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◎総務経済常任委員会 行政視察復命名簿 

 

●議 員   

  副委員長  中尾 利一        

  委  員  伊藤 正志       

  委  員  田端かがり        

  委  員  鈴木 利行 

  委  員  藤谷 良幸        

   

●同行職員 

  まちづくり政策部地方創生課 

主  査  木村 博之       

 

●事務局随行職員 

  書  記  三宮 祥平        
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１０月８日（火） 

熊本県玉名市 
○市の概要 

玉名市は、有明海、菊池川、小岱山及び

金峰山系の山々などの豊かな自然や多数

の古墳が点在するなど、数多くの歴史的資

源に恵まれている。 

また、米やトマトをはじめとする野菜、

イチゴやみかんなどの果実類の農産物や、海苔やアサリなどの水産業が盛んである。 

市の北部、小岱山の麓には１３００余年の歴史と泉質の優秀さを誇る玉名温泉、

一方市の南部有明海を望むみかん園の丘にある小天温泉は、夏目漱石の名作「草枕」

の舞台としても知られている。 

最近では、日本マラソンの父・金栗四三氏のゆかりの地として注目を浴びている。 

平成１７年に 1 市（玉名市）３町（岱明・横島・天水）が合併し、合併特例債を

利用した新庁舎が平成２７年に供用を開始されていた。震度６以上の地震がある可

能性は２％程度だったため、免震のメンテナンスコストも考慮し耐震設計で建てら

れた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ｈ29年 玉名市 稚内市 

 人口 67,261人 34,834人 

  世帯数 24,474世帯 16,486世帯 

  人口増加率（前年度比） △4.0%  △8.1％ 

  年少人口比率 12.70% 11.80% 

  老年人口比率 31.30% 28.90% 

面積（㎢） 152.60㎢  761.47㎢ 

予算総額 36,369,021千円 26,941,920千円 

財政力指数 0.44 0.37 

一般職員数 454名 292名 

議員数 22名 18名 
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熊本地震の対応と防災について 

場所 玉名市役所庁舎 

 

１．説明者 

 

総務部 防災安全課  

藤森課長 

 

 

２．選定の背景及び目的 

 

玉名市は、平成２８年４月に発生した熊本地震では、震度６弱を観測した。これ

まで台風や大雨に伴う被害は幾度となく経験していたが、玉名市が位置する熊本県

の西海岸は、地震が少ない地域であったこともあり、地震に対する防災意識の低い

街であった。稚内市においても、地震の少ない地域であり、玉名市と同じく防災意

識の低いことが課題となっている。平成３０年９月に発生した胆振東部地震では、

地震による直接的な被害はなかったものの、北海道全域で発生したブラックアウト

は、２日で復旧したものの初めての経験に混乱が生じ大きな課題を残した。 

「防災意識の低い」という震災前の玉名市との共通点から、熊本地震を経験した玉

名市の取り組みを調査・研究し、当市の諸課題の解決に活かすことを目的とする。 

 

３．地震被害と対応 

 

熊本地震とは、平成２８年４月１

４日以降に熊本県と大分県で相次い

で発生した地震のことである。平成

２８年４月１４日及び１６日の２度

にわたり、震度７を観測し、１４日

に発生した地震を「前震」、１６日に

発生した地震を「本震」と呼ばれて

いる。日本国内の震度７の事例としては、２８時間以内に２回観測したのは初めて

であり、一連の地震回数は４，０００回を超え、内陸型地震では１９９５年以降で

調査事項 
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最多となっている。 

被害状況は、死者数２５２人、負傷者数２，７２０人であり、ピーク時の避難者数

は１８３，８８２人（県人口の約１割）であった。住家被害は全壊が８，６５２棟、

一部破損を含めると１５３，９８５棟に及んだ。 

玉名市においては、４月１４日午後９時２６分に前震が発生し震度６弱を観測。

地震発生から１時間後に災害対策本部を設置、同時刻には市内８カ所に避難所を開

設。１５日に日付が変わるころには、延べ２８８人が避難していた。この時点で複

数回余震を観測したが、まさかこれから「本震」が発生するとは、誰も考えていな

かったと説明者が当時を振り返っていた。１６日午前１時２５分に本震が発生し震

度６弱を観測し、その２分後の午前１時２７分「津波注意報」が発令された。玉名

市も本市と同様に海に面しており、津波被害を心配する市民からの問い合わせによ

り一時は避難してくる市民や問合せが殺到し庁舎内で混乱が生じた。また、警報が

発令するほどの大雨が重なってしまったこともあり、４０か所に拡大した避難所に

は、１６日午後１１時の時点で避難者が３，０００人を超えた。長期間の避難所生

活が予想されるなかで、避難者の心身のケアを重視し、前震発生２日目から保健師

による避難者の健康観察等を実施。避難者の健康問題や心のケアに迅速に対応した。

また、避難所の担当職員が、避難所の健康管理に対応できるよう「避難所の健康管

理」のガイドラインを作成し、各避難所に配布。 

 一方、地震被害などに関する総合相談窓口を設置し、罹災証明書の発行や市民か

らの幅広い相談内容に対応した。 

この熊本地震で玉名市では、震度４以上を観測した地震が、４月１９日までの間

で１８回も発生した。幸い人命にかかわるような被害は発生しなかったが、地域に

よっては家屋の倒壊、屋根瓦の損傷、道路の陥没などが多く発生した。 
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 第３回定例会（６月定例会）では、通常３日間の一般質問を１日に、会期を４日

間に短縮し、災害復旧事業関係の予算議決を早めた。 

 県内では、現在もなお復旧・復興が継続中であるが、発災から２年後の平成３０

年に改めて震災当時を振り返り、その記憶を留めると同時に、熊本地震から学んだ

教訓を災害の備えとして後世に継承するために「地震記録誌」を発刊した。 

４月１４日 前震（玉名市 震度６弱を観測） 

災害対策本部設置 

避難所開設（８か所、３００人） 

４月１６日 本震（玉名市 震度６弱を観測） 

避難所増設（４０か所、３，１００人） 

４月２２日 プロジェクトチーム立ち上げ検討 

４月２５日 総合相談窓口設置 

家屋（住宅）被害調査開始 

４月２６日 住宅対策プロジェクトチーム編成 

４月２７日 震災対応プロジェクトチーム設置 

５月 ６日 玉名市災害警戒本部に移行 

「熊本地震を受けて市長と語ろう座談会」を開催 

６月 １日 熊本地震被災者支援課を設置 

住宅被害認定において、国の基準では運用に問題があった。現実に即した基準を

市独自で設け、国と県から補助を受けられない人のために市独自の補助金(2 種

類)を創設。また、地震の記録誌もこの課で作成。（平成３０年３月で終了、以後

健康福祉部にて対応。） 
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４．課題と今後にむけて 

 

・「避難所運営について」 

長期化したため、担当職員の疲労が激しく、今後はボランティアの募集なども必

要。また、衛生面・体調面のケアのための体制も必要がある。 

・「支援物資について」 

支援物資を避難所へ配布した数量の管理に苦慮した。プッシュ型で届いた物資の 

積み下ろし作業にすぐに対応できる人員を確保するのに苦慮した。 

・「自主防災組織について」 

活動が活発な自主防災組織においては消防団と綿密な連携を行い、地域住民の安 

全確認や被害状況の把握などの活動を迅速に行うことができていたが、多数の自 

主防災組織においては、設立間もない団体もあり、何をして良いか分からず混乱 

が生じた。 

・「被災者生活再建支援について」 

１次調査後に罹災証明書を発行したが、発行後に２次調査を依頼されるケースが

あった。住民票の地番と実際建物が建っている地番が違うことがあり苦慮した。

災害廃棄物の処理に関し、処理方法や制限等も多く解体の対応に苦慮した。 
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５．質疑 

 

質問：災害記録集はどの部署で作成し、何部作成したのか。作成に至った理由は。 

回答：「熊本地震被害者支援課」で作成し、関係機関のみに配付しただけで部数は多 

く作成しなかった。また、作成した理由は、被災した他の自治体で作成して 

いたことと、貴重な記録を残しておこうという職員の意識も高かった。 

 

質問：記録集を作成する部署は防災担当のイメージであるが、なぜ福祉分野の被害 

者支援課で作成したのか。 

回答：時間の経過とともに、被害者支援課の業務量にも余力が出てきたことが作成 

することになった。 

 

質問：地震直後の食料等の物資の確保はどのような状況だったのか。 

回答：避難所を開設していたが、自主避難ということだったため、物資の提供は行っ 

ていない。また、発生直後は、コンビニなどの食料品は品薄になったが、幹 

線道路が影響を受けなかったため、物流が通常通りの動きに戻った。 

 

質問：地震発生時には職員全員を召集していると思うが、中には家族や親せきが被 

災された職員もいたと思うが、どのような対応をしたのか。 

回答：職員全員にメールで召集をかけたが、全職員が登庁しておらず、登庁可能な 

職員のみ。 

 

質問：地震の経験を契機に、玉名市の中で、施設の改修や避難所の関係など、何か 

変化はあったのか。 

回答：庁舎が新築していたことはまず良かった。旧庁舎であれば業務ができなかっ 

たものと考えている。免震構造の建物が増えてきている。台風や大雨などで 

もすぐ避難所開設に関する問い合わせがくるようになった。 

 

質問：地震発生後の地域の防災組織などの状況はどうか。 

回答：発生後は住民意識が高くなり、訓練等を実施していたが、時間が経過するに 

つれ薄れてきていると感じている。 
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６．委員所感 
 

○地震で被災した街の貴重な経験を記録誌として後世に残しておくことは非常に

重要である。災害はいつ・どこで起こるか分からないと良く言うが、稚内では大き

な地震を実際に経験している人はほとんどいないため、地震が発生した時にどう行

動すれば良いかを日常の訓練などを積み重ねていくことしかないと実感した。また、

東日本大震災など大きな地震が発生した時は住民の意識は高まるものの、その後時

間が経つと防災意識は薄くなっていくので、どう住民意識を一定程度維持していく

かが本市での課題と考える。 

○防災意識の重要性を再認識すると共に難しさも感じました。元々防災意識の低

い街であったようですが、熊本地震を経験しても一時的なもので、基本的に防災意

識の高まりが大きくならないのだと感じました。本市でも大きな災害への意識は決

して高くはありませんからどのように備えたら良いのか考えさせられました。また、

幸いに新庁舎が完成後の災害であったことから市役所機能に影響なく対応出来た事

が良かったようですから、本市においても市役所の防災機能など準備をきっちりと

しておかなければいけないと実感しました。 

○熊本地震は、２０１６年４月１４日、震度７を２回経験するといった、日本観

測史上初めての大災害である。また、それまで耳にした事がない前震や本震といっ

た、それまで予想されていない災害が起きた事に、日本中が驚きを隠せなかった事

である。そのような大きな災害が起きた時、玉名市では、どのような住民対応を行

い、その後この災害を教訓に、防災意識を高め、日々防災・減災の意識付けを行っ

ているのか等、稚内市としても大きな関心であり、学ぶべき点が多くあると感じ視

察を取り組んだところである。意外にも玉名市は、熊本地震では、震度７の本震が

起きた際でも、震度６弱であり、幸いにして、人命に関わる被害が発生していない

と言う事である。しかし地域によって家屋の倒壊や損壊、道路の陥没などが多く発

生していた。玉名市は地震の起きる前年に新庁舎を建設しており、その庁舎が大き

な影響を受ける事がなく、行政機能が停滞することが少なかった事や対策本部の立

ち上げがスムーズであった事など、優位性はあったものの、市民への対応が早かっ

た事が、被害を大きくさせなかった事に繋がっている。地震発生から一ヶ月も経た

ないうちに、市長との座談会を開催し、当時の様子や今後に向けて、市民と情報の
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共有や対策について話し合われている点は、迅速であり教訓とする動きになってい

る。また直ぐに「熊本地震の記憶と記録」として冊子の作成がされ、その中で当時

の市民の声を掲載して実態に基づく作成になっている点は学ぶべきであり、行政主

導で防災担当が作成となるが、健康福祉部や住民課が中心となり、正しく市民に寄

り添った冊子になっている点も学ぶべきである。やはり震災前は、防災意識は低かっ

た事が、現在では地域防災や訓練など、意識が高まった事や、避難困難者への対応

や安否確認などは、地域や自治組織が主体となってきた事は、現在稚内市が抱える

課題でもあるだけに実感として伝わったところである。いずれにしても、震災の前

の準備とその後の迅速な対応は、以前から言われていることではあるが、改めて実

感したところである。 

○玉名市は、稚内と同じように「ここに大きな地震は来ない」という「神話」が

あった。事前に災害に関する記録集が届いていて、稚内とそのような共通点がある

と感じていたので、どのように災害への対応をしたのか、関心を持って視察に臨ん

だ。学んだことは、たくさんあった。まず、行政側がいちばん初めに、「地震相談窓

口」を設置したということだった。市民にとって、もっとも必要なことは、「困った

とき、相談にのってもらう人がいる」ことだと思う。市民に寄り添うことが何より

も大切にされなければならない。案の定、次々と市民が相談に訪れ、１階ロビーが

市民であふれたという。次は、罹災証明を発行する際に、国のガイドラインは尊重

しつつも、市民目線で実態にふさわしい基準「玉名基準」を設けて対応したという

ことだ。ここでも市民に寄り添うということが貫かれていた。この玉名市の対応が

熊本県全体の対応に大きく貢献したと評価されている。実際に、国のガイドライン

では「半壊」にしか判定されないが、「玉名基準」では「全壊」になることも多かっ

たということから、補助金に大きく影響するこの基準は被災した市民から感謝され

たことだろう。最後は、このような地震への取組を記録集「未来へ」にしたためた

ことだ。今の科学の到達点では、同じ災害がいつ起きるかわからない。再び同様の

災害に遭遇したとき、このような記録集が必ず、役に立つに違いない。関係者が自

らの言葉で、記録に遺すことによって、自分たちはもちろんのこと、本市を含めほ

かの自治体にとって災害対応の「教科書」になるということだ。 
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１０月９日（水） 

宮崎県小林市 
○市の概要 

小林市は南九州の中央部、宮崎

県の南西部に位置し、緑豊かな森

林や高原が開け、清らかな渓流美

を誇る河川とその流域には優良農

地が広がり、ジオサイト(地質遺

産)や温泉、湖沼などの個性的な地域資源も多数有しており、面積は５６２．９５平

方キロメートルで宮崎県の７．３パーセントを占めている。 

 気候は、夏暑く、冬は冷え込む内陸型の温暖多雨地域に属しており、年平均気温

は約１６度、年間降水量は３，１８０ミリメートル(平成２７年)を超える。夏と冬

の寒暖差が大きく、また、昼夜の気温差が大きいため、霧の発生が多い地域である。 

 豊かな自然環境は重要な自然遺産として評価され、「霧島ジオパーク(宮崎・鹿児

島県の５市１町で構成)」、「綾ユネスコエコパーク(宮崎県の２市１町１村に所在)」

に認定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ｈ29年 小林市 稚内市 

 人口 46,513人 34,834人 

  世帯数 19,498世帯 16,486世帯 

  人口増加率（前年度比） △1.2%  △8.1％ 

  年少人口比率 12.8% 11.80% 

  老年人口比率 33.7% 28.90% 

面積（㎢） 562.95㎢  761.47㎢ 

予算総額 30,515,176千円 26,941,920千円 

財政力指数 0.38 0.37 

一般職員数 392名 292名 

議員数（条例定数） 18名 18名 
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小林市新庁舎新築事業について 

場所 小林市役所庁舎 

 

１．説明者 

 

                       

建設部 管財課  

建築住宅グループ 館下主幹 

 

 

２．選定の背景及び目的 

 

稚内市では、平成２３年１２月に実施した庁舎耐震調査で「震度６以上の地震に

対して倒壊または崩壊する危険性が高い」と診断された後、様々な視点から庁舎整

備に向けた取り組みを進めてきた。本年度においても、「稚内市庁舎建設検討委員会」

を設置し、庁舎整備の軸となる基本構想・基本設計の作成を進めている。 

小林市は、本市と同様に旧庁舎は築５０年を迎え、庁舎の老朽化、耐震性の問題

もあり平成１８年３月と平成２２年３月に１村１町と合併後に庁舎の建て替えに向

けてスタートし、平成２９年に新庁舎が完成した。新庁舎には、市有林を活用し、

全国的にもあまり事例のない木造３階建ての庁舎を建設、また市民からの要望を取

り入れたことにより、旧庁舎に比べ庁舎を訪れる市民が増加したという。 

そこで、地元の地域資源を生かし、市民の理解を得ながらどのように新庁舎整備

事業を進めていったのか小林市の取り組みを調査・研究し、当市のこれからの新庁

舎整備事業にいかすことを目的とする。 

     

市役所本館 

調査事項 

市役所東館（議会棟） 
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３．設立の経緯と事業概要 

 

小林市は、旧庁舎が昭和３９年に建設され築５０年を迎え、庁舎の老朽化、耐震性

の問題もあり、災害体躯拠点機能など様々な弊害がみられていた。平成１８年３月と

平成２２年３月に１村１町との合併後建て替えに向けてスタートした。平成２８年か

ら工事が着工され、平成２９年６月に完成。本館・東館（議会棟）があり、東館であ

る議会棟は全国的にもあまり事例のない木造３階建ての庁舎である。また使用された

木材は、全て市有林であり、市が木材を一貫して所有管理支給する方式を採用した。 

市有林の活用は、市有林の調査から実施され、伐採は市内の業者に依頼。木材調達

においても細かなスケジュール管理が行われ計画的な伐採が行われた。１，９９４㎡

の３階建てという大規模な建設であるが、在来木造工法（木造住宅と同じ）というこ

ともあり、地元の大工さんでも建てることが可能なことから、全て地元の業者に依頼

した。実際に建設している期間は、騒音や振動など近隣住民から苦情が出る事が想定

されたが、大量に木材を使用したことで、木の香りで包まれ、現場も好印象であった。 

新庁舎の特色の一つである、市民開放スペースの設置は、市民から要望が出された

ことで取り入れたものであり、本館１階部分をはじめ、庁舎の複数カ所に多目的ス

ペースやコミュニティラウンジが設置されており、放課後に児童生徒が庁舎に立ち寄

り活用されるなど、用事のためだけではなく様々な市民が来庁するようになった。 

その他の取り組みでは、中庭の空間整備として、地下５０ｍから汲んだ水をせせら
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ぎ水路として利用、植栽とベンチを設置し、景観にも配慮した。 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

市民から要望があった「多目的スペース」 

市民が使用できる、FREE Wi-Fiも完備 

放課後の児童生徒に人気がある

コミュニティラウンジ 

床、建具、照明ボックス等、内部の木質化

により、木の温かさと香りがあふれている。 
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玉名市独自の張弦梁 

せせらぎ水路がある中庭 酒樽と同じ要領で制作された木製の受水槽 

円形の議場 議員同士の顔がよく見える

ことで議論のさらなる活性化をめざす。 

傍聴席までの通路もバリアフリー化 

車いす専用スペースも完備 
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４．質疑 

  

質問：新庁舎を計画する段階から木造ありきで進めてきたのか。 

回答：基本構想段階では案としてはなかった。基本計画の段階で、内部で地元の物 

を活用した庁舎にできないかと考えた。特に市長が木材活用にかなり興味を 

示したため。 

 

質問：木材活用が基本構想の段階からではないとすれば、見積もっていた建設費は 

どのくらい変わっていったのか。 

回答：当初、基本構想の段階では約２０億円、基本計画では約２８億円、最終的に 

は３５億円へと上がったが、議会にもしっかりと説明を行い、理解を求めた。 

しかしながら市民などからの要望を全部聞いていては建設費が膨らむだけな 

ので、どこかの段階できちんと整理していく必要がある。 

 

質問：建設候補地も現存の場所ありきで考えていたのか。 

回答：いくつか候補地をあげ、合併したことも考慮し、そこでメリット・デメリッ 

トを洗い出し、選定している。 

 

質問：庁舎の場所を動かす余地はあったのか。 

回答：動かす余地はあったが、電算のサーバー室を別棟で建てていて、そのサーバー 

をひも解くことに３年から５年かかり、費用も５億円から１０億円上乗せと 

なることのデメリットが非常に大きいことから、現場所を選択せざるを得な 

かった。 

 

質問：新庁舎ができて、来訪者が増えたなどの変化はあったか。 

回答：来訪者の増減ということでは変化はないが、市民利用ができる多目的スペー 

スを設けた結果、市民が庁舎内で寛いでいる様子を多く見られるようにな 

り、利用する市民から市庁舎の印象が良くなったと聞いている。 

 

質問：市民懇話会の前に、地区の座談会を開催しているようだが、これは基本構想 

や基本計画に関するものなのか、全く関係なく市民からの意見聴取のための 

ものなのか。 
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回答：基本構想の案をまとめた段階で、議会に説明する前に、市民の意見を聴取し 

ようと基本構想の内容を周知していくことを決め、市長、副市長、部長、課 

長、担当で各地区を回った。 

 

質問：庁舎建設に反対する意見はあったのか。 

回答：もちろんあった。特に同じお金使うのであれば、福祉分野に最優先で活用し 

てほしい旨の意見が多かった。 

 

質問：庁舎内部検討会の議論は基本構想の時点からかかわっていたのか。 

回答：基本構想は上層部である程度決め、基本計画の中で現庁舎における問題点を 

洗い出し、各部会で協議していくこととした。 

 

質問：議会棟を別棟で建設することに対する市民からの意見は。 

回答：基本設計・実施設計の段階で、プロポーザルを行っているが、参加した２社 

のうち、１棟案と分棟案が分かれて提出され、分棟案の方が木材利活用など 

様々な仕掛けが出され、審査でも分棟に傾いた。 

 

質問：木材を利用することにより、費用は高くなっているのでは、もっと経費を抑 

えることもできたのでは。 

回答：木材自体は高価なものを使用しているのではない。見えるようなところに木 

材をしているだけであって、経費を抑えるところはしっかり抑えている。 

 

質問：通常のＲＣ造と木造との費用の比較検討はしたのか。 

回答：木造の方が２％程度増額となったが、木造の場合は重量が軽いため、杭打ち 

のメーター数が抑えられたことと、大手メーカーの木材を使用しなかったこ 

とで、全体的なコストを抑えられた。 

 

質問：太陽光発電はどのくらいを賄っているのか。 

回答：太陽光の発電容量が３０kwhで、通常庁舎全体での使用電力量が約２００kwh 

なので、１５％くらいを太陽光で賄っている。また蓄電池も設置しており、 

市民開放のスペースは自由に使っていいことにしている。 
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５．委員所感 
 

○小林市は林業が産業の一つになっていることから、「地元の木材」を活用してい

こうという自然な発想のもと、しかし現実は伐採した木材の管理など、担当者の大

変な苦労話に感銘を受けた。 

また、韓国からも視察に来るなど、木造の庁舎に関心が集まっているところであ

り、本市でも必要な箇所に木質を取り入れ行く必要性は感じている。さらには庁舎

内の打合せスペースの有効活用など、今後の庁舎整備にあたっての非常に参考と

なった。 

○建築的に大変興味のある建物でした。日経アーキテクチャー、新建築といった

メジャーな建築雑誌にも取り上げられ建物の知名度と共に小林市の知名度の向上、

視察数の増加にも寄与しているようでした。また、構造や材料の選定はもとより、

市民の利用方法やデザインにも行政が関わり、はっきりとしたビジョンを持った建

物になっていると感じました。本市においても、ただ箱を作るのではなく、何年か

に１回の事業ととらえ稚内らしさのある建物、事業にして頂きたいと強く感じまし

た。 

○新庁舎建設にあたって、稚内市庁舎も新築に向け基本構想・基本計画・基本設

計の動きの中、小林市の新築に至るまでの取り組みは、今後の稚内市の計画実行に

大きな影響がある事から、今回、小林市新庁舎新築事業に関わる取り組みを学ぶべ

きとし、視察を取り組んだところである。小林市は、四方を山に覆われ、４つの森

林組合と２つの事業所を持ち、新庁舎建設に向けて、木材を多く活用することで、

小林市らしい新庁舎の建設を行っている。光と木材の構成によって、明るく柔らか

さを感じる庁舎の作りになっている。もう一つに、環境にやさしい庁舎として、遮

断性の高いガラスの採用や空調を床下からの取り入れなど、夏の暑さ対策は斬新で

あり、効率的である。冬の稚内との違いはあるが、空調や暖房の取り方は参考にす

べきところである。最北の街、国境の街そして風の街稚内のイメージが表せる庁舎

の建設が必要、いわゆる稚内らしい特徴を新庁舎に持たすか、機能性と合わせ考え

ていくべきところである。計画を策定するまでの過程において、地区の座談会や市

民との懇談会の開催など、取り組みは、稚内市もそうであるが他都市でも多く取り

組まれていることである。しかし小林市の場合、基本構想や基本計画などの取り組
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みを自前で行っている点は、おおいに学ぶべき点である。稚内市では、コンサルタ

ントに委託し、構想や計画を作り、それから市民との懇談や説明に入っていくとす

るやり方は、脱却すべきところである。また財源については、周辺町村との合併か

ら、その時の合併特例債を使い、市の持ち出しが、３億円ほどで済んでいる事が市

民にすると大きな反対がなかった要因ではあると思うが、計画から自前で取り組ん

だ事が受け入れをスムーズにいったことではある。いずれにしても、事前の説明や

懇談会などの取り組みは丁寧に、そして新庁舎の必要性は、先ほどの玉名市同様、

行政機能を停滞させない点からも重要である事を市民の納得が必要である。 

○小林市では、市有林（杉・檜・モミの木）を活用した木造庁舎が昨年、完成し

た。市の財産を庁舎建設に活かすこと自体が素晴らしい。本市も新庁舎建設にあたっ

て、少しでも市有林の活用ができたらと思うが、木の種類も限られているので、実

際には難しい。ただ、実際に新庁舎を回ってみて、木のあたたかみ・やさしさを痛

切に感じた。市役所に来たら、癒されるような空間も必要。一部でも良いので、木

を取り入れた設計も工夫してもらいたい。もっとも感心したのは、ゼネコンに丸投

げせず、地元業者の参入を図ったところである。学校や庁舎の建設にあたっては、

地元業者ができる仕事もたくさんあるといわれているが、多くはゼネコンにすべて

丸投げという自治体が多いのではないだろうか。新庁舎建設にあたっては、地元業

者にとっても仕事が回るような配慮が必要と思う。また、市民の声を可能な限り、

反映されるような手立ても工夫してもらいたい。 
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１０月１０日（木） 

宮崎県都城市 
○市の概要 

都城市は、平成１８年に都城市、

山之口町、高城町、山田町、高崎

町の１市４町が合併し、新・都城

市が誕生した。これらのまちはこ

れまでも、都城北諸県広域市町村

圏事務組合を設立し、消防や救急

業務、ごみ処理などを共同で実施するなど広域的な地域づくりを展開してきた。 

少子・高齢化の進展や地方分権、モータリゼーション(車社会)・通信情報手段の

進展や生活様式の変化などにより、広域的なまちづくりへのニーズが高まり、平成

１６年２月に１市４町の枠組みによる合併協議会を結成。 

都城市の面積は、６５３．３６平方キロメートルで、県内第２位となっている。 

交通では、九州縦貫自動車道、５本の国道をはじめ主要地方道が整備され、ＪＲ

日豊本線・吉都線の２本の鉄道が走り、４０キロメートル圏内に宮崎空港と鹿児島

空港がある。さらに、国の重要港湾の指定を受けて着々と整備が進んでいる志布志

港と直結する地域高規格道路「都城志布志道路」も着工の運びとなり、陸・海・空

の条件が整いつつある。 

  Ｈ29年 都城市 稚内市 

 人口 166,409人 34,834人 

  世帯数 69,965世帯 16,486世帯 

  人口増加率（前年度比） △0.6%  △1.8％ 

  年少人口比率 14.1% 11.80% 

  老年人口比率 29.0% 28.90% 

面積（㎢） 653.36㎢ 761.47㎢ 

予算総額 95,010,109千円 26,941,920千円 

財政力指数 0.52 0.37 

一般職員数 1,246名 292名 

議員数（条例定数） 31名 18名 
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ふるさと納税推進事業について 

場所 都城市役所庁舎 

 

１．説明者 

 

                       

ふるさと産業推進局 

  ふるさと納税担当 大重 氏 

 

 

２．選定の背景及び目的 

 

ふるさと納税は、自分が生まれ育った故郷や応援したいと思う自治体へ寄附を行う

ことができる制度であり、都城市は過去に２年連続納税額日本一に輝いている。 

稚内市では、平成２７年からポータルサイトを活用したふるさと納税制度を運用

してきており、毎年、東京で開催される北海道フェアでの物産販売やこれまでの寄

附者に、寄附金の活用状況などを記載した暑中見舞いハガキを送付するなど、本市

のＰＲ活動を行うと共に、寄附者とのつながりの継続を図っている。 

さらなる本市のＰＲを図ると共に、ふるさと納税額を伸ばすべく、都城市の取組

を参考とし、今後のふるさと納税推進に活かす事を目的とする。 

 

 

３．施設・事業概要 

 

宮崎県の南西に位置する都城市は、過去にふるさと納税２年連続日本一となり、

現在では知名度もあるが、それまでは、都城市（みやこのじょうし）を都城（とじょ

う）と、正しく市名を読んでもらえないほど認知度が低く、市長が悩むほどの市の

課題でもあった。課題を解決すべく都城市は、畜産算出額が日本一、そして「黒霧

島」で有名な霧島酒造があるなど焼酎売上高が日本一である長所を最大限に活かし、

「肉」と「焼酎」で売り込もうと、既にスタートしていたふるさと納税の取組を平

成２６年１０月にリニューアルした。返礼品は「肉と焼酎」のみ、かつ全て都城産、

調査事項 
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事業者も市内企業、そして当時の還元率は最高８０％とした。還元率８０％という

ことは、納税していただいた金額のほとんどが返礼品に変わり納税者に還元される

ことになり、市で活用できる収入は少なくなるということだが、それでも地元企業・

産業の活性化と、都城市の知名度アップに繋がるとして、市長が自ら考案した戦略

だった。 

 

 

 

さらにＰＲに特化した担当部署（みやこんじょＰＲ課）もつくり、市あげて取り

組みを開始した。主なＰＲ方法としては、「サザエさん」のオープニングや「ザ！鉄

腕！ＤＡＳＨ！」の企画などの全国放送を活用、さらには東京モノレールの中吊り

広告・浜松町のビル看板に広告を載せるなど首都圏を中心にＰＲを行っている。 

また、ポータルサイトは１つで開始し、開始当時は担当職員 1 名で事務を行って

いたが、年間９，０００万円を越えるようになってから担当職員を増やし対応して

きた。 

返礼品の徹底、全国に向けたＰＲ方法により、ふるさと納税事業をリニューアル

した平成２６年の寄附金が５億円であったのが、平成３０年には９６億円となり約

２０倍の効果が得られた。 

 返礼品については、開始当初、各事業者から申請があがってこなく、担当者の

熱心な働きかけにより徐々に返礼品を取り扱う事業者が増えた。市の認知度を上げ

る目標が達成した現在では、「肉」・「焼酎」以外の返礼品を取り扱う事業者からの申

請も増加している。ふるさと納税により、まちの認知度が上がり、事業者は経済的

な恩恵を受けたことから、今後はその経済的に恩恵を受けた一部を市民にも還元で

きることはないかと、ふるさと納税に参入している事業者自らが「ふるさと納税振

興協議会」を立ち上げ、参入している各事業者へ支払っている委託料のうち、２％

宮崎牛と焼酎「黒霧島」 
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をこの協議会に収めて運営している。現在では１００の事業者が協議会に加盟して

いる。この協議会は、ＰＲ事業（インターネット・新聞・雑誌での広告は市ではな

く協議会が全て行っている。）、顧客満足度向上事業、地域貢献事業を行い、行政を

全面的にバックアップしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＲロゴもプロの書道家に依頼 ビルの屋上の広告塔 

東京モノレールの中吊り広告 
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４．質疑 

 

質問：ふるさと納税の増額により、市民から自分たちへの恩恵がないのではという 

意見は出ていないのか。 

回答：市民への恩恵ということでは、広報紙などでお知らせしているが分かりづら 

いという話は聞こえてきている。 

そこで、寄附者とは別に、市民向けのふるさと納税イベントを開催し、そこ 

で充当された事業の紹介などを行うほか、市民向けのアンケート調査も実施 

している。そういう事業を展開し、市民にも理解を得られるよう努力してい 

る。 

 

質問：返礼品の審査は、市の職員だけで行っているのか。何かノウハウがあるのか。 

回答：職員が専門的な知識などはもっていないが、審査の際は返礼品の写真や現品 

をもってきてもらい、写真の見栄えや現品（肉）のカットの仕方などのアド 

バイスをすることはある。基本的には審査で落とされることはほとんどない。 

 

質問：寄附者に対して、こんな事業で活用している旨のニュースは直接お知らせを 

しているのか。 

回答：基本的には都城市のＨＰで紹介している。 

 

質問：ふるさと納税の今後の見通しは。 

回答：どのような状況になるかは定かではないが、首長がいう件数は維持していき 

たい。 

 

質問：寄附者の増減の分析は行っているのか。 

回答：ポータルサイトのデータを活用して参考までにはしているが、詳細な分析ま 

では行っていないため、反省はしているところである。都城市では現在８社 

のポータルサイトに掲載している。 

 

質問：ふるさと納税振興協議会で雇用している人はいるのか。 

回答：振興協議会で雇用した職員がふるさと推進局に配属され、協議会と市とのパ 

イプ役を担っている。 
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５．委員所感 
 

○「まちを知ってもらいたい」という明確な目的があり、それを印象づけるため

の尖った戦略のもと、順調に寄附額を伸ばしている状況、そして寄附額よりも寄附

件数にこだわっているところに感心した。また、地元業者の機運が高まり、ふるさ

と納税振興協議会を創設するなど協力的で、まち挙げて同じ方向に進んでいること

を十分に感じられた。稚内の業者で、気力・体力・努力で稚内を活性化させようと

いう事業者が出てきてほしいと願うところである。 

 

○知名度を上げるというはっきりとしたコンセプトのもと、肉と焼酎に絞った返

礼品や、飛行機の機内、羽田空港から浜松町までのモノレールや看板での都心に住

む方々へのアプローチなど明確なビジョンを持ったＰＲの手法が参考になりました。 

また、寄附の使い方も継続事業の前倒しに使うこと、市民に寄附の使い道を知って

もらう事、商品の納入業者自ら広告を打つなどふるさと納税制度の趣旨に沿った取

組に関心を持ちました。 

合わせて、利用サイトが８つ、サザエさんなどのテレビ番組の活用など手法につい

ても参考になる部分がありました。 

今後も納税額の維持を目指しているとのことで、本市においてもまだまだ出来るこ

とがあると感じます。 

もう一度コンセプトの見直し、宣伝方法、返礼品の選定など行政に働きかけていき

たいと思います。 

 

 ○ふるさと納税の取り組みは、今年の法改正から他の都市でも大きな課題であり、

単に応援基金の活用だけではなく、稚内市の知名度を上げ、観光や産業に如何に繋

げるかが問われてくる事であるので、２年連続日本一と言う事ではおおいに学ぶべ

き点はある。 

 都城市は、地名が全国的に知れ渡っていないこと、また地名が読みづらいなどか

らＰＲや啓蒙活動に大きな予算を組んで来た事が、東京を中心に空港の看板やモノ

レールや地下鉄の広告、さらにテレビを利用した徹底的なＰＲ活動の取り組みが功

を奏した点である。 

 返礼品を「焼酎と牛肉」に絞り込み、納税してくれる方々のわかりやすい、選び

やすいものにしたことも大きな要因である。すなわち地場の産品にこだわった事で
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ある。 

 ふるさと納税の使途については、稚内市と同様であるが、教育関連や福祉事業、

災害対策など広範多岐に渡っている。しかしそれらの使われ方が、納税されて方々

に如何に伝えるか、また地元市民にふるさと納税の使途によって、行われた事業で

ある事が、伝え切れていない、今後の取り組みとして考えていかなければならない。 

 地場の産品を活用することから、事業者１００者による「ふるさと納税振興協議

会」が自主的に立ち上げられ、行政への後押しになっている点はおおいに学ぶべき

点である。 

 如何に知名度を上げ、「稚内市」を知ってもらうかに掛かっている。最北端の好材

料を生かしたふるさと納税の取り組みが必要と考えるし、地域の経済や産業に生か

す取り組みが必要である。 

 

○都城市は、「ふるさと納税」事業のねらいは、自分たちの自治体を全国に知って

もらおう、というところから始まった。都城市（みやこのじょうし）がよく都城（と

じょう）と間違われるので、この事業を通して市のＰＲが最優先だった。だから当

初の返礼品は寄附額の 80％だったという。市長の言葉に、ふるさと納税事業では「一

石四鳥」の成果があったと紹介されている。市の収入が増えただけでなく、地域の

ＰＲに寄与し、地域経済の活性化が図られるとともに、市職員の意識が変わってき

たと述べている。学ぶべき点は何か。一つの事業を展開するときに、さまざまな効

果を考えることだ。中でも市職員が地域住民全体の奉仕者としての意識変革が図ら

れるよう工夫していくことが大事だと気付かされた。 

 

 

 


