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地域再生計画 

 

１ 地域再生計画の名称 

天草市イルカセンター(仮称）の整備による天草市の観光振興と地域活性化 

 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

天草市 

 

３ 地域再生計画の区域 

天草市の全域 

 

４ 地域再生計画の目標 

４－１ 地方創生の実現における構造的な課題 

 本市地方創生実現に向け、平成２７年度に「天草市地域経済構造分析」を実施。

この分析から、本市経済の浮揚には、域外資金を獲得し、域内経済を循環させる

効果を持つ産業（農水産業や地元産品を使った食料品製造業等）を育成すること

が重要ということが見えてきた。 

 本市の基幹産業である農業は、従事者がここ１０年で約２５％減少。小規模で

生産性が低く、価格競争で不利な状態にあり、独自の販路開拓も難しい。水産業

においても、就業者はここ２０年で約６０％減少。慢性的な漁獲量の減少に加え、

漁価低迷などから衰退の一途をたどっている。リーサスによると、農産物販売金

額については、５年間で８億円程度減少、海面漁獲物等販売金額についても、５

年間で約５６億円減少している状況にある。また、経済センサスにおける市内事

業所数は、ここ８年で約１３％減少。そのほとんどが零細事業者（１０人以下の

事業所が８割超）で占めている。 

 このような中、域外資金の獲得や域内経済の好循環を実現するためには、「天

草市地域経済構造分析」のシミュレーションからも、交流人口の増加、観光客の

誘致が効果的であると出ている。イルカウォッチングは、本市観光のトップを走

る資源として期待が大きく、併せて、天草の豊かな農水産業や地元産品を使った

食料品製造業等をセットにした拠点施設の整備により、観光、農林水産業の相乗

効果が図られ、もって観光客の利便性向上もつながる。しかしながら、イルカウ

ォッチング経営者や農水産業従事者のみでは、その資金力に乏しく、施設整備が

喫緊の課題となっている。 
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４－２ 地方創生として目指す将来像 

 本市の地方創生において、経済部門の基幹事業として、四つの取組みを行って

いる。 

 一つ目は、地域に根差した経営相談支援を実施するため、地元支援機関の力を

結集し、「天草市起業創業・中小企業支援センター（通称：Ama-biZ）」を設立し

た。二つ目は、少量多品目の地場産品について、集中管理による一定量の確保に

よる販路拡大を行う「天草宝島物産公社」を設立した。三つめは、各産業に必要

な人材の確保を図るため移住・定住に力を注ぎ、支援センターを設立した。 

 そして、四つ目は、観光地天草として観光客の入込数を増加させるため、島内

における回遊性を高め、滞在時間や交流人口の増加を図るべく、島内の拠点施設

整備に取り組んでいる。このような中、本市の交流拠点ゾーンに位置付けられて

いる五和町通詞島周辺海域のイルカウォッチングは、平成５年にスタート後、現

在では年間約１０万人超の観光客が訪れる本市トップの観光資源となっている。

現在は、８つの小規模事業者が、各々の場所において零細的に営業を行っている

が、この各施設を「天草市イルカセンター（仮称）」として束ね整備することで、

イルカウォッチング客の受入れ一本化はもとより、施設内にイルカの生態等が学

べる展示・研修スペース、地域特産品の加工、地元食材を活用したレストランと

いった、観光と農林水産業を融合させることができる。 

 このことにより、市内約 683平方キロメートルと県内最大の面積を有する本市

にあって、世界遺産登録を目前とする﨑津集落をはじめ、天草市イルカセンター

（仮称）といった各拠点を整備することで、観光客の島内周遊における利便性が

向上し、もって、地域農林水産物の消費拡大につながるほか、新たな産業や地元

雇用が創出され、本市の人口減少に歯止めをかける。 

 

【数値目標】 

 
事業開始前 

（現時点） 

H30 年度 

増加分 

１年目 

H31 年度 

増加分 

２年目 

H32 年度 

増加分 

３年目 

H33年度 

増加分 

４年目 

H34年度 

増加分 

５年目 

KPI増加

分の累計 

当センターの窓口を

利用したイルカウォ

ッチング客数(人) 

90,000 0 10,000 5,000 5,000 5,000 25,000 

施設利用者数(人) 0 0 105,000 9,000 11,000 5,000 130,000 

施設売上高（千円） 0 0 99,500 10,100 12,900 4,500 127,000 
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５ 地域再生を図るために行う事業 

 ５－１ 全体の概要 

イルカウォッチングの拠点となる道の駅の機能を有する「天草市イルカセンタ

ー(仮称)」を整備する。同センター内には、イルカの生態を学べる研修室の設置

をはじめ、地元の水産物・加工品・土産品の販売、地元食材を扱うレストランを

設置し、地元漁業者への新たな販売環境や市民の雇用環境を創出する。また、イ

ルカウォッチング業者の受入れ拠点を一本化し、観光客のワンストップ化を図り、

経営の安定・合理化、サービス向上につながる。本事業の実現をより確実なもの

とするため、各種メディアを活用した観光宣伝活動や各種媒体を利用した情報発

信等を行うことにより、天草市への観光客誘致を図り、イルカセンター（仮称）

を軸とした、天草観光及び地域の活性化を推進する。 

 

 ５－２ 第５章の特別の措置を適用して行う事業 

 地方創生拠点整備交付金（内閣府）：【A3007（拠点整備）】 

 ① 事業主体 

天草市 

 

 ② 事業の名称：観光と漁業の連動で新たな好循環を生み出す天草市イルカセン

ター（仮称）整備事業 

 

③ 事業の内容 

イルカウォッチングの拠点となる道の駅の機能を有する「天草市イルカセ

ンター(仮称)」を整備する。同センター内には、イルカの生態を学べる展示・

研修室を設置するほか、地元の水産物・加工品・土産品の販売や、地元食材

を中心に扱うレストランを設置し、地元漁業者への新たな販売環境や市民の

雇用環境を創出する。また、イルカウォッチング業者の受入れ拠点を一本化

することにより、観光客のワンストップ化を実現し、経営の安定・合理化、

サービス向上につながる。 

 

 ④ 事業が先導的であると認められる理由 

【官民協働】 

イルカウォッチング業者をはじめ、それに付随する地元の水産物・加工

品・土産品等の販売業者は点在しており、個人による零細経営が多い。この

ような中で、民間だけではリスクの高い施設整備（「天草市イルカセンター

（仮称）」）を市で行うことにより、民間同士及び官民が一体となれるため、



4 

総合的に事業効果を高めることができる。また、地元住民の恒常的な雇用の

場を創出でき、地元漁業及び経営が厳しい地元漁協の利益向上、経営力強化

につながる。さらに誘客力の向上により観光客が増加することで、観光業関

連の中小事業者等の利益向上につながるなど、波及効果が発揮できる。 

  【政策間連携】 

観光業や農水産業などが横断的連携により、地域の漁業者の新たな販売環

境や市民の雇用環境が創出され、地元経済への波及効果が上昇する。また、

観光客はアクセスや食、アクティビティーなどの利便性の高いサービスが受

けられる。 

【地域間連携】 

イルカウォッチングを実施する海域周辺には、本市をはじめ長崎県南島原

市（協定締結市）や上天草市、苓北町といった複数の自治体が存在する。同

海域には各自治体からの観光船が多く訪れることから、五和町二江地域に道

の駅の機能を有する「天草市イルカセンター(仮称)」を整備することで、各

自治体においてもイルカウォッチングはもとより、その他の観光素材と連動

することで多様な旅行スタイル等の提案ができるようになり、観光客の総体

的な増加が見込める。 

【自立性】 

年間約１０万人が観光客として訪問する①イルカウォッチング予約・受

入・手配等の手数料収入（30,000 千円／年）をはじめ、「天草市イルカセン

ター（仮称）」で販売する鮮度の高い②農林水産物の直売や加工品・土産品

等の物販事業収入（54,000 千円／年）、地元食材を中心に扱う③レストラン

事業の収入（45,500 千円／年）などの収益により、３年を目途に自立した運

営を目指す。 

 

⑤ 重要業績評価指標（KPI）及び目標年月 

【数値目標】 

 
事業開始前 

（現時点） 

H30 年度 

増加分 

１年目 

H31 年度 

増加分 

２年目 

H32 年度 

増加分 

３年目 

H33年度 

増加分 

４年目 

H34年度 

増加分 

５年目 

KPI増加

分の累計 

当センターの窓口を

利用したイルカウォ

ッチング客数(人) 

90,000 0 10,000 5,000 5,000 5,000 25,000 

施設利用者数(人) 0 0 105,000 9,000 11,000 5,000 130,000 
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施設売上高（千円） 0 0 99,500 10,100 12,900 4,500 127,000 

 

⑥ 評価の方法、時期及び体制 

【検証方法】 

天草市総合政策審議会を構成する有識者や議会の関与を得ながら、本市

総合政策部政策企画課が取りまとめる。 

【外部組織の参画者】 

天草市総合政策審議会や天草市決算審査委員会委員の関与を得ながら検

証結果報告をまとめる。 

【検証結果の公表の方法】 

検証結果については、天草市が毎年度ホームページで公表する。 

 

⑦ 交付対象事業に要する経費 

   ・法第５条第４項第１号イに関する事業【A3007】 

総事業費  809,346千円 

 

⑧ 事業実施期間 

地域再生計画認定の日から平成 35年３月 31日（５ヵ年度） 

 

⑨ その他必要な事項 

    特になし 

 

 ５－３ その他の事業 

  ５－３－１ 地域再生基本方針に基づく支援措置 

該 当 な し  

 

５－３－２ 支援措置によらない独自の取組 

（１）観光宣伝事業 

事業概要：各種メディアを活用した観光宣伝活動や各種媒体を利用した情

報発信等を行うことにより、天草市への観光客誘致を図り、地

域の活性化を推進するもの。 

実施主体：熊本県天草市 

     事業期間：平成 30年度～平成 34年度 
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６ 計画期間 

地域再生計画認定の日から平成 35年３月 31日まで 

 

７ 目標の達成状況に係る評価に関する事項 

 ７－１ 目標の達成状況に係る評価の手法 

  【検証方法】 

天草市総合政策審議会を構成する有識者や議会の関与を得ながら、本

市総合政策部政策企画課が取りまとめる。 

【外部組織の参画者】 

天草市総合政策審議会や天草市決算審査委員会の関与を得ながら検証

結果報告をまとめる。 

 

 ７－２ 目標の達成状況に係る評価の時期及び評価を行う内容 

【数値目標】 

 
事業開始前 

（現時点） 

H30 年度 

増加分 

１年目 

H31 年度 

増加分 

２年目 

H32 年度 

増加分 

３年目 

H33年度 

増加分 

４年目 

H34年度 

増加分 

５年目 

KPI増加

分の累計 

当センターの窓口を

利用したイルカウォ

ッチング客数(人) 

90,000 0 10,000 5,000 5,000 5,000 25,000 

施設利用者数(人) 0 0 105,000 9,000 11,000 5,000 130,000 

施設売上高（千円） 0 0 99,500 10,100 12,900 4,500 127,000 

 

 ７－３ 目標の達成状況に係る評価の公表の手法 

   毎年度、天草市が評価終了時点で、ホームページにより公表を行う。 


