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令和４年度

区民委員会 地方都市行政視察調査報告書（案）

１ 訪問先及び調査事項

２ 調査内容

福岡県久留米市

１．市の概要

久留米市は、九州の北部、福岡県南西部に位置し、九州の中心都市である福岡市から約40

キロメートルの距離にあります。市域は東西32.27キロメートル、南北15.99キロメートルと

東西に長い形状を示し、行政面積は229.96平方キロメートルである。

また、県南部の中核都市で、九州自動車道と大分・長崎自動車道のクロスポイントにも近く、

国道3号ほか5つの国道が通っていて、交通の要衝となっている。

地勢は、市の北東部から西部にかけて九州一の大河・筑後川が貫流し、筑後川に沿って南側

を東西に耳納山、高良山、明 星山などの山々が連なっている。
み のうさん こうらさん みょうじょうさん

全体的に東南の山麓・丘陵地から、西北から西部にかけて緩やかに傾斜し、筑後川によって

形成された広大な沖積平野の平坦地に続いている。

気候は、内陸型の有明気候区に属し、気温の年較差や降水量の年変化が大きいものの雪は少

なく、温暖で四季の変化に富んでいる。

現在の市域面積は２２９.９６平方キロメートル、総人口は令和４年１１月１日現在で３０

２,４７０人である。

２．視察経過

久留米市久留米シティプラザを訪問し、各担当課から説明を受け、質疑応答を行った。

説明者：久留米市 市民文化部 文化振興課職員

久留米市 市民文化部 久留米シティプラザ 事業政策課職員

調 査 日 訪 問 先 調 査 事 項

令和４年１１月７日 福岡県久留米市
文化交流施設 久留米シティプラザについ
て

令和４年１１月８日 熊本県熊本市 持続可能な脱炭素社会の実現について
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３．説明内容

下記の調査事項について、各担当課より説明を受けた。

（１）久留米市文化芸術振興基本計画について

（２）市と各団体について

（３）市の文化芸術資源について

（４）学校との連携について

（５）久留米シティプラザが実施する主な事業について

（１）久留米市文化芸術振興基本計画について

①基本計画の沿革等について

第１期久留米市文化芸術振興基本計画を平成１９年度に策定。中核市としての策定は早

い方であった。

第２期久留米市文化芸術振興基本計画を平成２７年度に策定。

第３期久留米市文化芸術振興基本計画を令和２年度に策定。期間は令和７年度までで、

現在計画の３年目である。

第２期の平成２８年に、文化芸術振興の戦略的な拠点として、１,５００人規模を収容

できる大ホールを備えた久留米シティプラザが開館。

また、公益財団法人 石橋財団から運営を引き継いだ久留米市美術館が開館した。

この２つの施設が開館したことが、市の文化施策の大きな変換期となった。

第３期は、第２期の理念を引き継ぎつつ、「市民の文化芸術活動の向上」を最大の課題

と位置付けている。

②計画の達成状況の確認方法について

最終年度に総括目標を設定。

過去１年間に鑑賞または活動した文化芸術が１つ以上ある市民の割合がそれぞれ８５％、

２５％以上になることを目指す。

計画の進捗状況は、毎年行う市民意識調査（インターネット形式）を通して確認してい

る。

（２）市と各団体について

①久留米市

久留米市 市民文化部 文化振興課が所管となる。

職員は７名。市民や文化芸術団体の文化芸術活動に対して、活動場所の提供や情報発信

を行うなど、様々な形で支援を行う。

②公益財団法人 久留米文化振興会

計画の実質的な推進組織。

久留米市美術館の指定管理者にもなっている。

職員は３８名。総務課、会場サービス課、企画広報課、園内魅力推進課、美術館学芸課、

美術館総務課の６つの課がある。
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③久留米市文化芸術振興審議会

年２回審議会を開催している。

外部評価資料に基づき、市に対してアドバイスを行う。

構成員は、学識経験者、マスコミ、文化団体、市民公募から成り、計１１名。任期は２

年間。

（３）市の文化芸術資源について

①人材（敬称略）

明治期以降、青木繁、坂本繁二郎、古賀春江など、多数の洋画家を輩出している。

また、音楽アーティストでは、作曲家の中村八大、藤井フミヤ、鮎川誠など、多数輩出

している。

芸能人では、田中麗奈、吉田羊、こがけんなど多数輩出している。

②文化資源

石橋文化センター、久留米市美術館、久留米シティプラザなど。

③音楽のまち久留米

まちかど音楽祭、ライブチャレンジ等、多彩な音楽イベントを年間を通して行っている。

（４）学校との連携について

①小学校を対象にした芸術家派遣事業

市が学校に対して実施希望調査を行う。実施が決まった案件については、市が久留米市

文化振興会に業務委託をする。久留米市文化振興会が連絡・調整を行い、学校に芸術家を

派遣する。

②中学１年生全員が久留米市美術館で鑑賞できるよう、バス派遣事業（中学校美術教育振興

事業）を実施している。

③文化芸術コーディネーター養成事業

平成１９年から実施している。学校と芸術家を結ぶ仕事に興味のある方を、市民から公

募により募集する。研修を行い、登録を行った方には、学校との調整業務に携わってもら

っている。

（５）久留米シティプラザが実施する主な事業について

①多様かつ上質な文化芸術の鑑賞事業

１,５００人収容できるグランドホールで実施している事業。

②子どもの想像力、感性を高める多様な事業

体験型のワークショップを行うなど、子どもにシティプラザを知ってもらう事業として

好評を得ている。

③文化芸術の裾野を拡げる普及啓発事業

「社会を考えるシリーズ」では、ジェンダーや多文化共生などをテーマにし、トークイ

ベントで参加者の意識を確認した後、演劇を鑑賞してもらう事業を行っている。

また、新しい演劇鑑賞教室では、利用が少ない若年層を対象にしたプログラムを行っ

ている。
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④久留米ならではの芸術文化事業

市民参加型の芸能フェスティバル等を実施して、市民の文化芸術活動への支援を行って

いる。

⑤地域と連携した賑わい、文化創造事業

商店街の方を実行委員として、商店街と連携した事業を展開している。

４、主な質疑応答（概要）

（問）市民意識調査の対象者は、毎年自分が対象になっているとわかっているのか。

（答）任意で抽出された８００人に対して、アンケートを行っている。

毎年同じ人が対象になるわけではない。

（問）石橋文化センターは、元はどんな建物だったのか。

（答）石橋正二郎氏（株式会社ブリジストン創業者）により、久留米市に建設寄贈されたも

のである。

（問）市と文化振興会との役割分担はどのようになっているのか。

（答）文化振興会は市の外郭団体である。運営は、ほぼ市の補助金で行っている。美術館の

運営等は別だが、年間約３億円である。

役割分担は、事業により若干違いはあるが、市と一緒に企画して実施する事業は、久

留米市が主催で文化振興会が共催という形をとる。市は予算や契約を担当し、運営や

調整は文化振興会が行う。

（問）市と文化振興会が共同で企画する際に、市の職員がマネジメント的な提案を行うこと

もあるのか。

（答）市と文化振興会で共同で検討して、事業内容を決定している。

（問）久留米市市民文化部文化振興課の職員は７名いるが、職員のスキルアップはどのよう

に行っているのか。

（答）市の文化振興課と文化振興会との間で、双方から職員を派遣している。

各自が日常業務を行っていく中でスキルアップを行っている。

また、専門家を招いて市職員が事業の悩みを相談し、意見交換を行う取組みを行って

いる。

（問）平成１８年に久留米市文化芸術振興条例を制定し、平成１９年に久留米市文化芸術振

興基本計画を作成しているが、方針ではなく基本計画にした理由は。

（答）平成１７年に周辺の４つの町と合併して中核市となった。大きな都市となって文化の

発展を見据えた総合的な理念が必要となり、条例制定と基本計画策定の流れになった

と聞いている。

（問）市民の芸術団体の活動に対する補助金はあるのか。

（答）大きな団体には補助金を出している。

その際には、事業計画と予算をしっかり確認している。また、市の後援をとるように

お願いしている。
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（問）施設稼働率はどのくらいか。

（答）一番大きいグランドホールについては、新型コロナ前の令和元年度が、８６.４％ま

で伸びてきていた。中ホール規模の久留米座とＣボックスは、５０％から６０％ほど

である。

（問）グランドホール規模の大ホールは、近隣の自治体にはあるのか。

（答）佐賀県鳥栖市、佐賀市、福岡県筑後市、柳川市にも同規模のホールがある。

（問）市の主催事業であっても、シティプラザに対して使用料は払うのか。

（答）シティプラザが主催する事業は払わないが、市の主催事業の場合は払ってもらう。

（問）地域と連携した賑わい、文化創造事業の「久留米たまがる大道芸」は市の主催か。

（答）市が実行委員会となって実施している。

（問）シティプラザが主催する事業は、どのような視点から企画するのか。

（答）一つは、文化芸術振興の観点であり、プロモーターの誘致を行ったりしている。

もう一つは、にぎわい創出の観点である。

（問）市の中に産業振興の部署が別にあるのか。

（答）産業振興の部署が別にある。産業振興の部署と連携を行っており、実行委員会に入っ

てもらっていたり、また、商店街と月に１回会議を開催している。
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熊本県熊本市

１．市の概要

熊本市は九州の中央、熊本県の西北部、東経130度42分・北緯32度48分の位置にある。

地勢は、金峰山を主峰とする複式火山帯と、これに連なる立田山等の台地からなり、東部

は阿蘇外輪火山群によってできた丘陵地帯、南部は白川の三角州で形成された低平野からな

っている。

気候は、有明海との間に金峰山系が連なるため、内陸盆地的気象条件となり、寒暖の較差

が大きく冬から春への移り変わりは早く、夏は比較的長いことが多い。

また、清らかな地下水や豊かな緑をはじめとする自然と、先人が築いた歴史遺産や伝統文

化に恵まれた魅力ある都市であり、「森の都」都市宣言に関する決議、地下水保全都市宣言に

関する決議、環境保全都市宣言を行いながら、官民一体となって、安らぎと潤いのある恵ま

れた環境の保全に取り組んできた。

現在の市域面積は３９０.３２平方キロメートル、総人口は令和４年１０月１日現在で

７３７,８５０人である。

２．視察経過

熊本市議会を訪問し、調査事項について担当課（環境局環境推進部環境政策課）から説明

を受け、質疑応答を行った。

３．説明内容

調査事項（持続可能な脱炭素社会の実現について）について、担当課より説明を受けた。

（１）地域エネルギー事業

①ごみ発電電力の市有施設への供給

熊本市内の２つの清掃工場で発電した電気を、市有施設へ供給する事業を平成３０年

から開始している。市が使う電力削減による温室効果ガス削減及び電気料金削減の２つ

のメリットを生み出している。

電気料金としては、年間で約１.８億円削減している。

削減された電気料金は、市民や事業者の省エネ機器の導入補助に充てている。

②大型蓄電池の整備

防災拠点である区役所等に大型蓄電池を設置。

非常時には、防災拠点に電力供給を、平常時には、夜間に蓄えた電気を昼間に供給す

る。

③ＥＶを活用した避難所電力の確保

清掃工場の近くにＥＶ充電拠点を設ける。清掃工場からＥＶ充電拠点までは、自営線
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で結んでいる。

④地域エネルギー事業の今後の展開

学校屋上や水道配水池に太陽光発電設備を拡充。

水道ポンプを活用したデマンドレスポンスを実施。

⑤「ＳＤＧｓ未来都市」への選定

上記①～④の取り組みにより、令和元年「ＳＤＧｓ未来都市」に選定

（２）地球温暖化対策実行計画の概要

①熊本連携中枢都市圏（１８市町村）地球温暖化対策の推進

周辺１７市町村と共同で温暖化対策の取り組みを開始。

２０２０年「２０５０年ゼロカーボン」を目指すことを宣言。

２０２１年 全国で初、都市圏の地球温暖化対策実行計画を策定。

②共同策定による３つの効果

（ア）施策の補完効果

各自治体で強みを有する部分は自ら施策を推進し、弱みとなる部分は他自治体の施

策が補完する。

（イ）施策の波及効果

毎年連絡会議を実施していく中で、特定の自治体で効果が得られた場合、そのノウ

ハウを共有していく。

（ウ）施策の共同実施による推進効果

圏域全体で進捗管理し、他自治体の活動状況を把握することで、施策の推進効果が

高まる。

③圏域の地域特性

年間日照時間が長く太陽エネルギーが比較的豊富なので、太陽光発電を活用した施策

を行っていきたい。

④重点取組

（ア）地域エネルギー事業の面的推進と災害時電力の確保

都市圏における脱炭素循環共生圏の実現や、災害対応力の強化に向けた中核事業と

して位置づけている。

（イ）「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」の共同推進によるライフスタイルの変革

都市圏住民のライフスタイル変革運動を共同で展開し、圏域全体で地球温暖化対策

に貢献する。

（ウ）森づくりの展開と地下水保全に向けた取組

圏域の特徴である豊かな森資源や水資源を活かし、育む取組を重点的に展開する。

また、地下水保全や森づくりの展開に加え、域内における炭素クレジットの活用を

進め、圏域として温室効果ガスの削減に取り組む。

（エ）公共施設等による率先した省エネ・蓄エネ・再エネの推進

各市町村における率先的な取組として、公共施設等における省エネ・蓄エネ・再エ
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ネの活用を推進する。

地方公共団体実行計画に基づき、公共施設のエコオフィス活動を推進していく。

４、主な質疑応答（概要）

（問）市民、事業者の取組に対して、助成金はあるのか。

（答）市民対象では、ＺＥＨ（ゼロ・エネルギー・ハウス）が１軒につき１０万円。太陽光発

電設備が８万円。

市民・事業者対象では、ＥＶ（電気自動車）が１台につき１０万円。

事業者対象では、業務用エアコン設置が、必要経費の３分の１を補助、上限１００万円。

（問）助成金の年間予算額は。

（答）トータルで８千万円。

メニューごとに使用上限額がある。例えば、ＥＶは上限１００件。

また、太陽光発電設備は人気があり、募集開始１か月後には終了してしまう。

（問）２つの清掃工場の焼却能力はどのくらいか。

（答）１日あたり６００トンと２８０トンである。

（問）生ごみ処理機の助成金はあるのか。

（答）【後日メールにて回答訂正あり】現在も行っている。

（問）ごみの減量を進め、可燃ごみが減ると、発電量が減る。

その辺りのバランスはどのように考えているのか。

（答）ごみ発電の電力がなくなることは想定していない。

また、施設の太陽光発電設備の拡充などを図っていきたい。

（問）地球温暖化防止活動推進員について、市民はどのような形で携わっているのか。

（答）地球温暖化防止活動推進員は、法律に基づき活動するものであり、公募により委嘱を行

っている。

熊本市では１３名の地球温暖化防止活動推進員がいる。

出前講座の中で、講座を受け持ってもらったり、小学校からの工場見学の際に、地球温

暖化対策の講義をしてもらったりしている。

（問）大型蓄電池の能力や値段はどのくらいか。

（答）施設の規模に応じて違いはあるが、概ね数百kwh～千kwhくらいである。

値段は、１億円から２億円くらいである。

（問）大型蓄電池の電力供給は何日くらい持つのか。

（答）使いかたにもよるが、１日～２日くらいはもつのでは。

あくまでも、補助的に使用することを想定している。

（問）防災拠点は何か所くらいあるのか。

（答）数百か所ある。

（問）ＥＶ充電拠点の数は多いのか。

（答）市の直営で、市民向けに急速充電器を設置しているのは１か所だけである。
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（問）助成金は、基金から支出しているのか。

（答）省エネルギー等推進基金から支出している。

（問）環境問題に特化した、市民が活動できる施設はあるのか。

（答）特にはない。

（問）雨水タンクに対しては、どのような補助があるのか。

（答）【後日メールにて回答あり】

雨水貯留槽（浄化槽の転用）の場合、２分の１を補助、上限７万円。

雨水貯留タンクの場合、２分の１を補助、上限３.５万円。

予算規模は、上記２つを合わせて年間８０万円。


