
 

 

北川地域ユネスコエコパーク拠点施設整備事業

ホタルの館改修（案）に関する意見募集 

 

 

北川地域ユネスコエコパーク拠点施設整備事業のホタルの館改修

について、市民の皆様から下記の期間で意見を募集します。 

 

 

意見募集期間 

令和５年１月２７日（金）～２月２１日（火） 

 

 

 

（お問い合わせ先） 

延岡市北川総合支所 地域振興課 

電話：0982-46-5010 
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北川地域ユネスコエコパーク拠点施設整備事業 ホタルの館改修（案） 

に関する意見募集について 

 

◇経緯・目的 

大分県と宮崎県にまたがる祖母・傾・大崩山系は、急峻な岩峰や数々の渓谷など独

特の景観美と原生的な自然と多様な生態系が、2017年6月に「祖母・傾・大崩ユネ

スコエコパーク」として登録されました。 

ユネスコエコパークは、保存機能・学術的研究支援・経済と社会の発展という3つ

の機能が相互に強化する関係性を持っており、核心地域・緩衝地域・移行地域の全て

を有する北川地域は、生物多様性の保存や環境に配慮した経済活動など持続可能な

発展を目指す必要があります。 

このような背景のもと、祖母・傾・大崩ユネスコエコパークにおける北川地域の役

割や各施設のあり方及びその整備方針を明確にし、ユネスコエコパークを活用した

北川地域独自の地域活性化を図るため、「北川地域ユネスコエコパーク拠点施設整備

基本構想」を令和3年度に策定しました。 

この基本構想については、既に令和4年3月15日から4月5日の間、パブリックコ

メントを行いました。 

本構想実現の第1弾として、北川水系観光周遊ルートの拠点施設となる「ホタルの

館」をビジターセンター機能やアウトドア体験、交流センターとしての機能を併せ持

つ施設とするため、既存施設の改修が必要となります。 

つきましては、令和5年度に北川地域ユネスコエコパーク拠点施設整備事業として、

「ホタルの館」の改修を計画していますので、広く市民の皆様のご意見を募集します。 

  

◇意見を提出できる方 

  延岡市に居住する方 

 

◇意見の募集期間 

  令和５年１月２７日（金曜日）～令和５年２月２１日（火曜日） ※必着  

  ※窓口での受付は、令和５年２月２１日（火曜日）17：15 まで 

    

◇資料の閲覧場所 

 （１）延岡市ホームページ 

（２）以下の場所（閉庁時は閲覧できません。） 

   １．延岡市役所 １階市民スペース、２階情報公開センター 

   ２．各総合支所地域振興課 

   ３．各支所（東海、伊形、島浦、南浦） 

   ４．各コミュニティセンター 

   ５．市立図書館 

   ６．市民協働まちづくりセンター 

   ７．駅前複合施設エンクロス 
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◇意見の提出方法 

  様式（市のホームページからダウンロード、資料閲覧場所で配布）に住所、氏名、

年齢、ご意見を記入し、次のいずれかの方法で提出してください。 

  なお、電話や口頭での意見は受け付けられませんので、ご了承ください。 

 

   〇窓口提出  延岡市北川総合支所 地域振興課（北川総合支所３F） 

          延岡市役所 観光戦略課（３F） 

※土日祝日の場合は北川総合支所の宿直室又は市役所（北口）の

守衛室に届けてください。 

 〇郵  送  〒889-0192 延岡市北川町川内名７２５０番地 

          延岡市北川総合支所 地域振興課 

   〇F A X  ０９８２－４６－２２２３ 

   〇電子メール tiiki-kitagawa@city.nobeoka.miyazaki.jp 

 

◇意見の公表 

  ・お寄せいただいた意見等は整理したうえで、その概要と市の考え方について、市

のホームページで公表します。 

・公表の際にはご意見の内容以外（住所・氏名・年齢）は公表いたしません。 

・個々のご意見に対して個別には回答いたしませんので、ご了承ください。 

・本件と直接関係ない意見等につきましては、公表の対象とならない場合がありま

す。 

  ・住所、氏名、年齢を明かされずに提出していただいた意見は、正式に受理しない

場合があります。 

 

mailto:tiiki-kitagawa@city.nobeoka.miyazaki.jp
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北川地域ユネスコエコパーク拠点施設整備事業（ホタルの館改修）の概要 

 

１．事業の目的 

令和 3 年度に策定した「北川地域ユネスコエコパーク拠点施設整備基本構想」に基づ

き、北川水系における観光周遊ルートの形成にあわせ、その中核的役割や必要な機能を担

う拠点となる「ホタルの館」の改修工事を行うこととしています。 

「ホタルの館」整備後は、スタッフが常駐しビジターセンター機能（学習・ふれあい）

や観光コンシェルジュ機能（レンタサイクル基地・アウトドア体験）、おもてなし機能（休

憩・リモートワーク等）に加え、ホタルの飼育状況も観賞できるようになるなど、県内外

からの観光客や北川運動公園利用者も含め、誰もがいつでも気軽に利用できる本市の観

光拠点施設として地域活性化が図られることとなります。 

 

 

２．建築物概要 

（１）工 事 種 別：改築 

（２）構造・規模：木造平屋 延 567.15 ㎡（改築部：364 ㎡） 

 

 

３．事業概要 

① エコパークへの理解を深めるための機能 ～ビジターセンター～ 

●管理人が常駐・・アウトドア（カヌー体験、川遊び）、大崩山、北川湿原などの 

インフォメーション機能、情報発信、施設内案内 

●展示コーナー・・展示室スペースを拡張し、北川の四季折々の自然生態系を展示 

●ホタル飼育観覧・・展示室からホタル飼育室が観覧できる窓を設置 

 

② 観光ワンストップサービスを提供する機能 ～観光コンシェルジュ（お世話係）～ 

●観 光 ガ イ ド・・イベント、企画行事、宿泊予約等及びガイド紹介等の案内窓口 

          カヌー体験、教室等の受付窓口 

●販売コーナー・・特産品、土産品等の販売スペース設置 

 

③ 交流スペース、スポーツ合宿機能、レンタサイクル基地 ～おもてなし～ 

●休憩スペース・・軽食、ドリンクコーナーの設置、キッズコーナー 

●多 目 的 室・・畳から床面とし学習、会議、セミナー、リモートワーク等に活用 

               団体のスポーツ合宿等に適したスペース、指定避難場所 

●利用者の利便性・・多目的トイレ、ベビーキープ、授乳室の設置、シャワー・更衣室 

を男女別に再整備 

●レンタサイクル・・北川の観光地を周遊するレンタサイクル基地を設置 

 

④ ホタルの名勝地再生活動 

●ホタル飼育室・・飼育室内のビオトープ等生育環境の整備 

●ホ タ ル 観 察・・ホタル観察会、イベント等の開催場所 
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４．予算 

 （１）施設整備費 

約 7 千万円を予定（実施設計業務委託及び施設改修工事） 

財源として過疎対策事業債を活用する見込みです。 

  （２）管理運営費 

     仮に管理人が 1 名常駐する体制となれば、人件費を 200 千円／月で仮定した場合、 

年間 2,400 千円が必要となります。 

また、特産品等の販売のための仕入費として、祝子川温泉美人の湯と同程度かかる 

とすると、年間 1,400 千円と試算されます。 

 さらに、光熱水費、通信費のほか、アウトドア体験でのインストラクターの人件費 

や施設管理のための各種経費がかかると見込まれますが、これらの経費につきまして 

    現時点では試算しておりません。 

 

 

５．改修後における管理運営方針 

（１）指定管理者の募集 

施設の設置目的を最も効果的、効率的かつ安定的に達成できる団体を選定するため、 

    原則、公募型プロポーザル方式を予定しています。 

     公募は、募集期間を定め、あらかじめ施設整備の概要、指定管理者が行う業務の範

囲等の仕様を定めた公募型プロポーザル実施要領及び応募者の資格、審査基準等を提

示して実施する予定です。 

     なお、特別な事由がある場合には、公募を行わずに団体等を選定することができる

ものとします。 

 

  （２）指定管理者の対象 

     指定管理者は、制度の趣旨に則り、民間事業者、法人及びその他のあらゆる団体を

対象とする予定です。 

 

  （３）管理運営に係る費用 

     例えば、上記４の（２）のような経費がかかる見込みですが、指定管理者との間に

おいて必要となる管理運営に係る費用については、指定管理者と協議のうえ、協定を

締結する予定です。 

 

 

６．北川地域ユネスコエコパーク拠点施設整備基本構想<概要版> （別添） 

 

 

７． ホタルの館改修計画図面 （別添） 

    

①  平面詳細図（現況） 

②   平面詳細図（改修後） 

③  空間イメージ図（改修後） 



 

 

１．構想策定の目的 
2017年6月に「祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク」が登録された。 

この中で、北川地域の役割や各施設のあり方及びその整備方針を 

検討し、エコパークを活用した北川地域独自の活性化を図るため、 

① 道の駅北川はゆまを起点とする観光周遊プログラムづくり 

② 拠点施設（ホタルの里休暇村、祝子川温泉美人の湯）の利活用の 

方法を含めた施設整備の方策 

を検討する「北川地域ユネスコエコパーク拠点施設整備基本構想」を 

策定する。 

 

２．策定の方向 
（１）基本的な考え方 

自然と共生する地域づくりと観光による地域 

活性化に視点を置く。 

 

（２）北川エコパーク（北川地域ユネスコエコパーク 

の略称）観光周遊ルートの形成 

観光周遊ルートは、道の駅北川はゆま（観光案内 

所）、２つの拠点施設を起点・終点とする「北川水 

系」と「祝子川水系」の2系統で形成する。 
 

①北川水系観光ルート 

＜拠点施設＞ 

ホタルの里休暇村 

（ホタルの館、ホタルの宿、川舟の館） 
 

＜ルートの主な観光スポット＞ 

ア．ホタルの里休暇村  イ．北川湿原 

ウ．鏡山  エ．北川・小川 

オ．西郷隆盛宿陣跡資料館、北川陵墓参考地 

カ．可愛岳 
 

②祝子川水系観光ルート 

＜拠点施設＞ 

祝子川温泉美人の湯 
 

＜ルートの主な観光スポット＞ 

ア．祝子川温泉美人の湯  イ．祝子川キャンプ場  ウ．祝子川渓谷 

エ．大崩山  オ．大崩森の家 
 

③道の駅北川はゆまの機能の充実 

 

 

 

３．拠点施設：観光交流館「エコパーク・ホタルの里」（仮称）プロジェクト 
ホタルの里休暇村を北川エコパーク及び北川水系観光ルートの拠点施設として位置付ける。 

（１）構想の背景 

①観光交流人口の拡大  ②エコパークらしい自然と共生する観光地づくり  ③ホタルの里休暇村の再構築 

（２）構想の基本的な考え方 

  ①ホタルの里休暇村のリニューアル  ②ホタルの名勝地の再生 

（３）構想の概要（イメージ） ～観光交流館「エコパーク・ホタルの里」（仮称）プロジェクト構想～ 

   ホタルの里休暇村を 

    ①エコパークへの理解を深めるための機能 

～ビジターセンター～ 

    ②観光ワンストップサービスを提供する機能 

～観光コンシェルジュ（お世話係）～ 

    ③交流スペース・サービス、スポーツ合宿機能、 

レンタサイクル基地 ～おもてなし～ 

    ④ホタルの名勝地再生活動 

という4つの視点に立って、施設・設備のリニューアル及び快適・便利な観光交流サービスを提供する。 

 

４．拠点施設：「祝子川温泉エコパークセンター」（仮称）プロジェクト 
ユネスコエコパークの「核心地域」である大崩山の麓、祝子川の源流に位置する祝子川温泉美人の湯を祝子川 

水系観光ルートの拠点施設として位置付ける。 

（１）構想の背景 

①大崩山・祝子川などの自然リゾート資源の存在   ②大崩山はエコパークの核心地域 

③エコパークへの理解の拡大  ④祝子川温泉美人の湯の活性化 

（２）構想の基本的な考え方 

①祝子川温泉美人の湯のリニューアル 

②エコパークへの理解を深めるための意識啓発 

（３）構想の概要（イメージ） ～「祝子川温泉エコパークセンター」（仮称）プロジェクト構想～ 

 祝子川温泉美人の湯を 

①「癒
い

やす」…温泉、休憩、食事、宿泊、特産品の提供等の場としての機能 ～くつろぎ～ 

②「学ぶ」…大崩山や祝子川のエコパークへの理解を深める場としての機能 ～ビジターセンター～ 

③「楽しむ」…観光案内、体験プログラムの企画・実施、情報発信の場としての機能 ～おもてなし～ 

という3つの視点に立って、施設・設備のリニューアル及び快適・便利な観光サービスを提供する。 

 

５．「道の駅北川はゆま」の施設・設備及びサービス機能充実の方向 
（１）北川地域の観光情報の提供機能の強化・充実   （２）地域振興機能の拡充・強化 

 

６．今後の主な取組の方向 
（１）住民と行政が連携した観光交流館「エコパーク・ホタルの里」（仮称）・「祝子川温泉エコパークセンター」（仮称）の整備 

（２）観光人材の確保と育成  （３）通年型の観光スポットづくり  （４）高度情報通信基盤の整備 

（５）行政と民間の役割分担と連携 
 

北川地域ユネスコエコパーク拠点施設整備基本構想 ＜概要版＞ 

＜祝子川水系観光ルートの拠点施設の位置付け＞ 

＜観光交流館「エコパーク・ホタルの里」（仮称）の機能・役割＞ 

＜観光周遊ルートの形成＞ 

＜「祝子川温泉エコパークセンター」（仮称）の機能＞ 

＜祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク＞ 
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【現在の施設】 

📷①研修室 

 
 

                     

 

【改修後のイメージ】 

📷①研修室 
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【現在の施設】 

📷②研修室 

 
 

                     

 

【改修後のイメージ】 

📷②研修室 
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【現在の施設】 

📷③展示室 

 
 

                     

 

【改修後のイメージ】 

📷③展示室 
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【現在の施設】 

📷④展示室 

 
 

                     

 

【改修後のイメージ】 

📷④展示室 
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【現在の施設】 

📷⑤エントランス 

 
 

                     

 

【改修後のイメージ】 

📷⑤エントランス 

 
 



15 

 

【現在の施設】 

📷⑥BBQ スペース 

 

 

                     

 

【改修後のイメージ】 

📷⑥BBQ スペース 

 


