
地方創生事業診断について 

１．趣旨  

 ・近年、わが国においては、少子高齢化に起因する加速度的な人口減少や、東京圏への人

口の一極集中などが、大きな社会的課題となっています。 

・国は、これらの課題を克服し、日本全体の活力を上げていくための取組を「地方創生」

と位置づけたうえで、平成 26（2014）年度に「まち・ひと・しごと創生法」と「まち・

ひと・しごと創生総合戦略」をつくり、今後の取組の方向性などを示しました。 

・この「地方創生」の一環として、本市においても「大野城市まち・ひと・しごと創生総

合戦略」を策定し、関連する取組を進めているところです。 

・本戦略に記載している事業については、国の各種支援制度を活用できることとなってい

ますが、その要件として、対象となる事業の効果検証を行うことが必要となっています。 

・このため、本市が活用している支援制度及び対象事業（下記参照）と、担当課評価など

の内容を「地方創生事業診断」として、公共サービス改革委員会に報告させていただく

ものです。 

２．対象となる国の支援制度 

 現在、本市が活用している国の支援制度は以下のとおりです。 

・地方創生応援税制（企業版ふるさと納税） 

・地方創生推進交付金

３．対象事業  

 【地方創生応援税制】 

 ①大野城心のふるさと館運営事業（担当課：心のふるさと館運営課） 

 ②大野城心のふるさと館企画展事業（担当課：心のふるさと館運営課） 

  ⇒内容については、２～５ページ参照 

【地方創生推進交付金】 

 ①地域における女性リーダー育成事業（担当課：人権男女共同参画課） 

⇒内容については、６～７ページ参照 

-1-

資料　１



地方創生関連事業（地方創生応援税制対象事業）の 

実施状況について 

１．対象事業 

 ①大野城心のふるさと館運営事業（心のふるさと館運営課） 

 ②大野城心のふるさと館企画展事業（心のふるさと館運営課） 

 目的 対象 手段 成果 

① 

郷土への理解を深

め、地域資源を活用

した市民の交流促進

及び地域の活性化に

つなげる 

市民や市外からの訪

問者・施設利用者 

（敷地面積 2,278

㎡） 

・各種主催事業（展示事業、教

育普及事業、にぎわいづくり

事業、ここふるショップ運営

事業、資料収集・保存事業等）

・共働事業（つながる事業、庁

内各課等との連携事業） 

・施設貸出事業 

市民ミュージアムとし

ての心のふるさと館に

対する市内外住民の共

感づくり、「歴史・こど

も・にぎわい」の３つの

テーマの融合による世

代間交流、市民交流の

場を生み出す。 

② 

ふるさと意識の醸成

と、館への興味関心

の喚起と集客につな

げる 

市民や市外からの訪

問者・来館者 

展示品に関する調査・借用交

渉、輸送、特別展・企画展に係

る造作・運営、関連イベント

の実施、情宣活動 

市内外から多くの観覧

者が訪れる。 

〈事業概要〉
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２．重要業績評価指標（ＫＰＩ）の達成状況 

①大野城心のふるさと館年間来館者・事業参加者数 

KPI 

心のふるさと館 

年間来館者数・事業参加者数 年月 

目標値 実績値 

申請時 0 人 0 人 Ｈ29.3 

平成 29 年度 0 人 0 人 Ｈ30.3 

平成 30 年度 50,000 人 73,348 人 Ｈ31.3 

平成 31 年度 

（令和元年度） 
100,000 人

104,611 人

（見込み）
R2.3 

②市内史跡等でのイベント開催回数及びイベントでの集客人数 

 【主なイベント】 

  ・小水城のあかり 

  ・水城跡のあかり 

  ・善一田古墳完成記念式典 

③市内鉄道駅の年間乗降客数 

KPI 
市内鉄道駅の年間乗降客数 

年月 
目標値 実績値 

申請時 2,051 万人 2,051 万人 Ｈ27.3 

平成 29 年度 2,100 万人 2,085 万人 Ｈ30.3 

平成 30 年度 2,150 万人 2,104 万人 Ｈ31.3 

平成 31 年度 

（令和元年度） 
2,256 万人 ※１ Ｈ32.3 

※１･･･例年、西鉄とＪＲの乗降客数については、6 月頃に前年度のデータが公開される

ため、平成 31年度（令和元年度）の実績値は現時点で不明。 

KPI 

①市内史跡等での 

イベント開催回数 

②イベントでの 

集客人数 年月 

目標値 実績値 目標値 実績値 

申請時 0 回 0 回 0 人 0 人 Ｈ29.3 

平成 29 年度 12 回 19 回 2,000 人 2,440 人 Ｈ30.3 

平成 30 年度 14 回 30 回 2,500 人 6,201 人 Ｈ31.3 

平成 31 年度 

（令和元年度） 
17 回 55 回 3,000 人

5,324 人

（見込み）
R2.3 
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３．初期診断結果と改善方針 

①大野城心のふるさと館運営事業 

○診断結果 

(１)診断年度 平成 30 年度 

(２)診断結果 見直しの上で継続する（事業費：削減、人員：維持） 

(３)診断理由 【概要】 

・年 1 億円を超える計画事業費となっていることから、効率的な運営による経費

の削減は必要と考える。 

・今後、本施設が多くの市民等に繰り返し利用されるようになるためには、館の運

営を担うスタッフの接遇や案内等の格段のレベルアップが重要である。例えば来

館者から多くの具体的な意見・要望を聴取し、運営上の課題を明らかにし継続的

な改善に繋げていく必要がある。またショップ運営スタッフは単にレジを担当し

ているのではなく、来店者に対して市内物産等を積極的に PR したり来店者から

の意見を聴取する重要な役割がある。しかし現状はどちらも不十分なレベルに留

まっており、市職員の主体的な指導等により早急に改善する必要がある。 

○改善方針 

（１）改善方針 診断のとおり改善するよう検討中 

（２）改善方針

に対する考え

方 

【概要】 

・平成 30 年 7 月に開館し、１年以上が経過したため、必要となる年間経費につ

いておおよそ把握できたため、最小限の経費で最大限の効果が得られるよう努

めている。また、歳入の増を目的として課内で課題ごとにチームを組み、対策

検討や課題解決に向けた取組みを実施している。 

・これまで来館したことのない市民等を増やすのみならず、市内外からのリピー

ターを更に増やしていくため、毎朝朝会を実施の上、情報共有を図っているほ

か、総合窓口等の委託業者スタッフとも常に協議の場等を設け、お客様対応等

のブラッシュアップに努めている。また、毎日来館者に対し、スタッフの対応

に関する設問も含めたアンケート調査を実施しており、スタッフ対応を含め、

全体的に比較的高い満足度を得ている。今後も引き続き、館運営上の課題が生

じた際は、早期的課題解決に努めていくほか、課題が生じないよう様々なケー

スを想定しながら館運営を行っていくこととしたい。 

・ショップ運営スタッフの職務には、レジ打ちや飲食物の提供以外にも商品陳列、

店内整理、商品等のＰＲ等がある。そのため、スタッフのスキルアップ向上を

目指した研修を市職員が主体となって実施している。今後も継続してスキルア

ップのための研修等を行い、来店者の増、売上金額の増を図るための努力をし

ていきたい。 

・館全体のアンケート調査項目には、ショップに関する簡単な質問も含まれてい

るが、ショップ実行委員会として期間を絞り、個別にアンケート調査をしてい

る。アンケートの結果からは一定の満足度が得られているものの、自由記述欄

等に記載された事項から、要望や課題等が窺える。それらについては、実行委

員会において各委員と情報共有の上、今後の対策等を検討し、改善等を図って

いくなど、ショップ運営のステップアップに繋げていきたい。 
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②大野城心のふるさと館企画展事業 

○診断結果 

(１)診断年度 平成 30 年度 

(２)診断結果 見直しの上で継続する（事業費：維持、人員：維持） 

(３)診断理由 【概要】 

・開館後 2 回の企画展の実施結果からは、魅力の高い企画展を開催するためのノ

ウハウが不十分で、展示室が狭い物理的制約も含めて、現時点では当初計画して

いた効果を発揮することは困難な状況にある。その結果、大野城心のふるさと館

への興味関心の喚起と集客に繋げるという目的・成果への効果・影響度も不十分

である。 

・今後２年程度の期間で様々な創意工夫をこらした企画展を開催することで、集客

のためのノウハウを蓄積し、当初計画どおりの集客の実現を目指す必要がある。

その上で、改めて診断することが望ましい。 

○改善方針 

(１)改善方針 診断のとおり改善するよう検討中 

(２)改善方針

に対する考

え方 

【概要】 

・特別展を魅力あるものとするための広報ビジュアル・タイトル・コピーの工夫や、

新聞・TV・ラジオ・インターネットなど広報情宣媒体を多様化するよう努めてい

る。 

・企画内容については、夏休み期間中に子どもや親子をターゲットとしたおもちゃ

の展示や、近隣館である九州国立博物館との共通企画の同時開催など、対象者の

絞り込みや時節の検討、開催方法の工夫等、創意工夫に努めている。 

・展示室の狭小さの物理的制約については、２階常設展示室や収蔵展示、大野城コ

レクション、１階ホールを会場とし、館全体を使って展示エリアを拡大設営する

ことにより、規模の大きな巡回展を実施している。 

・今後も、実績にこだわることなく、改善や様々な創意工夫をこらし新たな取り組

みを積み重ねていくことで、企画や運営、集客のためのノウハウを蓄積し、当初

計画どおりの集客の実現を早期に実現できるよう努力していきたい。 
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地方創生関連事業（地方創生推進交付金事業）の 

事業実施報告について 

１．対象事業 

 地域における女性リーダー育成事業（人権男女共同参画課） 

目的 対象 手段 成果 

地域における男女共

同参画実現に向けた

取り組みを推進して

いくうえで、主要な

担い手となりうる女

性の人材を育成す

る。 

市内在住または市内

事業所勤務の女性 

（公募による応募

者） 

１期２年の事業とし、１年目

に「リーダーに必要な知識・

技能を身につける講座」を、

２年目に「受講者による実践

活動団体の活動支援とフォロ

ーアップ講座」を行う。 

受講生が、地域におけ

る女性リーダーとして

の意識と、地域活動を

実践していくための知

識・スキルを身につけ

ること 

２．活動指標・成果指標の達成状況（実施計画シートから） 

 平成 30 年度 令和元年度（12 月時点） 

計画値 実績値 計画値 実績値 

活

動

指

標

講座の開催回数 12 回 12 回 ２回 ２回

テーマ設定実践活動を

行った団体の数 
- - ４団体 ４団体

成

果

指

標

受講生の満足度 90％ 93.3％ - - 

実践活動に対する自己

評価（満足度） 
- - 80％ - 

〈事業概要〉
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３．初期診断結果と改善方針 

○診断結果 

(１)診断年度 平成 29 年度 

(２)診断結果 見直しの上で継続する（事業費：維持、人員：維持） 

(３)診断理由 【概要】 

・現在の事業内容では、交流・福祉・健康などの特定のテーマに関する事業のリ

ーダーを生み出すことはできているが、本来の目的である地域（区、コミュニ

ティ）の中で指導的役割を務める役職の担い手となりうる女性の人材の育成に

までは至っていない。 

・目的達成のためには、区長・副区長など地域で指導的な役割を担っている人た

ちに対して女性リーダーを増やすための取組に協力を求めるとともに、講座・

実践活動から次の段階にステップアップしてもらうための仕組みを構築する必

要がある。 

○改善方針 

(１)改善方針 診断のとおり改善するように検討中 

(２)改善方針

に対する考

え方 

【概要】 

・事業内容については、平成 30 年度から始まった第３期講座の講師と打合せを

行い、より「リーダー・コーディネーターとしての資質」を高めることを意識

した講座となるよう努めている。 

・区長等の役職については「区民による選任」で決定され、その過程で市が直接

的に関与することはできないため、講座の実施と併せて、女性の区長等を増や

していくための意識の啓発・醸成を進めていく必要がある。 

・よって、区長・副区長等への直接的な働きかけを行うにあたっては、限度があ

ると考えられるが、市の男女共同参画審議会や男女平等推進センターとも協

議・検討しながら、区や地域住民の理解や協力が得られるような方策について

考えていくこととしたい。 

・なお、令和２年度からは、「生き生きと輝く女性」をテーマに、女性が自らの

才能や意欲等を活かし、自立して社会で活躍していけるような人材育成を目指

した講座を提供し、中長期的に「地域リーダー」の育成につなげていく新たな

事業として見直すものとしたい。 
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