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下記のとおり出張（調査研究、要請・陳情活動）いたしましたので、その結果をご

報告いたします。  
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参加議員 橘 智史、北田 健治、柳瀬 理孝 

期 間 平成 ３０年 ２月 １日 ～ 平成 ３０年 ２月 ３日 

実施場所 

（研修会場、視察先、

相手方等） 

南さつま市：南さつま市役所 

鹿児島県南さつま市加世田川畑２６４８番地 

日南市：油津商店街 

宮崎県日南市岩崎３丁目 9-1 

活動の目的・内容 

及び結果等 

・サイクル事業推進への取り組みについて 

・2016 年はばたく商店街 30 選を受賞した油津商店街のこれまで

の活性化に向けた取り組みについて 



 平成 30 年 2 月 1 日（木） 

 

【視察先】   鹿児島県南さつま市役所、 サイクリングターミナルりんりん 

 

【説明者】   産業おこし部 観光交流課 観光戦略企画官 上原 順郎氏 

          〃      〃   主任      森 雄大氏 

        南さつま市観光協会 事務局 地域おこし協力隊員（サイクル部門） 

                             加藤 彰氏 

 

【視察目的】  サイクル事業の取り組みについて 

 

 

≪南さつま市≫ 総人口：34,370 人（2017 年 10 月 1 日） 面積：283,59ｋ㎡  

   南さつま市は平成 17 年に加世田市・笠沙町・大浦町・坊津町・金峰町の１市４町が 

合併してできた市である。 

旧加世田市は平成７年１１月１１日に自転車を活用したまちづくりを進めようと 

「サイクルシティの誓言」を行い『市民がいきいきと暮らしていける「生活のまち」を

実現するため、ライフスタイルの一部として自転車を様々な分野に活用していく』こと

をうたいサイクル事業に取り組んだ。 

  

 

 1、サイクルツーリズムの推進 

   心地よい風と自然が生み出す芸術的な海岸線、南国らしい青い海と岩山のコント 

ラスト、自然が残る山あいの道や人々の生活が感じられる田舎道など、無限大に広がる

魅力あふれる南さつま市を気軽にいつでもサイクリングで楽しめるようにレンタルサ

イクルやサイクリングコースを整備した。 

（気軽に誰しもが自転車を楽しめるように、自転車に触れる機会を増やしている。） 

 

 

２、サイクルイベントの充実 

   子供から大人まで誰もが参加できる様々なサイクルイベントを企画し、なかでも「ツ

ール・ド・南さつま」のイベントは絶景ポイント「海道八景」を巡る大会として定着し 

 



ており、１００㎞コースは標高差２，０００ｍに達するタフなコースとして知られてい

る。 

   その他にもトライアスロンのスイム競技を外した「デュアスロン in 南さつま」や「金

峰レクの森クロスカントリー」、２～６歳のキックバイクイベント「ちびっこのりだー」、

「小学生さわやか一輪車大会」や「交通安全子ども自転車大会」など子供達が参加でき

る大会も充実している。 

  

 

３、GIANT 社との関わり 

   GIANT 社とは、台湾に本拠地を置くワールドブランド、世界最大の総合ブランド！自

転車業界の巨人として、レンタサイクル事業にもいち早く取り組み、街乗り自転車から

ツール・ド・フランス 優勝車まであらゆるものを手掛けるブランドです。 

   平成２７年６月、平成２８年５月に市長自ら台湾へトップセールスを行い、職員とと

もに GIANT 社の製品でサイクリングでの交流を深める中、サイクルイベントの提携や

製品の提供を受けることになった。 

 

 

４、インバウンドサイクリングツアー 

   インバウンド受け入れのために、観光協会や地域おこし協力隊を中心にサイクリング

ガイドの育成に力を入れている。 

   主なイベントとしては、FIT 半日サイクリングや香港からの修学旅行生を対象とした

市内サイクリング観光、鹿児島県ロングライドは鹿児島空港～霧島市～桜島～鹿児島市

～指宿市～枕崎市～南さつま市～鹿児島市～鹿児島空港のコースを６日間かけて獲得

標高２０００ｍ、走行距離１００ｋｍを走破するイベントとなっている。 

   ツアーにあたってはサポートカー及び先導スタッフが同行するほか、世界１１１ヵ国

を自転車で旅してきたサイクリスト加藤彰氏が豊富な経験を生かしてツアー全体を強

力にサポートしている。 

 

 

５、南さつま市サイクルツーリズムビジョン 

   基本理念「自由に、気軽に、五感でスローに満喫」を合言葉に南さつま市の新たな観

光スタイルの提供でその目的は、サイクルツーリズムを介した地域振興であり、南さつ

ま市が誇る固有の風土（自然・歴史・文化・食）や地域の営み（生業・生活・コミュニ



ティ）を地域資源として改めて見直し、より魅力的な形に磨き上げ、それら資源を自転

車という移動手段を活用して結び付け観光客などの来訪者が回遊できる仕組みを構築

することで、来訪者の滞留時間を延ばして消費を喚起し、地域経済を活性化すること目

指す。 

    

 

６、所感 

   気軽に誰でも扱える自転車を地域振興に役立てる取り組みは、自然豊かな地方でこそ

発揮できるツールかも知れない、山あり海ありと風光明媚な当市も、スロースタイルの

推進は滞留時間を延ばして消費を喚起し地域経済の活性化に生かせるのではないかと

考える。 

   南さつま市の場合は地域おこし協力隊に自転車に特化したサイクリストの加藤彰氏

を迎え、サイクルイベントの企画運営及び支援に積極的にかかわってもらい、国内外へ

の情報発信や受け入れにも力を発揮していた。そのような事から特別な人の関わりはと

ても重要であると思う。また、サイクルツーリズムビジョンでは、対象者の年齢やスキ

ル、特徴や利用目的を明確にして観光戦略が検討されており、自転車そのものの関心郡

と観光への関心郡がうまく融合され観光交流と地域振興に生かされていると感じた。 

   和歌山県でも「紀伊半島を自転車で遊びつくせ！？」と、平成 26年 9 月に県内に総

延長 800km のサイクリングロードを整備する方針を立てた。県民の健康増進やサイクル

ツーリズムの振興がおもな目的で、紀伊半島沿岸を走る「海のルート」、紀ノ川沿いの

「川のルート」、高野山などを通る「山のルート」を設け、地域の魅力を楽しみながら

の観光や健康づくりを促進するため、利便性や安全性を備えたサイクリングロードの整

備をしていることから、以前よりも本格的なロードレーサーが当地方を多く訪れている

と思われるが、家族や友人といったサイクリングを楽しむ旅行者は尐なく思う。サイク

ル事業を一つのツールとするなら、レンタサイクルやステーション等の整備が必要であ

る。 

   現在、農林業でのグリーンツリーズムや漁業でのブルーツーリズムと主体が変わるが

体験型の観光も人気があることから、一つの形にとらわれず多種多様な連携が必要であ

ると思う。 



 平成 30 年 2 月 2 日（金） 

 

【視察先】   宮崎県日南市油津商店街 

 

【説明者】   ㈱油津応援団代表取締役 黒田 泰裕 

 

【視察目的】  油津商店街の活性化に向けた取り組みについて 

 

【中心市街地活性化事業前の日南市油津商店街】 

        日南市・油津は、豊かな自然に恵まれ、

江戸期から昭和初期にかけて、飫肥杉の

運搬や東洋一と称されたマグロ景気等

により、県内有数の活気ある商業地とし

て繁栄してきた。 

        市内最大の商店街であった油津商店街

は、日南山形屋などを擁す古くからの商

業集積地として、昭和 40 年代～50 年代にかけ、発展を極めたが、近年、車

社会の進展によるロードサイドビジネス、消費者志向の変化や尐子高齢化に

よって、徐々に衰退し、商店街のシャッター街化も既に末期的な状況になっ

ていた。 

 

【日南市中心市街地活性化事業】 

        2012 年 11 月、「日南市中心市街地活性化基本計画」が、国の認定を受け、

本格的な商店街にぎわい再生事業が動き始めた。 

        そこで関係者が情報や意識を共有する場として「油津まちづくり会議」が

設置され、「油津まちづくり計画」の策定と更新を行い、その下には、約 50

もの事業の進捗状況をマネージメントする「まちづくり会議 WG」を配し、

事業全体のディレクションとコーディネートを行ってきた。 

        50 事業のうち代表的なものとして「複合機能ビル」「観光拠点ビル」「子

育て支援センター」建設などのハード施設整備があげられるが、その他にも

行政のみならず民間事業や市民活動等が協働し、様々なソフト事業を実施し

てきた。 

        また、これらの事業を実施するだけでなく、事あるごとに市民がまちづく

りに参画できる機会を創りだしてきたとのこと。 

 

 

 

 

 



【まちが動き出すきっかけ】 

        2013 年 4 月に、地元出身で 33 歳の元県職員、崎田市長が就任。 

その 3 か月後「猫さえ歩かない」と揶揄された薄暗い商店街を再生するた

め、空き店舗に 4 年間で 20 店舗誘致することをミッションとする専門家を、

委託料月 90 万円で全国公募。商店街内で行われた公開プレゼンテーション

で、333 人の応募者の中から、福岡県を拠点とする自治体のコンサルタント、

当時 38 歳であった木藤亮太氏を指名。 

        市長をはじめ若い世代がまちの活性化事業を担う体制になったことが、市

民への期待感を生む。 

        結果、28 店舗を誘致し、新たな人の流れを創出。 

 

【㈱油津応援団】 

株式会社油津応援団とは、飲食業等を国内外で幅広く展開する村岡浩司

氏、元日南商工会議所事務局長の黒田泰裕氏、日南市テナントミックスサ

ポートマネージャーとして迎えられた木藤亮太氏の 3 名が、1 人 30 万円を

出資し設立した純民間のまちづくり会社。 

日南市油津地区の再生をミッション

にして現在、上記の設立メンバーに建築

設計事務所、JA、会計事務所の勤務経験

がある 3 名が加わり、各々の専門分野を

活かしたアドバイザーとして、商店街及

び市民のサポーターとして、或いは実践

者として日夜、奔走。 

現在においては、共感する市民有志からの出資も増え、45 名以上の市民

から 1500 万円もの出資を預かるまでになっている。 

 

【油津応援団の事業と経過】 

日南市中心市街地活性化基本計画の核となる「多世代交流モール整備事業」

は、油津商店街の一角にある大規模空きビルと対面にある空地を油津応援団が

賃借し、リノベーションし商店街における拠点空間の創出を目的とした事業。

空ビルには一部を解体撤去の上、「飲む・遊ぶ・学ぶ・食べる」拠点として「ス

クール」「スタジオ」「フリースペース」「情報発信ブース」「油津カープ館

（キャンプで訪れる広島東洋カープの公認ショップ）」「あぶらつ食堂」を、

空地には「くつろぐ」をテーマに 6 店舗の物販・サービス系が入居する「アブ

ラツガーデン」を整備。事業費は経済産業省のまちづくり交付金 9000 万円と

日南市の補助金 3000 万円、油津応援団の銀行借入で 3000 万円を調達。 

この「スクール」「スタジオ」「フリースペース」「情報発信ブース」「油

津カープ館」を総称した「油津 Yotten（よってん）」は、日南市より油津応

援団が受託して、子育て支援、市民活動（貸会議室）、各種講座の管理運営を

行っている。 



「油津 Yotten」と中庭を挟んだ建物

には、「炭火焼鳥」「中華バル」「洋

食」「和風創作料理」「ホルモン焼」

「焼酎バー」が出店し、「あぶらつ食

堂」を構成、その経営者の殆どが新規

創業者で 30 代である。 

コンテナを活用した「アブラツガー

デン」には「プリン専門店」「子供服・雑貨店」の物販系店舗と「ネイルアー

ト」「リラクゼーションサロン」のサービス系店舗が入居している。出店者は、

やはり若い人が中心になっており、出店者はテナント会を組織している。 

 

【店舗誘致から起業化支援へ】 

       商店街のイメージは、八百屋、魚

屋、服屋とありとあらゆる商店が、

通りに軒を連ね、買い物客でにぎわ

っていた。 

       しかし、尐子高齢化に伴う人口減

尐が加速化し、地元客の消費行動が

変化した現代において、同じような

店舗を復活させても、閉店してしまう。 

       油津商店街では、地元の買い物客をターゲットとする商店は尐なく、カフェ

やゲストハウス、レンタルスペース、子供の遊び場、IT 企業、保育園など、

幅広い業種を誘致。 

       つまり、物販店舗誘致の概念にとらわれず、起業家を誘致、支援することに

より、空き店舗とにぎわいの創出を目指し、商店街の活性化を図っている。 

【まとめ】 

       本市においても、平成 21 年 3 月から 5 年間にわたり、田辺市中心市街地活性

化基本計画に基づき、「都市機能の向上と、自然と歴史を生かした街づく 

り」をテーマに、交流人口と居住人口の確保を目標としてまちなかの活性化に

取り組んできた。 

基本計画に登載している 62 事業のうち、59 事業が完了し、居住人口は緩や

かな右肩下がりになったものの、歩行者・自転車の通行量が増加するとともに、

基本計画の認定を契機として、多くの若手がまちづくりに参画するなど、賑わ

いが創出された。 

銀座商店街の中央の道路沿いにある月極駐車場であった場所に、ぽぽら銀座

を整備したことにより、今まで尐なかった若者や子育て世代が行き交うように

なり、集客と回遊の拠点としての機能を果たしている。また、田辺市商店街「Ｎ

ａｎｋｉたなべ 100 円商店街」や若手の商店主等が主になって組織化して取

り組んでいる田辺のまちゼミ「まなべる」、まちづくり会社である南紀みらい

（株）の若手協力団体が実行委員会を組織して運営している「南紀田辺☆うめ



ぇバル」などが定着するなど、中心市街地の商店と関係団体等に一体感と活気

が生まれた。 

       しかしながら、時間が経過するにつれ、中活基本計画期間のあいだ、中心に

活動していた若手も年齢を重ね、当時の勢いは失われ、空き店舗が増加の一途

を辿っている。 

       そういったなか、国土交通省の「景観まちづくり刷新支援事業」のモデル地

区となり、平成 29 年度から、地域の景観資源を活かしたまちづくりに取り組

んでいるところである。 

       そのメニューのひとつに、駅

前商店街外観修景整備が含ま

れており、世界遺産のまち「田

辺市」の玄関口としてふさわし

い、楽しく魅力的な商店街の形

成を目指している。 

       今回の「油津商店街」の視察

を経て、人口減尐時代に突入し、インターネットが普及した現代において、改

めて物販・商店経営の難しさを再認識するとともに、商店街に賑わいをつくる

には、地元の消費目的の客だけでなく、普遍的な集客装置を作らなければなら

ないと実感したところである。 

       それが、油津商店街の場合、オフィスや飲食店、子育て支援センター、レン

タルスペースであった。 

       田辺市においては、駅前商店街が、駅から世界遺産「闘鶏神社」への動線上

にあることから、油津のような IT 企業誘致には適さない面もあると考えるが、

空き店舗を開業しやすい状況に整備することは必要である。 

駅前商店街の空き店舗は、老朽化が進み、しかも、みなし浄化槽が大半を占

め、市民・観光客に需要のある飲食業が開業しづらい状況にある。 

飲食業の店舗誘致、また環境対策も景観維持・市のイメージ向上につながる

ものであるとの観点から、駅前における排水対策は、喫緊の課題であると考え

る。 

また、駅前角地の市街地活性化施設は「油津 Yotten」のように「遊ぶ・学ぶ・

食べる」をテーマにして、観光客だけでなく、消費を目的としない市民も気軽

に集える拠点としての観点も併せ持った複合施設に整備することも重要であ

る。 

さらに、まちにかかわる人材育成や多種多様なイベントを演出し、地域の子

供たちや若手が商店街に関心を持てる環境を作らなければならないことを実

感した。 

       そういった意味において、本市が実施している「田辺未来創造塾」は、たな

べ営業室が担当するにふさわしいかの議論は必要であると感じているものの、            

      継続していくべき事業であり、早期の成功事例を挙げてもらいたい。 

       今回の視察で得た見識をさらに深め、中心市街地の活性化に努めていきたい。 


