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平成 29 年度地方創生事業評価シート（主管課:地域営業課・企画課） 

プロジェクト 3．観光メニューの確立 

事業名 ①観光プロモーション事業 

②エコツアーガイド人材育成事業 

総合戦略

における

位置付け 

基本目標 
①徳之島町への新しい人の流れをつくる 

②エコツアーガイド人材育成を図る 

施策名 （1）島の魅力発揮 

事業目的 平成 30 年に想定される「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」

世界自然遺産登録を好機と捉え、環境文化型国立公園の特徴である「人・

自然・文化」に焦点をあてた観光プロモーションを実施する。 

 併せて、島の魅力への気づきと他者に自らのことを伝える経験をつくる

ことでエコツアーガイドの育成を図る。 

事業内容 ①観光プロモーション事業 

奄美群島ではまだ少ない、ドローンを活用した観光プロモーション事業

を企画した。 

具体的には、奄美群島では初となるドローンフェスタを開催し、多くの

メディアに取り上げられることで、闘牛やトライアスロンに次ぐ、新たな

観光素材となる可能性にアプローチすることができた。 

また、ドローンで撮影した島内の景勝地、人や文化、ドローンフェスタ

の映像を基に制作した観光 PV をインターネットで配信し、徳之島ならで

はのダイナミックな自然環境をアピールした。この観光 PV は、日本国内

のみならず海外のドローンファンをも引きつけるなど、幅広い観光 PR に

つながった。 

【重要業績評価指標】 

ドローン映像へのアクセス件数 H29 実績 １３４,５９４件 

（平成 29 年２月 28 日現在） 

（ドローンの操縦体験をする児童） 
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②エコツアーガイド人材育成事業 

エコツアーガイド人材育成の一環として、神之嶺小学校、山小学校より参加児

童を募り、手々小学校児童による「われんきゃガイド」の体験を行った。 

今事業により、われんきゃガイドを体験した児童が地元観光への興味を持ち、

地元観光資源の勉強や新たな資源の発見につなげ、エコツアーガイドが将来の職

業選択肢の一つになり得ることを実感することができた。 

また、手々小学校のわれんきゃガイドが手々集落を案内する様子をドローンで

映像化し、観光 PV としても使用した。 

【重要業績評価指標】 

 エコツアーガイド育成実施校（目標 2 校）  

→ H29 実績 2 校 

（われんきゃガイドとして文化財の説明をする児童）

③ 都市農村交流推進事業 

 H28 年度事業で検討課題となった民泊・農泊等推進の中間組織の立ち上げにつ

いて、日本航空株式会社と包括連携協定を締結している百戦錬磨（株）からその

ノウハウの移転を得るべく講習会を実施した。 

【重要業績評価指標】 

 本講習会参加者（団体）からの民泊・農泊関係団体設立件数（目標 2 件） 

 →H29 実績 0 件（但し、H30 年 5 月 17 日付で（一社）あまちゃんクラブが設立

した。 

④ われんきゃガイド育成事業では、子どもらの愛郷心の向上や島の魅力を自ら

の言葉で紹介できる人材を育成するため、手々小学校の総合的な学習の時間を活

用し、集落内の魅力あるスポットのブラッシュアップやマップの作成に取り組ん

だ。見所を紹介するガイド方法の指導に当たっては、奄美群島全体のエコツアー

ガイド育成を担われている長崎県立大学の西村教授を講師として招聘し計４回

学んだ。 

また、ガイドとして様々な知識を学ぶため自然観察会（地引き網漁、昆虫採集・

観察会、ウミガメミーティング・ウミガメ産卵観察会、海の話と夜光貝磨き、夜

の森ナイトツアー）を実施した。 

 この他、上記われんきゃガイドの取組みの事例発表及び世界自然遺産登録がも

たらす地域への影響等についてのシンポジウムを開催した。 

【重要業績評価指標】 

われんきゃガイド人員（目標５人） → H30 実績 ５人 

自然体験イベントプログラム数（目標４回）  H30 実績 ５回 

自然体験イベント参

加者（目標１００人）

 H30 実績１９３人 
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実施方法 直接 事業主体 徳之島町 

事業費 年度 H29 決算額 H30 予算 H31 

計画額 

事業費（円） 

・世界自然遺産の島プロモー

ション事業 

・エコツアーガイド人材育成

事業 

・都市農村交流推進事業 

・われんきゃガイド育成事業 

8,497,440 円 

496,800 円 

194,400 円 

1,826,382 円 

8,000,000 円 

1,000,000 円 

2,000,000 円 

3,482,000 円 

- 

- 

- 

合 計 10,820,622 円 12,482,000 円 - 

財源内訳 

国庫支出金 5,410,311 円 4,500,000 円 - 

県支出金   - 

町 5,410,311 円 4,500,000 円 - 

寄附金  3,482,000 円 - 

計画全体

の目標 

指標名 目標値 H29 実績 H30 H31 

新規就農者数 6 名 4 名 7 名（実績） 7 名 

在来作物等地域

資源の栽培農家

3 件   42 件 42 戸 45 戸 

農業体験・農家

民泊実施者数 

5 件 10 件 10 件 20 件 

事業評価 項目 行政主管課 

評価 評価説明 

自立性 

Ａ 自立性

が見込まれ

る 

Ｂ 改善の

余地がある 

Ｃ 自立性

が見込めな

い 

事業を進めていく

中で、「稼ぐ力」が

発揮され、将来的

に行政からの補助

金等に頼らずに、

事業として自走し

ていくことが可能

か 

A 

平成 29 年度事業において、都市部

にはない自然環境をもつ徳之島は、プ

ロドローンレーサーにとって特別な場

所になり得ることが指摘された。 

ドローンレースは、奄美大島と沖縄

に挟まれた徳之島における、観光誘客

の目玉となる可能性がある。 
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検証委員会 

評価 評価説明

B 

① 観光プロモーション事業として奄

美群島で初となるドローンフェス

タを開催したが、島内外からの参加

者が少なく見直しが必要と思う。

「稼ぐ力」は弱く、事業としての自

立性は低いと思う。 

  ただし、ドローンで撮影した島内

の景勝地等の観光 PV はダイナミッ

クな映像で幅広い観光 PR につなが

っている。 

② エコツアーガイド人材育成事業 

神之嶺小学校、山小学校より参加児

童を募り、手々小学校児童による

「われんきゃガイド」の体験を行っ

た。「稼ぐ力」は弱いが将来的には

職業選択肢の一つになり得る。 

③ 都市農村交流推進事業について

は、H28 年度からの指摘であった中間

組織の立ち上げについて、金見集落等

モデル地域で進めることが肝要であ

る。 

④ われんきゃガイド育成事業   

子どもらの愛郷心の向上や島の魅力を

自らの言葉で紹介できる人材の育成を

目的に行われた。「稼ぐ力」は弱いが将

来的には職業選択肢の一つになり得

る。 

事業評価 項目 行政主管課 

評価 評価説明 

官民協働 

Ａ 官民協

働が実現し

ている 

Ｂ 改善の

余地がある 

自治体のみの取組

ではなく、民間と

協働して行う事業

であること 

  B 

観光プロモーション事業は、ドロー

ンレース協会との連携により実施し

た。ドローンレース等の誘致のために

は、今後も同協会と連携していくこと

が必要である。 

エコツアーガイド人材育成及びわ

れんきゃガイド育成事業では、ドロー

ン協会、学校及び大学との連携で事業

推進した。 
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Ｃ 官民協

働が不十分

である 

検証委員会 

評価 

B 

評価説明 

① 観光プロモーション事業としてド

ローンレース協会との連携により

レースを開催したが、レース大会の

盛り上がりがないように思われた。

改善点の一つとして旅行代理店、航

空会社等との連携が必要と思われ

る。 

② エコツアーガイド人材育成及びわ

れんきゃガイド育成事業では、ドロ

ーン協会、学校及び大学との幅広い

連携が図られている。 

政策間連携 

Ａ 政策間

連携ができ

ている 

Ｂ 改善の

余地がある 

Ｃ 単一の

政策目的を

もつ事業に

とどまって

いる 

単一の政策目的を

持つ単純な事業で

はなく、複数の政

策を相互に連携づ

けて、全体として、

地方創生に対して

効果を発揮する事

業であること 

行政主管課

評価 評価説明

B 

観光プロモーション事業により、ド

ローンを使った新しい観光誘客メニュ

ーづくりと、エコツアーガイド育成事

業によるわれんきゃガイド育成という

二つの政策目的の具体化を図ることが

できた。 

次年度の課題は、観光誘客プロモー

ションを実際の誘客につなげることで

ある。 

検証委員会 

評価 評価説明

B 

観光プロモーション事業 

 ドローンフェスタを開催するにあた

り競技レースとしての目的とドローン

の観光 PV との連携が図られている。 

エコツアーガイド人材育成事業及び

われんきゃガイド育成事業では、将来

的職業選択肢と教育的な学習効果が高

い。 
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地方創生 

人材の 

確保・育成

Ａ 地方創

生人材の確

保・育成に効

果的である 

Ｂ 改善の

余地がある 

Ｃ 地方創

生人材の確

保・育成に至

らない 

事業を推進してい

く過程において、

地方創生を担う人

材の確保や育成を

目指すものになっ

ているか 

行政主管課

評価 評価説明

A 

観光プロモーション事業では、ドロ

ーンを使ったプロモーションに主眼が

あるが、長期的視野に立てば、子供た

ちが先端機器に興味を持つことで、地

方創生人材の確保・育成につながる可

能性は備えている。 

エコツアーガイド育成事業による、

われんきゃガイド育成は、児童が島の

魅力に気付く機会の提供に加え、ガイ

ドという仕事の紹介にもなっているこ

とから、将来の U ターンへのきっかけ

となる点で地方創生人材の確保・育成

に効果的と考える。 

検証委員会 

評価 評価説明

B 

観光プロモーション事業は長期的に

は子ども達がドローンに興味を持つこ

とで地方創生の確保・育成につながる

可能性がある。 

 エコツアーガイド人材育成事業及び

われんきゃガイド育成事業では、子ど

もたちの愛郷心の向上や島の魅力を自

らの言葉で紹介できる人材を育成が地

方創生の人材の確保・育成につながる

ものと思われる。 
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