対する市民の愛着深化に繋がったと
考えられる。

大友公園桜まつりスケッチ
大会

商工会議所（美術絵画協
会、商工会議所ほか）

・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。

・全国に誇れる「鉱山・工場・港湾」の景観を生かすとともに、産業観
光プログラムの確立に向けた取組推進が望まれる。

○

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

市民会館・リニューアル工
事（見晴らしベンチの整備）
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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

※地方創生推進交付金関連事業

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 平成30年度

周遊活性化対策協議会

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。

平成32年度 -

国民文化祭 障害者芸
術・文化祭津久見市実行
委員会

合唱の祭典、フレスコ画展示、網代
島、振興祭、行啓、モイカフェスタ等を
実施。

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、36名のガイドが誕生し
た。運営財源と事務局機能の検討が課題である。

毎年の恒例行事であり、参加者の満足度も高い。
観光商品としてのプログラム造成が課題。

商工観光・定住推進課
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。

商工観光・定住推進課
(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。

（再掲　施策21）津久見くら
しの体験博覧会「津っぱく」

大分県石灰工業会への支
援

（再掲　施策19）第33回国
民文化祭 第18回全国障害
者芸術・文化祭

津久見市ふるさと振興祭に
おける石灰石鉱山見学の実
施

平成31年度 -

平成29年度 -

平成30年度 -

2-1

石灰石・セメント産業に関連する企業・団体と連携を強め、当市の日本有数の産業の魅力を効果的に伝える仕掛けづくりに取り組む
必要がある。また、ガイド人材の確保・育成、プログラムの実施体制の検討も併せて進める必要がある。

当市の特徴的な魅力を効果的にアピールし、市
民を挙げて国民文化祭を盛り上げることができ
た。

“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

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)

2

重点施策

基本方針

10月に開催された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、フレスコ画体験・作品展示を実施し、また、国民文化
祭おおいた2018においてフレスコ画作品展示し、市民や来訪者の関心を高めた。津久見くらしの体験博覧会「津っぱく」では、体験
プログラムの一環として、「漆喰塗り体験」を実施した。今後とも、取組を加速化する必要がある。

年度別の達成目標・事業スケジュールの進ちょく状況 ○

施策08

事業名

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

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30年度は、第33回国民文化祭、第18回全国障害者芸術・文化
祭が開催され、フレスコ画等の取組が加速されたが、引き続き、効果
的な取組に期待する。
・「津っぱく」等の取組により、体験プログラム数が大きく増加したこと
から、達成目標の上方修正を検討する。
・達成目標に数値目標が記載されていることから、事業進捗について
も数値を記載すべきである。
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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

※地方創生推進交付金関連事業

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 平成30年度
・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30年度は、第33回国民文化祭、第18回全国障害者芸術・文化
祭が開催され、網代島の取組が加速されたが、引き続き、効果的な
取組に期待する。
・「津っぱく」等の取組により、体験プログラム数が大きく増加したこと
から、達成目標の上方修正を検討する。
・達成目標に数値目標が記載されていることから、事業進捗について
も数値を記載すべきである。

網代島に関する企画展 生涯学習課

この１年間に開催された網代島に関す
る行事を振り返る展示会を図書館で開
催。関連講座では、展示内容の解説後
に参加者と意見交換を行った。

網代島へ一言を記入してもらうアンケートの結果、
市民の方々が網代島に抱くイメージをつかむこと
ができた。関連講座の意見交換では漂着したゴミ
問題が課題となった。

平成29年度 -

主な関連事業の概要と成果・課題等

網代島紹介HPの製作 観光協会（生涯学習課）
網代島に関する問い合わせが増加するなど、関
心が高まっている。

平成29年度に新設したデジタルサイ
ネージを活用した動画配信。イルカ島、
ミカン、保戸島、網代島、つくみん公園、
イベント等の動画を製作し配信。

（再掲　施策21）津久見くら
しの体験博覧会「津っぱく」

周遊活性化対策協議会

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、36名のガイドが誕生し
た。運営財源と事務局機能の検討が課題である。

つくみマルシェにおいて多くの観光客にアピール
することができた。特に、網代島、保戸島等の映
像は好評である。今後更に動画を充実させる必
要がある。

観光協会HP内に、網代島を紹介する
特設ページを設置した。

事業名 担当部署 概要 成果・課題等

網代島現地説明会・講演会
の開催、特設展示

生涯学習課
熊本大学大学院、尾上哲治准教授を
招いて現地説明会を開催した後、市
民会館で講演会を行った。

約50名が参加し、市民を中心に網代島の魅力を
学ぶことができた。

多くの人々が来訪する機会・場所において展示を
行い、展示ブースにも多くの方が訪れた。専門的
知識を有する職員を配置したことにより、的確な
解説を行うことができた。

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

網代島に関する基礎的知見の整理を進めるとともに、網代島の魅力をより分かりやすく紹介するための情報発信や現地看板の整
備、解説ができる人材の育成を進める必要がある。

（再掲　施策16）デジタルサ
イネージを活用したプロ
モーション

観光協会

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

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)

１０月に開催された「地球の歴史と繋がる宇宙ロマン～津久見」をテーマとした、「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」では、熊本大学大学院尾上哲治准教授を招き、網代島現地説明会を実施するとともに、つくみん
公園コンテナ２９３号においても、網代島ブースを設置するなど市民・来訪者へのPRを行った。また、津っぱくでは、網代島の掃除、
網代島の模型作り体験プログラムを実施した。

年度別の達成目標・事業スケジュールの進ちょく状況 ○

網代島現地説明会・特設展
示

国民文化祭 障害者芸
術・文化祭津久見市実行
委員会

熊本大学大学院、尾上哲治准教授に
よる現地説明会を開催した。特設展
示では網代島をはじめ、津久見の地
質資源に関する展示を行った。

２日間開催し、市内外から約１８０名が参加した。
特設展示では宇宙塵や放散虫を高性能の顕微鏡
で観察することで、参加者の関心がより高まった。

網代島PRブースの設置・運
営

観光協会
生涯学習課
商工観光・定住推進課

国民文化祭会場（市民会館）及びふるさと
振興祭（つくみん公園）において、網代島
の周知向上を図るための展示ブースを設
置し、職員を配置して解説を行った。

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 -

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
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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

※地方創生推進交付金関連事業

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 平成30年度
・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。

・「津っぱく」等の取組により、体験プログラム数が大きく増加したこと
から、達成目標の上方修正を検討する。
・指導員（インストラクター）、ガイド人材の育成確保が課題と思われ
る。

（再掲　施策12）保戸島の
魅力を生かしたツーリズム
促進事業

周遊活性化対策協議会
全島民アンケート結果に基づき、保戸
島わくわく会議を２回開催。意見に基
づき、遠見山登山道を整備。

島民アンケートにより、島民観光への取組意向が
把握された他、わくわく会議では、多く参加者を得
て、積極的な意見交換がなされた。今後は具体的
な取組に展開していくことが課題である。

平成29年度 -

主な関連事業の概要と成果・課題等

海の学校実行委員会への
支援

経営政策課 台風のため中止となった。

地域振興・婚活につながる取組を行う
団体等に対し、その事業費の一部を
助成する事業。助成する事業は提案
を公募・審査し決定している。

（再掲　施策22）おおいたリ
アスの海の島めぐり「海と風
と島時間」の製作

観光協会（日豊海岸ツー
リズムパワーアップ協議
会）

津久見市、臼杵市、佐伯市の3市連
携による「日豊海岸ツーリズムパワー
アップ協議会」の事業。豊後丼街道事
業に続く新事業として企画実施。

3市の離島の魅力について、プロライター・カメラマンを
同行取材して整理し、魅力的なパンフレットが完成し
た。本パンフレットを活用したＰＲとともに、離島観光の
活性化に向けて取組を強化していくことが課題である。

平成30年度は、継続団体４団体、新規団体7団体
がさまざまな取組を進め、津久見のイベントとして
定着したものもある。今後は各団体の継続・自立
への支援が課題となる。

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。

事業名 担当部署 概要 成果・課題等

つくみ観光盛り上げ隊によ
る海遊び体験観光の試行

周遊活性化対策協議会

長目黒島・つくみイルカ島でシーカヤック・
SUPツアーを試行したほか、市外SUP事業
者を招き津久見の海の体験視察を行い、
体験観光の可能性を検討した。

試行を通じて、シーカヤックやSUPの適地であるこ
とが検証され、市外SUP事業者も高い関心を寄せ
ている。観光商品化に向けて、引き続き取り組む
必要がある。

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、36名のガイドが誕生し
た。運営財源と事務局機能の検討が課題である。

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

本年度実施された、多角的な事業成果を踏まえると、本市における海遊び体験観光が魅力的であり、展開可能性も高いと考えられ
る。今後は、更に体験できる機会を増やしていくとともに、イベントの企画実施や、ガイド人材の育成に取り組む必要がある。

（再掲　施策21）まちづくり
推進事業・婚活事業

商工観光・定住推進課

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

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)

つくみ観光盛り上げ隊の取組において、長目黒島・つくみイルカ島でシーカヤック・SUPツアーを試行したほか、市外SUP事業者を招
き津久見の海の体験視察を行い、体験観光の可能性を検討した。さらに、まちづくり推進事業では、貸しボート業が試行され、津っ
ぱくでは、海の資源を活用した７つのプログラムを実施し、高浜海水浴場、保戸島などでの海遊びの魅力を検証した。無垢島での自
然体験学習は多くの参加者を募っていたが、台風のため中止となった。

年度別の達成目標・事業スケジュールの進ちょく状況 ○

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。

本市を代表する海水浴場として、多くの利用があり、海
遊び体験の実践場所として期待がかかっている。毎年
水質検査を実施し、高レベルで基準をクリアしている良
質な海水浴場であり、アピールしていく必要がある。

（再掲　施策21）津久見くら
しの体験博覧会「津っぱく」

周遊活性化対策協議会

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。

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 -

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
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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

※地方創生推進交付金関連事業

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 平成30年度

成果・課題等

身近な鯨類や、先端的な鯨類研究の成果等が、
一般市民や子供たちにも分かりやすく紹介され、
市民のイルカをはじめとする鯨類への関心が高
まったと考えている。

事業名 担当部署 概要

イルカ繁殖拠点推進事業 農林水産課

つくみイルカ島と津久見市が主催のもと
「第３回つくみイルカ研究シンポジウム」
を開催。大分県内の鯨類の紹介、官民
学連携による調査研究発表等を実施。

・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。

・イルカ繁殖研究について、継続的に取り組むことで、つくみイルカ島の付加価値向
上と全国展開につなげていくことが重要である。
・体験プログラム数が大きく増加したことから、達成目標の上方修正を検討する。
・達成目標に数値目標が記載されていることから、事業進捗についても数値を記載
すべきである。
・事業成果を、市民へフィードバックしていく機会づくりが必要である。
・イルカと泳げる施設は世界的に見ても希少であり、外国人観光客も増加しているこ
とから、多言語化対策の強化が必要である。

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
行等を通じて集客強化を図った。つくみイルカ島との共同による「第３回つくみイルカ研究シンポジウム」では、全国の水族館関係
者・大学をはじめ、多くの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

周遊活性化対策協議会
5月連休時のイルカ島＋市中心部で
のイベント開催。

積極的な広報を行い、期間中に約1.1万人の来場
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。

主な関連事業の概要と成果・課題等

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

全国の大学や水族館と連携したイルカ研究の支援と、市民や子供たちへの研究成果の紹介等の取組を継続するとともに、その成
果を市民をはじめ、観光客等にも幅広く伝えるための機会づくりに取り組む必要がある。

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

平成29年度 -

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)

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 -

平成32年度

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
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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

※地方創生推進交付金関連事業

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 平成30年度
・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。

・「津っぱく」等の取組により、体験プログラム数が大きく増加したこと
から、達成目標の上方修正を検討する。
・保戸島観光の核となる人材の確保、観光協会保戸島支所（仮称）の
開設、ガイド人材の確保育成が課題である。

平成29年度 -

主な関連事業の概要と成果・課題等

（再掲　施策22）おおいたリ
アスの海の島めぐり「海と風
と島時間」の製作

観光協会（日豊海岸ツー
リズムパワーアップ協議
会）

3市の離島の魅力について、プロライター・カメラマンを
同行取材して整理し、魅力的なパンフレットが完成し
た。本パンフレットを活用したＰＲとともに、離島観光の
活性化に向けて取組を強化していくことが課題である。

保戸島の魅力を生かした
ツーリズム促進事業

周遊活性化対策協議会
全島民アンケート結果に基づき、保戸
島わくわく会議を２回開催。意見に基
づき、遠見山登山道を整備。

島民アンケートにより、島民観光への取組意向が
把握された他、わくわく会議では、多く参加者を得
て、積極的な意見交換がなされた。今後は具体的
な取組に展開していくことが課題である。

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、36名のガイドが誕生し
た。運営財源と事務局機能の検討が課題である。

津久見市、臼杵市、佐伯市の3市連
携による「日豊海岸ツーリズムパワー
アップ協議会」の事業。豊後丼街道事
業に続く新事業として企画実施。

事業名 担当部署 概要 成果・課題等

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)

「保戸島の魅力を生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継続実施し、土産物の開発・販売等、実践
に向けた取り組みを加速させていく。

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

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)

大分県と共同にて、「保戸島の魅力を生かしたツーリズム促進事業」を実施し、保戸島の魅力を島民自ら知る機会と、気軽に集まり
意見交換をできる機会を作ったことで、島民主体の活動に繋がり、将来を見据えた「保戸島の魅力を生かしたツーリズム観光」意識
醸成の第１歩が踏み出され、さらに、「地域おこし協力隊」を保戸島に配置したことで事業の加速が図られた。また、津っぱくの取組
では、地元住民により１１プログラムが実施された。

年度別の達成目標・事業スケジュールの進ちょく状況 ◎

（再掲　施策21）まちづくり
推進事業・婚活事業

商工観光・定住推進課

地域振興・婚活につながる取組を行う
団体等に対し、その事業費の一部を
助成する事業。助成する事業は提案
を公募・審査し決定している。

平成30年度は、継続団体４団体、新規団体7団体
がさまざまな取組を進め、津久見のイベントとして
定着したものもある。今後は各団体の継続・自立
への支援が課題となる。

（再掲　施策21）津久見くら
しの体験博覧会「津っぱく」

周遊活性化対策協議会

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。

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 -

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
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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

※地方創生推進交付金関連事業

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 平成30年度
・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。

・観光と第一次産業の連携は重要であり、津久見みかんのブランド
化につなげるためにも、さらなる取組強化が望まれる。
・「津っぱく」等の取組により、体験プログラム数が大きく増加したこと
から、達成目標の上方修正を検討する。
・達成目標に数値目標が記載されていることから、事業進捗について
も数値を記載すべきである。

担当部署 概要

（再掲　施策21）津久見くら
しの体験博覧会「津っぱく」

周遊活性化対策協議会

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、36名のガイドが誕生し
た。運営財源と事務局機能の検討が課題である。

（再掲　施策22）ツーリズム
大分商談会視察ツアー（み
かん農家体験）

観光協会（ツーリズムお
おいた）

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、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、農漁家民泊の実践者を育成するための勉強会を行う。

“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

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

津久見くらしの体験博覧会「津っぱく」の体験プログラムを通じて、農業関連プログラム（みかん、ハーブ、綿、味噌づくりほか）等が
実施され、多くの参加者を集めた。また、旅行会社を対象とした商談会において、みかん農家による解説を交えたみかん狩り体験を
実施し、好評であったが商品化には至らなかった。

年度別の達成目標・事業スケジュールの進ちょく状況 △

ツーリズムおおいたと連携し、複数の
旅行会社担当者を招聘し、市内観光
地視察及び商談を実施。

商談会の結果、つくみイルカ島を中心とした旅行
商品の造成・催行につなげることができた。これ
に合わせ、ユニットタリフを製作しアピールしたこ
とも好評だった。商品自体の拡充が課題である。

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

事業名

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 -

・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
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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

※地方創生推進交付金関連事業

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 平成30年度
・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。

・飲食店組合が実施した「食メニュー開発促進事業」、津久見市観光
交流館機能強化事業は効果的であったと思われ、今年度も継続実
施することから、発展的な事業効果に期待する。
・達成目標に数値目標が記載されていることから、事業進捗について
も数値を記載すべきである。
・全体的に商品数が不足していると思われ、一次産業との連携によ
る加工商品開発が必要である。

成果・課題等

セメントソフト、つくみーずソフト、つくみみかんタルト
のいずれもが当店舗の売れ筋商品となり、雑誌媒体
等をつうじて、幅広く当市の魅力をアピールすること
に繋がっている。更なる商品拡充が課題である。

椿の生息域が広範囲なため、全体的な整備が進
まないことに加え、島民の高齢化によって実の収
穫そのものが困難になりつつある。

八戸せんべい汁研究所長木村聡氏を招聘した勉強会
を開催し先進事例を学んだ。また津久見のソウルフード
である「ぎょろっけ」の魅力をレシピコンテストなどを通じ
再認識し、今後の活用の基礎づくりを進めた。

津久見市飲食店組合などによる食メ
ニュー開発及び情報発信機能強化を
図るもの

飲食店組合（観光協会）
※食メニュー開発促進事業
（津久見市観光戦略推進事
業、専門家招へい事業）

津久見みかん等ブランド化
事業

農林水産課
「津久見みかん」ブランドの再構築を図り、
担い手の確保を後押しする。山椒の生産
拡大を図る。

ふるさと振興祭でイベントを行うなどして津久見み
かんをPR。定年帰農者や若手生産者の横のつな
がりにより担い手確保を促進。山椒の市場取引価
格が上昇傾向。

経営政策課
無垢島特産品である椿の低木化を図
り、椿の実の収獲の簡易化を図るも
の。

事業名 担当部署 概要

主な関連事業の概要と成果・課題等

菓子工業組合
観光協会

地元菓子製造業者と観光協会、デザ
イナーの連携により観光商品開発を
実践した。

当市の特徴を生かした新商品として、当
市の産業をモチーフにしたソフトクリー
ム（セメントソフト、つくみーずソフトほ
か）、つくみみかんタルトを開発した。

※津久見市観光交流館機
能強化事業（津久見市版観
光DMO・地域商社機能加速
化事業）

菓子工業組合やつくみマルシェによる、津久見らしい新商品の開発が進んだ。また、飲食店組合により「ぎょろっけ」のレシピコンテ
ストやミニ幟旗やステッカーの作製を行い、津久見のソウルフードとしての「ぎょろっけ」の市内における地位向上に努めた。

◎

新規商品のつくみみかんブールドネージュをはじめ、
つくみみかんどらとうずまきの新パッケージ、みかん
羊羹の新パッケージを開発し、当市の新土産として
定着した。更なる商品拡充が課題である。

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 -

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 -

2基本方針 “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重点施策

平成29年度 -

第１次産品を活用した新たな特産品の開発についても、個々の動きをつなげ市全体の動きとできるよう、生産者、加工業者、販売事
業者等との連携を深め取り組みを強化していく必要がある。また、「ぎょろっけ」を活用したイベントなどの企画、広域的なPRや連携
などに取り組み、特産品としての価値を高める活動も進めていく。

カメリアアイランド整備業務

観光協会

※津久見市観光交流館機
能強化事業（津久見市版観
光DMO・地域商社機能加速
化事業）

・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

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 -

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
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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

※地方創生推進交付金関連事業

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 平成30年度

観光協会（ツーリズムお
おいた）

ツーリズムおおいたと連携し、複数の
旅行会社担当者を招聘し、市内観光
地視察及び商談を実施。

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７店舗、菓子・土産店等９
店舗が参加。

売上数9.3千食（前年比+11%）、平均単価972円（前年比
+11%)、売上高730万円（前年比+25%）と大きく進展した。
ターゲティング見直し、ワンコインキャンペーン終了が大き
な要因と分析。他のメニューも含めた消費拡大が課題。

津久見モイカフェスタ 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。

売上数11千食（前年比+24%）、平均単価2.2千円（前年
比+7%）、売上高2400万円（前年比+33%）と大きく進展し
た。セットメニューを中心に高単価商品をアピールしたこ
とが要因と分析。市外への周知拡大が課題。

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)

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

（再掲　施策22）ツーリズム
大分商談会視察ツアー（み
かん農家体験）

“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 -

概要

重点施策

基本方針

“津久見らしい”食と特産品の開発・提供・発信力の強化

ひゅうが丼やモイカの認知度は十分に上がってきているところであるが、これを一過性のものとしないため、さらなる集客に向け引き
続きPRに努めていく必要がある。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とともに、これまでの成果を
次につなげる活動を新たに進める必要がある。WEBサイトや紙媒体など様々な手段を用いた情報発信・販売の取り組みを進めると
ともに、集客交流拠点整備の動きと並行し生産者や飲食店の取り組みを強化する。

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)

商談会の結果、つくみイルカ島を中心とした旅行商
品の造成・催行につなげることができた。これに合わ
せて、ユニットタリフを製作しアピールしたことも好評
だった。商品自体の拡充が課題である。

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活動も市内外で根付いてきており、リピーターの存在など一定の成
果をあげていると言える。食プロモーションは一定の成果をあげており、市内外における「津久見の食」の認知度、集客アップに大き
く貢献している。特産品開発についても外部講師の招へいや勉強会の結果、その必要性も十分認識されてきており、ふるさと納税
のお礼の品メニューへの追加などを通じ販路拡大にもつながりつつあると認識している。

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30年度 -

平成32年度 -

・平成29年度と同様であるが、夜間営業（スナックなど）の売上、公共交通機関
（タクシー）の人手不足は課題である。飲食店組合との事業も行っていることか
ら、夜間営業店も含めた飲食店の売上向上につながる取組に期待する。
・公共交通機関の人手不足が飲食店の売上に影響している実態は改善されて
いないと思われる。
・商品の付加価値、魅了向上を図り、並行して、観光入込者数を増やすことで購
買機会を拡大させていくことで、経済波及効果の向上につながると思われる。

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

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

平成33年度 -

・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。
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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

※地方創生推進交付金関連事業

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 平成30年度

平成29年度

平成32年度 -

平成33年度 -

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。

売上数11千食（前年比+24%）、平均単価2.2千円（前年
比+7%）、売上高2400万円（前年比+33%）と大きく進展し
た。セットメニューを中心に高単価商品をアピールした
ことが要因と分析。市外への周知拡大が課題。

周遊活性化対策協議会
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。

売上数9.3千食（前年比+11%）、平均単価972円（前年比
+11%)、売上高730万円（前年比+25%）と大きく進展した。
ターゲティング見直し、ワンコインキャンペーン終了が大き
な要因と分析。他のメニューも含めた消費拡大が課題。

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 -

事業名

デジタルサイネージを活用
したプロモーション

（再掲　施策15）津久見モイ
カフェスタ

津久見観光のプロモーショ
ン

（再掲　施策15）津久見ひゅ
うが丼キャンペーン

観光協会

平成29年度に新設したデジタルサイ
ネージを活用した動画配信。イルカ島、
ミカン、保戸島、網代島、つくみん公園、
イベント等の動画を製作し配信した。

つくみマルシェにおいて多くの観光客にアピール
することができた。特に、網代島、保戸島等の映
像は好評である。今後更に動画を充実させる必要
がある。

観光協会
恒例のご当地メニューPRキャンペー
ン。飲食店７店舗、菓子・土産店等９
店舗が参加。

“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

これまでの食プロモーションの成果として、マグロ料理やひゅうが丼、モイカ料理などは「津久見の食」として認知されてきている。ま
た、「つくみのみかん応援団」による大分市などで開催されるイベントでのPRなど、民間ベースでの活動も回を重ねており、広く高い
評価を得ている。

年度別の達成目標・事業スケジュールの進ちょく状況 ◎

2-2

2

重点施策

基本方針

概要 成果・課題等

“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・キャンペーンを実施に向け新たな企画を検討し、切れ目のない食メニュー提供を目指す。県
や広域連携、他の自治体の実施するイベントなどへの参加の機会増加、WEBサイトや紙媒体など様々な手段を用いた情報発信・販
売の取り組みを進める。

主な関連事業の概要と成果・課題等

・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。

・新商品の情報発信が課題と思われる。
・観光消費による経済波及効果などの数値も順調に推移している
が、商店街や飲食店（夜間営業等）の方々が観光消費の実感がある
のか疑問である。

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 -
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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

※地方創生推進交付金関連事業

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 平成30年度
・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。

・観光消費による経済波及効果などの数値も順調に推移している
が、商店街や飲食店（夜間営業等）の方々が観光消費の実感がある
のか疑問である。
・街なかの大きなビジョンが見えるとおもしろい展開になるのではと期
待している。

市内の空き家の有効活用を通じて、
都市との交流や定住促進による地域
の活性化を図るための取組。

平成30年度末で登録物件が17件、利用希望者登
録数14人、賃貸1件、売買3件の計4件が成立して
いる。

経営政策課

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。

市が計画している施策及び既に進行中の施策に
ついて、委員及び有識者の意見を収集した。今後
においては、様々な課題がある中で、新庁舎と集
客交流拠点の整備方法の検討が課題。

※街なか賑わい創出事業
（津久見市観光戦略推進事
業）

周遊活性化対策協議会
（NPO法人ツクミツクリタ
イに委託）

関係機関に情報収集し、現地を歩き
回りし、共有地や空き店舗・家屋等の
現状を把握するとともに、持続的な現
状把握・活用方法を検討。

津久見街なか・遊休不動産
等情報提供事業（地域活力
づくり地域創生事業）

周遊活性化対策協議会
（臼杵宅地建物物流セン
ターに委託）

県補助金を活用し、不動産業者が所有す
る『売地』『中古物件』『賃貸物件』の情報
に加え、別途把握している『空き地』『空き
家』の情報を一つのデータと一元化。

この事業で得たデータは、街なか賑わい創出事業
とともに、次年度事業の「津久見復興・街なかにぎ
やかプロジェクト事業」で活用し、定住対策に繋げ
られる

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

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

創業支援事業の成果により、市中心部における新規出店が促進された。また、市中心部の遊休物件（空き家・遊休地）等の現状把
握に向けた調査・データ整理、空き家バンクを通じた活用促進に取り組んだ。今後の市中心部活性化に向けた取組を効果的・効率
的に進めるために、「市中心部の活性化に関する検討委員会」を開催し、関係者による情報共有や意見交換に継続的に取り組んで
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17 “若い力”を活用したまちなか賑わい創出

◎

津久見市創業支援事業 商工観光・定住推進課

産業振興、雇用の創出及び中心市街
地活性化を図るため、本市で創業しよ
うとする方に対し、創業に必要な経費
の一部を補助する制度。

平成30年度にスタートし初年度は６件の申請があ
り、そのすべてが新規創業している。６件中５件が
商店街に飲食店を開業しており、中心市街地の活
性化にも大きく寄与している。

成果・課題等

・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

商工観光・定住推進課

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に基づく取組を促進するとともに、空き店舗等を活用した起業創業
支援、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。

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)

空き家情報バンク業務
平成32年度 -

平成33年度 -

この事業で得たデータは、津久見街なか・遊休不
動産等情報提供事業とともに、次年度事業の「津
久見復興・街なかにぎやかプロジェクト事業」で活
用し、定住対策に繋げられる

平成29年度 -

主な関連事業の概要と成果・課題等

概要
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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

※地方創生推進交付金関連事業

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 平成30年度

平成31年度
平成32年度

・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。

・津久見の街なかは、空き店舗も多く、さびしく活力が感じられない。
・観光と商店街振興のつながりを重視してもらいたい。
・観光消費による経済波及効果などの数値も順調に推移している
が、商店街や飲食店（夜間営業等）の方々が観光消費の実感がある
のか疑問である。

つくみ軽トラ市は、市中心部埋立て地の活用可能性が十分に検証されたことから、より中心商店街等の賑わいに直結する取組とす
るため、商店街内での実施に向けて検討を進めている。また、市中心部活性化の担い手を拡大するため、まちづくり推進事業のう
ち、市中心部活性化を目指す取組等のフォローアップも行う。

2回の開催で延べ8千人程度が来場し、市中心部が
大いに賑わった。市中心部埋立て地の活用可能性
や課題も検証。運営手法の強化、持続的運営体制・
活動資金の確保、商品の充実化が課題。

（再掲　施策21）まちづくり
推進事業・婚活事業

商工観光・定住推進課

地域振興・婚活につながる取組を行う
団体等に対し、その事業費の一部を
助成する事業。助成する事業は提案
を公募・審査し決定している。

平成30年度は、継続団体４団体、新規団体7団体
がさまざまな取組を進め、津久見のイベントとして
定着したものもある。今後は各団体の継続・自立
への支援が課題となる。

津久見駅前ライトアップ 商工会議所（青年部）

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

市中心部の賑わいを創出するため、市内一次産業関係者を中心に、商業者や市外の事業者も巻き込んで「つくみ軽トラ市」を企画・
実施し、市中心部への来街機会を創出した。また、例年実施している、商工会議所青年部による駅前ライトアップ、GWにおけるみな
とオアシスよらんせ市を継続実施した。

年度別の達成目標・事業スケジュールの進ちょく状況 ◎

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。

つくつくカード事業、商品券発行事業商業協同組合津久見商業協同組合事業

みなとオアシスよらんせ市 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。

商工会議所青年部独自の活動として実施してお
り、毎年、街なかのにぎわいに寄与し、市民の目
を楽しませている。

毎年11月中旬頃から1月末頃までの
間、ＪＲ津久見駅前付近でイルミネー
ション装飾を施している。

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

つくみ軽トラ市の開催
周遊活性化対策協議会
（つくみ軽トラ市実行委員
会）

市中心部において一次産品等を軽ト
ラックで販売するイベントを実施。市内
外から事業者を募集。企画立案に農
林漁業者が参画。
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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

※地方創生推進交付金関連事業

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 平成30年度

平成31年度
平成32年度

主な関連事業の概要と成果・課題等

（再掲　施策18）つくみ軽ト
ラ市の開催

周遊活性化対策協議会
（つくみ軽トラ市実行委員
会）

市中心部において一次産品等を軽ト
ラックで販売するイベントを実施。市
内外から事業者を募集。企画立案に
農林漁業者が参画。

2回の開催で延べ8千人程度が来場し、市中心部が
多いに賑わった。市中心部埋立て地の活用可能性
や課題も検証。運営手法の強化、持続的運営体制・
活動資金の確保、商品の充実化が課題。

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

事業名 担当部署 概要 成果・課題等

・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。

・第33回国民文化祭、第18回全国障害者芸術・文化祭の開催によ
り、既存イベントへの波及効果は大きいと思われるが、特に、伝統芸
能における後継者不足は深刻であり、関連部署と連携した担い手育
成やイベント運営の改善等の対策が急務と言える。

第33回国民文化祭 第18回
全国障害者芸術・文化祭

国民文化祭 障害者芸
術・文化祭津久見市実行
委員会

合唱の祭典、フレスコ画展示、網代
島、振興祭、行啓、モイカフェスタ等を
実施。

当市の特徴的な魅力を効果的にアピールし、市民
を挙げて国民文化祭を盛り上げることができた。

「第36回津久見市ふるさと
振興再第23回つくみ“活き
粋きフェア”」及び「第33回
日豊経済圏交流大会」

商工会議所
商工観光・定住推進課
観光協会

「第36回津久見市ふるさと振興再第
23回つくみ“活き粋きフェア”」と「第33
回日豊経済圏交流大会」を同時開
催。

毎年実施している本市の市民参加イベント。多く
の市民や観光客で賑わいを見せた。佐伯市や臼
杵市、宮崎県延岡市、日向市の郷土芸能の披露
やブース出店があり、新たな交流も生まれた。

各種スポーツイベント 生涯学習課、各団体
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。

平成32年度 -

平成30年度 -

平成31年度

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

-

-

-

恒例行事である、つくみ港まつり、扇子踊り大会、ふるさと振興祭、各種スポーツイベントの他、当市も会場であった「国民文化祭、
全国障害者芸術・文化祭」においても、多くの市民・企業等の参加のもとで盛大に開催することができた。人口減少の中、担い手不
足が顕在化しつつある。

年度別の達成目標・事業スケジュールの進ちょく状況 ◎

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

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(のんのこ諫早まつり、ロータ
リー合同鑑月例会、大野川合戦まつり、ふるさと
振興祭、市内介護施設訪問ほか)。

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

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

各イベントについて、現時点では関係者の尽力により、継続実施できているが、今後は、中長期的視野に立ち、持続可能な実施方
法・体制について、改めて検討する必要があると考えられる。
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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

※地方創生推進交付金関連事業

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 平成30年度
・「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。

・観光DMO・地域商社には、事業収入と人材確保が必須であり、その
対策をいかに講じていくかが重要である。
・市庁舎や中心市街地活性化をからめた観光戦略を推進するために
は、市民の理解と努力が必要であり、特に若い世代の参画に期待し
たい。

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

-

-

-

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

成果・課題等

津久見市観光協会の将来体制について検討を行
い、法人化を目指す方針を固めた。今後、具体像
を明らかにしていく必要がある。

・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)

※観光DMO機能推進のた
めの地域人材活用事業

商工観光・定住推進課
農林水産課
経営政策課

地域人材を活用し、まちづくり推進
員、観光戦略推進員、農林水産振興
アドバイザーを関係課及び観光協会
に配置。

市中心部のまちづくり、つくみ軽トラ市、商品開発等の
取組を核となる地方創生人材、第一次産業従事者、商
業者、観光関係者、市職員等と連携し実施したことで、
観光推進体制構築に向け大きな成果が得られた。

※観光DMO勉強会（専門家
の招へい事業／津久見市
観光戦略推進事業）

商工観光・定住推進課

※津久見市版観光DMO機能推
進事業（観光DMO機能推進の
ための「まちづくり組織」と「地
方創生人材」育成事業）

商工観光・定住推進課
津久見市版観光DMO・地域商社機能
構築のため、（公財）日本交通公社の
研究員を津久見市観光協会に配置。

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、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
へいし意見交換を実施。

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

“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

・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)

平成31年度

平成32年度

3-1

3

重点施策

基本方針

平成30年度 ・観光推進の中核となる人材確保(平成30年度)

-

-

津久見市版観光DMO・地域商社機能構築に向けた取組を加速するため、（公財）日本交通公社の研究員を観光協会に配置するこ
ととし、当市の観光推進体制について実践的に検討を行った。観光協会による地域ブランディング（商品づくり、体制づくり、魅力づく
り他）・マーケティング（市場調査、ターゲティング、商品販売ほか）に向けた取組や、地域の各振興団体との連携事業が複数実施さ
れるなど、当市の観光推進の中核としての観光協会の将来像の具体化に向けて、当初計画以上の進ちょくがあったと考えられる。

年度別の達成目標・事業スケジュールの進ちょく状況 ◎

当市観光推進の中核としての津久見市観光協会のあり方について、法人化に向けて、体制像（経営執行体制、会員体制ほか）や、
業務内容の具体化を図るとともに、将来体制を担う人材（経営、経理・会計、商品づくり・販売、観光案内、旅行業、移住ほか）の確
保・育成に取り組む。また、活動財源の多角化に向けた検討も進める。

主な関連事業の概要と成果・課題等

担当部署 概要
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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

※地方創生推進交付金関連事業

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 平成30年度

“オール津久見” による観光推進体制の確立

津久見くらしの体験博覧会「津っぱく」においては、より自立的で幅広い活動を展開するため、持続可能な実施体制を検討する。ま
た、まちづくり推進事業・婚活事業においては、リーダー的人材の発掘・育成に非常に効果的であり、より加速するためのフォロー
アップ（研修や勉強会の開催、事業実施にあたっての相談対応の強化ほか）を充実する。また、人材のスキルアップを図るための勉
強会等（ガイド講座、地元資源に関する勉強会ほか）も実施し、市民参加の裾野の拡大していく。活動（利用）可能なフィールド・施設
情報も整理する。

成果・課題等

3-1

3

事業名 担当部署 概要

平成29年度より始まった津久見くらしの体験博覧会「津っぱく」の取組を更に活性化し、市民が実践者（ガイド人材）や参加者として、
当市の魅力づくり・発信に関与したことが成果であった。今後の継続体制が課題である。また、3年目を迎えた「まちづくり推進事業・
婚活事業」では、市民が自ら企画・実施する取組を通じて、当市の取組のリーダー的人材が発掘・育成されたとともに、市内外から
高評価を得られた企画・イベントもあった。事業への応募ペースが鈍化しており、裾野の拡大が課題である。

年度別の達成目標・事業スケジュールの進ちょく状況 ◎

“津久見市版”観光DMO機能の構築

施策21 “市民や企業が活躍できる”受入体制・環境の整備

平成30年度は、まちづくり推進事業11団体、婚活サ
ポート推進事業3団体がさまざまな取組を進め、津久
見のイベントとして定着したものもある。今後は各団
体の継続・自立への支援が課題となる。

（再掲　施策08）大分県石
灰工業会への支援

商工観光・定住推進課
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。

津久見くらしの体験博覧会
「津っぱく」

周遊活性化対策協議会

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、36名のガイドが誕生し
た。運営財源と事務局機能の検討が課題である。

まちづくり推進事業・婚活サ
ポート推進事業

商工観光・定住推進課

・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

平成29年度 -

重点施策

基本方針

地域振興・婚活につながる取組を行う
団体等に対し、その事業費の一部を
助成する事業。助成する事業は提案
を公募・審査し決定している。

・津っぱく、まちづくり推進事業、婚活サポート推進事業等により、着
実に人材育成、市民参画につながっている。

平成32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)

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

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
・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)

・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。
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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

※地方創生推進交付金関連事業

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 平成30年度

津久見市、臼杵市、佐伯市の3市連携
による「日豊海岸ツーリズムパワー
アップ協議会」の事業。豊後丼街道事
業に続く新事業として企画実施。

3市の離島の魅力について、プロライター・カメラマン
を同行取材して整理し、魅力的なパンフレットが完成
した。本パンフレットを活用したＰＲとともに、離島観
光の活性化に向け取組を強化していくことが課題。

毎年実施している本市の市民参加イベント。多く
の市民や観光客で賑わいを見せた。佐伯市や臼
杵市、宮崎県延岡市、日向市の郷土芸能の披露
やブース出店があり、新たな交流も生まれた。

成果・課題等

ツーリズム大分商談会視察
ツアー（みかん農家体験）

観光協会（ツーリズム大
分）

ツーリズムおおいたと連携し、複数の
旅行会社担当者を招聘し、市内観光
地視察及び商談を実施。

大分・愛媛地域間交流促進
事業（豊予ふれ愛協議会）

大分県(中部振興局)
経営政策課
商工観光・定住推進課
など

（再掲　施策19）「第36回津久
見市ふるさと振興再第23回つく
み“活き粋きフェア”」及び「第
33回日豊経済圏交流大会」

大分県中部地域と愛媛県西伊予地域
との交流事業。

事業名 担当部署 概要

重点施策

基本方針

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 -

“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

観光協会（日豊海岸ツー
リズムパワーアップ協議
会）

広域観光連携（ツーリズムおおいたとの連携、日豊海岸の三市連携）をはじめ、日豊経済圏での連携、大分都市広域圏連携に取り
組み、複数の連携プロモーションに参加・実施した。引き続き、広域連携の取組に積極的に参画するとともに、広域連携メリットを生
かした観光商品開発が課題である。

年度別の達成目標・事業スケジュールの進ちょく状況 ○

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

3

商談会の結果、つくみイルカ島を中心とした旅行
商品の造成・催行につなげることができた。これに
合わせ、ユニットタリフを製作しアピールしたことも
好評だった。商品自体の拡充が課題である。

おおいたリアスの海の島め
ぐり「海と風と島時間」の製
作

3-1

ツーリズムおおいたと連携した広域プロモーションや商品化・流通強化に向けた取組実施、日豊海岸ツーリズムにおける「島めぐり
パンフレット」を活用した離島プロモーションをはじめ、日豊経済圏、大分都市広域圏との連携強化を図る。

主な関連事業の概要と成果・課題等

平成31年度

平成32年度

平成33年度

・特になし ・県内の地域商社が首都圏でのPRに成功している事例を参考にす
べきと思う。

・広域連携プロモーションの実施・参画

平成30年度

平成32年度 -

平成33年度 -

商工会議所
商工観光・定住推進課
観光協会

「第36回津久見市ふるさと振興再第
23回つくみ“活き粋きフェア”」と「第33
回日豊経済圏交流大会」を同時開
催。

平成29年度

平成31年度 -

これまで両地域における交流事業として、イベント交
流事業、フェリー活用事業「友情の船」等を実施し、
一定程度の成果を収めている。今後は現枠組みを
越えて、拡大を検討していく課題等がある。
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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

※地方創生推進交付金関連事業

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 平成30年度
・「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。

・昨年度と同様に「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。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。

ふるさと教育

商工観光・定住推進課
平成31年3月28日、約50名の参加の
もと、つくみ観光市民講座を開催。

ふるさと教育での、扇子踊り体験、石
灰石鉱山・海事産業見学会、石灰石
工業会による理科実験授業等の実
施。

担当部署 概要 成果・課題等

（再掲　施策19）津久見扇
子踊り大会

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。

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。

この1年日間で実際に動きだした団体に活動報告
をしてもらい、参加者に「動き出した津久見市」発
表でき、市民参加意識の向上がはかれた。

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。

芸術文化振興事業 生涯学習課

つくみ観光市民講座の開催

・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

毎年開催している「つくみ観光市民講座」において、基調講演者や実践者からの発表を通じて、津久見の地域資源の魅力や可能性
を学んだ。また、学校教育や生涯学習等の取組（ふるさと教育での見学や体験、職場体験、総合的学習の時間、地域課題探求ほ
か）と連携して、地域資源への愛着心の醸成に取り組んだ。

施策23 地域資源への“愛着心”の醸成

3-2

3

重点施策

基本方針
年度別の達成目標・事業スケジュールの進ちょく状況 ○

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

学校教育課
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。

津久見樫の実会、観劇会、文化協会
等への運営支援。

今後も引き続き「つくみ観光市民講座」を開催するとともに、企画内容のブラッシュアップを図る。学校教育や生涯学習との連携にも
引き続き取り組む。また、人材のスキルアップを図るための勉強会等（ガイド講座、地元資源に関する勉強会ほか）も実施し、市民参
加の裾野の拡大していく。

-

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)

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)

主な関連事業の概要と成果・課題等

事業名

平成29年度

平成30年度

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～)

（再掲　施策07）大友公園
桜まつりスケッチ大会

商工会議所（美術絵画協
会、商工会議所ほか）

子どもたちを含む市民が大友公園を
中心とした桜スポットの風景を描く大
会を開催。

平成33年度 ・観光副読本の製作(平成33年度) 全52作品の応募があり、特別賞、優秀賞など15
作品が入賞した。桜のある風景のアピールととも
に、市内の桜に対する市民の愛着深化に繋がっ
たと考えられる。

（再掲　施策07）2019つくみ
桜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。

市内外から多くの作品応募があり、恒例行事とし
て定着している。本市の景観資源発掘につなげて
いくことが期待されるとともに、市内の桜に対する
市民の愛着深化に繋がったと考えられる。

・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

平成33年度

-

-

・観光副読本の製作

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

※地方創生推進交付金関連事業

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 平成30年度

市中心部の一部（海岸通り）におい
て、フラワーポッドを設置し、周辺住
民・店舗の理解・協力を得て、管理す
るもの。

商工観光・定住推進課
周遊活性化対策協議会

計500本を四浦半島蔵谷地区を中心
に河津桜を植樹した。

内外の企業・団体、ボランティア、住民、市内中学
生で実施。中学生は津久見市ふるさと教育の一
環で教育委員会、中学校と連携。教育的観点か
らも効果あり。総本数は約5,100本となった。

・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。

・昨年度に引き続き未実施となったことから、施策内容を検討する必
要があると思われる。

平成33年度 ・「花いっぱい運動」を全地区に拡大(平成33年度)

平成31年度 -

平成30年度 -

基本方針

平成29年度 -

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

フラワーポッドの設置 まちづくり課

平成32年度 -

平成31年度

平成32年度

平成33年度

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

市中心部の一部（海岸通り）において、フラワーポッドを設置した。周辺住民・店舗の理解・協力を得て、管理を継続している。

年度別の達成目標・事業スケジュールの進ちょく状況 △

施策24 市民参加による“花”の景観づくり

3

通りの賑わいが演出され、周辺店舗・住民によっ
て「フラワーロード」と愛称がつけられ、イベントが
開催されるなど、街の活性化に寄与している。

（再掲　施策06）※千本桜
植樹事業（イルカ繁殖研
究・桜観光の全国展開と
「まちの稼ぐ力」創出事業）

3-2

フラワーポッドを設置した道路周辺でのイベント開催などを支援するとともに、市内各所での花の景観づくりに向けて取り組みを行
う。

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 概要

重点施策
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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

※地方創生推進交付金関連事業

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 平成30年度

大分、福岡、東京、大阪で開催される新規
就農相談会に参加。体験型の短期研修から
就農研修（ファーマーズスクール）まで制度
を確立させている。就農希望者にすぐに渡
せる園地の整備。

平成32年度 -

移住就農者対策事業

-

移住支援策や住宅・土地の物件情報、子育て関
連情報、イベント情報などを提供しており、空き家
バンクの利用数増にもつながっている。

・津久見ファンネットワークの構築(平成30年度)

平成31年度

移住定住ポータルサイトの
運営

平成33年度 -

平成29年度 -

商工観光・定住推進課
（大分県）

大分県への移住を検討している方を
対象に実施する事業。

平30年度は津久見市～佐伯市コースを実施。9名
の方の参加があった。

“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・定住推進課
津久見市への移住、ＵＩターンを検討
する方の向けに情報発信を行うサイト
として平成29年度にスタートした。

ふるさと納税の推進 商工観光・定住推進課
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

総務課
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

ふるさと納税を通じて、市外に津久見の特産品等を幅広くアピールし、津久見ファンの拡大に努めた。また、津久見出身者には、在
京津久見人会等への参加による魅力アピール、都市圏住民等に対しては移住対策（移住交流フェア等への参加、移住定住ポータ
ルサイトの運営、移住就農者対策、おおいた暮らし体験ツアーほか）を行い、地域おこし協力隊1名を確保した他、複数の移住相談
に対応している。また、ＳＮＳを活用した情報発信を強化した。今後は、津久見ファンの裾野を更に拡大していくことが課題である。

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

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。

つくみ観光大使等の仕組みを活用したファン拡大や話題づくり、津久見ファン向けの情報発信の強化（ＬＩＮＥなどのシステム活用、
動画配信、ＳＮＳ情報発信の強化ほか）に取り組む。

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

各相談会の対応者は少ないが、積極的に相談会に出展し
ている。大阪で相談を受けた1名が地域おこし協力隊とし
て就農研修をしている。1～2年間の就農研修であるファー
マーズスクールを設け、受入態勢を確立している。

平成30年度は返戻品約100品目、ふるさと納税の
件数は約2,100件、金額は約4,400万円であった。
今後とも返礼品の拡充、情報発信の強化を進め、
全国からご支援いただけるよう進めていく。

移住交流フェア等への参加 商工観光・定住推進課
東京、大阪で開催された移住交流フェ
ア等(計5回)に参加。

フェア等への参加を通じて、多くの相談に対応し
た。（平成30年度実績、56組72人）

おおいた暮らし体験ツアー

農林水産課

平成29年度

平成30年度

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

・津久見ファンネットワークの構築検討

・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。

・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いる
が、ネットワーク構築の手法、観光大使制度の再構築と活用手法等
を再検討し、移住交流、ふるさと納税の推進につながる取組へと深
化させていく必要がある。
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