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第 1章 計画策定の趣旨 

 

1－1 計画策定の目的 

日本の観光産業は国の成長戦略に組み込まれ、「グローバル化」や「地域が主体となった

着地型観光」「都市づくりやまちづくりと連動した観光地振興」「観光を通じた 6次産業化」

といった幅広い分野と連動した方向が模索されている。宮崎県の観光振興の上でも宮崎県が

スポーツや MICE 等の目的性の高い来訪促進を目指すと共に、宮崎県地域の自然、文化を

核とした“地域らしさの磨き上げ”により、さらなる観光を通じた地域活性化に取り組んで

いるところである。 

日南市はその歴史的、生活文化的背景から、港を拠点とした人的、物的交流が盛んであっ

ただけでなく、日南海岸の南国的な気候・風景から昭和 40～50年代には新婚旅行のメッカ

として賑わいをみせたほか、プロ野球等のスポーツキャンプ地としても評価が定着している。

さらに、林業や農業と密接に結び付いた山の自然が豊かで、交通結節機能や宿泊機能、飲食

物販機能などで宮崎県観光のなかでも南九州における観光拠点としての重要な役割を担っ

てきた。しかしながら、近年の入込観光客数は 200 万人程度にとどまっており、鵜戸神宮

や飫肥城など限られた観光地を巡る通過型観光が主体となっている。また、プロ野球キャン

プ期の来訪者増が観光関連消費に繋がっていないこと、キャンプシーズン以外の宿泊稼働率

を高水準に保てないことなどの課題を抱えている。このほか、道の駅・港の駅の開設等の積

極的な動きがある一方で、長引く不況下にあって観光客数の伸び悩み、地方経済の低迷、人

口減に伴う商店の閉店や空き家の増加、バイパス開通による旧来型ドライブイン等の廃業、

自治体財政の厳しさから公的観光施設の整備やリニューアルが進まないなど、観光地として

の魅力が相対的に低減してきている。 

このような環境の中で、今後の本市の観光産業は、観光客の高齢化、旅行形態の急速な個

人化と多目的化、本市を訪問する外国人数の増加傾向、及び東九州自動車道日南インターチ

ェンジの開設、アジア圏クルーズ市場の拡大等の観光環境の大きな変化を見据え、来訪客数

の更なる増加と来訪目的の多様化に伴う受入環境の充実が求められている。 

こうした状況を踏まえ、本計画は、本市自身が持つ文化性や産業、都市のなりわいという

地域らしさを磨き上げ、国内のみならず海外の観光客にも魅力的な観光交流都市となること

を目指し、その実現に向けた観光振興を進めていくための指針を策定する。また、それが市

民にとっても魅力的なまちづくりに寄与する計画となることを目指すものである。 

 

1－2 計画の位置づけ 

本計画は、本市総合計画に掲げる「創客創人」の実現のため、観光分野において根幹とな

る計画であり、関連する個別事業の総合的指針となるものである。 

また、本市の他の分野の計画である、「日南市都市計画マスタープラン」「日南市中心市街

地活性化基本計画」等とは並列の立場にあり、計画の整合性を図るものとする。 

あわせて、多層的な文化・歴史に関連する資源、山海の自然資源、スポーツ観戦や体験の

拠点等が集積することなどから、南九州における観光拠点として本市が宮崎県観光に占める
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役割は極めて大きい。これらの背景を踏まえ、本計画は、宮崎県における観光振興計画を市

の立場から進めていくためのものと位置付ける。 

 

1－3 計画期間 

 本計画の期間は、2015年度（平成 27年度）を初年度とし、東京オリンピック・パラリン

ピックや東九州自動車道の開通による効果を織り込むことを踏まえ、2024 年度（平成 36

年度）を目標年度とする 10年間とする。 

 ただし、本市観光状況の変化や市全体に共通する基本的な施策の変更があった場合などは、

必要に応じて計画の見直しを行う。 

 

1－4 本計画が対象とする「観光」の定義と範囲 

 従来の観光地は、その拠り所となる資源のタイプから、自然資源依存型観光地、人文資源

依存型観光地に大別される。しかしながら、本市は海洋や山林等の多様な自然資源及び歴史

文化資源のほか、都市・まちに関連する資源が存在し、その魅力が地域ごとに多層化してい

ることが特徴である。 

 また、近年、従来の価値基準による“著名観光資源”を持たない都市、あるいは都市の観

光資源以外の地区に域外から来訪するケースが増加傾向にある。さらに、従来、交通ターミ

ナル機能や宿泊機能、情報集約・発信機能が主であった都市・まち自身が、観光の対象、目

的地となるケースが増えてきている。このような消費者動向の変化を踏まえると、本市の観

光の対象は、ビーチ、歴史的町並み、棚田などの既存観光資源はもとより、歴史や風土に培

われた文化・伝統、地域の自然と共生しつつ発展してきた都市環境、日南市ならではの伝統

産業や生業、そこに生活する市民の暮らしぶり等、有形無形の「生活文化」そのものと考え

られる。よって、上記既存観光資源（自然資源、人文資源）と共に、都市、地場産業、生活

文化習慣、地域の行事などを「生活文化資源」として本計画の対象と据える。 

 また、消費者が観光に求める根源的な需要が『非日常の体験』であることは古今東西変わ

らない。日常生活における行動や習慣、普段目にする景色等との「ギャップ」が『非日常の

体験』に不可欠であり、これらが満たされる場合、近距離の移動であっても観光と捉えるこ

とができる。 

 これらの地域の特性並びに旅行者動向に照らし、本計画が対象とする「観光」は以下の通

りとする。 

 

本計画が対象とする「観光」の定義と範囲 
 

 既存の観光資源のみならず都市の生活文化に培われた様々な魅力を体験する

ことを目的とし、域外から宿泊旅行や日帰りのお出掛け等で本市に人が訪れるこ

と。行動の対象は、観光地訪問のほか、文化体験や自然体験、街並みの散策やス

ポーツ観戦、業務出張の前後や合間の観光、地元の人々との交流等を含むものと

し、行動の主体には、他県からの来訪者だけでなく、県内の他市町村からの訪問

者や市民が含まれる。 
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第２章 日南市観光の現状と課題 

 

2－1 日南市の概要 

 日南市は宮崎県南東部に位置しており、東側に日向灘を臨み、北は宮崎市、南は串間市、

西は三股町・都城市に隣接している。2009 年（平成 21 年）3 月に日南市、北郷町、南郷町

の 3 市町が合併したことに伴い、536.10 ㎢の面積を有する新「日南市」となった。 

地勢は、78%を林野（主に飫肥杉の人工林）が占め、北西部には標高 1,000m 級の山地も

有する。特に北部から北西部にかけては、渓谷や森林、温泉地などの自然資源に恵まれ、多

くの観光客を惹きつけている。一方、宮崎市から本市を経て鹿児島県に至る全長 100km 以

上の海岸線は全国有数のリアス式海岸として「日南海岸国定公園」の指定を受けており、「鬼

の洗濯板」と呼ばれる波状の奇岩に代表される自然風景などが来訪者を楽しませている。な

お、昭和 40 年代には新婚旅行のメッカとして多くの観光客が日南海岸に来訪した。日南海

岸沿いには、日向神話の海幸山幸の舞台として知られる「鵜戸神宮」が立地しており、古来

より日向国内外の厚い信仰を受けてきた。現在でも、安産・育児や縁結びのパワースポット

として信仰を受けつつ、日南海岸の断崖の洞窟内に朱塗りの本殿が建つという珍しい立地か

ら、本市を代表する観光スポットとして多くの観光客を集めている。 

また、本市の飫肥地区については、1588 年（天正 16 年）から明治初期までの 280 年間

もの間、飫肥藩として伊東家が 5 万 1 千石の城下町を治めており、武家屋敷を象徴する門構

え、風情ある石垣・漆喰塀など往時を偲ぶ歴史的景観は、鵜戸神宮に次ぐ主要な観光地であ

る。なお、飫肥藩は、江戸時代後期から地場産業として飫肥杉による造林事業を推進し、木

造船の材料として他地域に出荷していた。明治時代以降、伐採した飫肥杉は港に面した油津

地区にある堀川運河沿いに集積されていたが、この地域は昭和初期には東洋一のマグロの水

揚げを誇る港町となり、多層的な歴史・文化を反映する街並みや運河の景観が観光資源とし

て活用されている。 

本市の気候は温暖多照多雨。平野部では年間日照時間が平均 2,200 時間以上と、高知県や

紀伊半島南部と並ぶ、日本で最も日照に恵まれた地域の 1 つである。冬季の日照時間も長く、

年間を通じて温暖な気候であるため、プロ野球などのスポーツキャンプ地として多くの団体

に利用されており、その観戦のために訪れるファンも多い。しかしその一方で、梅雨・台風・

秋雨前線などにより自然災害を受けやすく、大規模な津波災害を受ける危険性も併せ持つ地

域である。 

社会環境に関しては、他の多くの市区町村と同様、人口減少と高齢化が進行している。そ

れに伴う市域総生産額や就業人口の落ち込みに歯止めをかけるため、観光振興等を通じ地域

特有の資源と個性を活かした地域活性の取り組みが望まれている。 
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2－2 日南市の観光の現状 

 本市を訪れる観光客は、昭和 40 年代の高度成長期における新婚旅行ブームの到来ととも

に急増し、当時は「新婚旅行のメッカ」として賑わいを見せた。昭和 50 年代半ば以降、海

外旅行が一般に普及したことにより、新婚旅行の行先はグアム、サイパンからハワイ、オー

ストラリアへと移行し、本市を訪れる観光客数は減少傾向を辿った。 

近年の本市への観光客入込の推移をみると、本市合併以降 180 万人程度で推移してきた

が、2011 年（平成 23 年）には家畜の病害や東日本大震災による観光需要縮小等を受けて

165 万人台に落ち込んだほか、2011 年（平成 23 年）3 月の九州新幹線開通により、関西・

中国地方からの交通利便性が向上した熊本県、鹿児島県との「東西格差」が鮮明になりつつ

ある。2013 年（平成 25 年）の観光客入込数は前年比 6.8%増の 195.7 万人であった。 

近年の特徴的な動きは、近隣アジアを中心とする海外のクルーズ市場拡大に伴う油津港へ

のクルーズ船誘致の活発化である。油津港は大型客船の接岸が可能な、国内でも限られた港

湾のひとつとして、クルーズ寄港地として定着してきている。2013 年度（平成 25 年度）ま

での過去 7 年半の間に、2 万～7 万トン級のクルーズ船を 26 回受け入れており、多いとき

には、1 回のクルーズ船で 2,000 人の来訪者を迎えたこともある。 

 

 

 

 

 

 宮崎県全体の観光入込客数に対する本市のシェアは、2001 年（平成 13 年）までは 7％前

後で推移していたが、近年は 8％前後を維持しており、宮崎県の観光においても本市は重要

な役割を担っていると捉えることができる。 

■日南市の観光入込客の推移 出所：「宮崎県観光入込客統計調査結果」（宮崎県） 

※2007 年までの日南市の観光客入込客数は、合併前の（旧）北郷町、（旧）南郷町の観光入込客数を合
計して算出している。 
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 本市の観光入込客数における主要観光スポットのシェアを上位から見ると、「鵜戸神宮」

「道の駅なんごう」「道の駅酒谷」「港の駅めいつ」「サンメッセ日南」で全体の 80％を超え

る。現状では、これらが本市の中心的な観光スポットとして位置づけられているといえる。 

 

 

 

 また本市は、スポーツに適した受入地としても市場の認知度が高い。冬期の温暖な気候に

より、プロ野球チームの春季・秋季キャンプを行う地域として早くから注目され、広島東洋

カープは 1963 年（昭和 38 年）から継続して春季キャンプを実施してきた。これに伴い、

春季・秋季のキャンプ実施時期は、関係者や見学を目的とした来訪が多く訪れるほか、様々

出所：「宮崎県市町村観光動向調査結果」（宮崎県） 

■宮崎県の観光入込客数における日南市観光入込客のシェア 

■日南市の観光入込客における主要観光スポットのシェア 

出所：「日南市統計書平成 23年度版」（日南市） 

※2007 年までの日南市の観光客入込客数は、合併前の（旧）北郷町、（旧）南郷町の観光入込客数
を単純合計して算出 
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な学校、企業等のスポーツ合宿地としても選ばれており、近年では、10 を超える団体を迎

えている。 

 

  しかしながら、本市における観光は『日帰り・通過型』が主流となっているほか、プロ野

球チームキャンプ時期を除く宿泊施設の稼働率の低さ、夏期休暇や大型連休時期、ジャカラ

ンダシーズンなどの観光ピークシーズン以外の観光関連施設の賑わいの少なさなど、明瞭な

オフ期が存在する。 

  観光の振興においては、来訪時期の平準化と年間を通じた宿泊施設・観光施設等の高稼働

率を維持すること、並びに通過型観光から滞在型の観光に移行させることで観光行動に付随

する消費額の増加を図り、経済効果や関連する他産業との相乗効果を増大させることが重要

である。 

 

 このような状況のなかで、本市は近年の観光の個人旅行化、目的の多様化等の市場の潮流

を踏まえ、来訪促進並びに市内滞在時間の延長を目的とした様々な取組を開始した。2009

年（平成 21 年）の JR 日南線の観光特急「海幸山幸」の運行開始を契機に、これと連動し、

「日南めぐり号」などの二次交通（バス）を利用して観光地を巡る取組を推進してきた。「海

幸山幸」は、利用者数が年間約 15,000 人、平均乗車率が 80％を超え、9 つある JR 九州の

観光列車の中で乗車率トップの人気列車となっている。 

 このほか、飫肥城下町の「食べあるき・町あるきマップ」、ご当地グルメ「日南一本釣り

カツオ炙り重」の開発、地域の産業や食文化、森林セラピー等の生活文化を体験できる着地

型プログラム「日南の幸開き」の開発を本年まで継続して実施している。 
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2－3 日南市の観光を取りまく状況 

（１）国内旅行の状況 

  ①国内宿泊観光旅行の回数及び宿泊数 

2013 年（平成 25 年）の国民一人当たりの国内宿泊観光旅行回数は 1.43 回（前年比 5.9％

増・暫定値）、国民一人当たりの国内宿泊観光旅行宿泊数は 2.35 泊（同 9.8％増・暫定値）

であった。国民一人当たりの国内宿泊観光旅行回数、国民一人当たりの国内宿泊観光旅行

宿泊数ともに、2011 年（平成 23 年）までは減少していたが、それ以降は増加している。

これは、昨今の日中・日韓関係の影響、円安方向の動きによる旅行代金の割高感等により、

海外旅行から国内旅行にシフトする動きが出てきたことが主な要因として考えられる。 

 

②国内日帰り観光旅行延べ人数、国内宿泊観光旅行延べ人数 

2013 年（平成 25 年）の日帰り旅行は延べ 2 億 1,155 万人・回（8.0％増）、宿泊旅行に

ついては延べ 1 億 8,191 万人・回（5.9％増）となっており、日帰り旅行者および宿泊旅行

者数についても 2011 年（平成 23 年）以降増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

出所：「観光白書」（観光庁 平成 26年版)をもとに JTB総合研究所作成 

■国内宿泊観光旅行の回数 

及び宿泊数の推移 

■国内日帰り・宿泊観光旅行 

延べ人数の推移 
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③旅行形態 

  過去 5 年における国内旅行における旅行種類別のシェアは、「観光レクリエーション旅

行」のシェアが半数程度を占めており、次いで「帰省や家事のための旅行」となっている。

一方で、旅行形態別を見ると、個人旅行が全体の 8 割前後で推移している。しかし、直近

の 2 年では「出張や業務旅行」「会社がらみの団体旅行」のシェアが微増しているため、

旅行形態別における「団体旅行」もシェアが伸びていると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）訪日旅行の状況 

  ①訪日外国人旅行者数の推移 

2013 年（平成 25 年）の訪日外国人旅行者数は 1,036 万人（対前年比 24.0％増）となり、

初めて年間 1,000 万人を突破した。2011 年（平成 23 年）は東日本大震災と、それに伴う

出所：「旅行者動向 2013」（公益財団法人日本交通公社 平成 25年)をもとに JTB総合研究所作成 

■国内旅行における旅行種類別のシェアの推移 

■国内旅行における旅行形態別のシェアの推移 
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原発事故の影響により大幅に減少したが、2012 年（平成 24 年）以降は震災の影響も薄れ、

訪日旅行者は顕著に増加している。 

 

 

 

   

②訪日外国人旅行者の市場別シェア 

訪日外国人旅行者を市場別にみると、韓

国・中国・台湾・香港の東アジア市場がシェ

アの半分以上を占めている。アジア（台湾、

香港、シンガポール、タイ、マレーシア、イ

ンドネシア、ベトナム、インド）の 8 か国・

地域と、豪州、フランスを加えた合計 10 か

国・地域において年間訪日旅行者数の最高を

記録し、訪日外国人に占めるアジアの割合は

76.7％と高い比率を占めている。 

 

 

 

  ③「観光立国実現に向けたアクション・プログラム 2014」 

2003 年（平成 15 年）のビジット・ジャパン事業開始以来の政府目標であった訪日外国

人旅行者数年間 1,000 万人を達成した。政府は、「2020 年オリンピック・パラリンピック

東京大会」の開催を絶好の機会と捉え、更なる観光立国の推進を図り、2020 年（平成 32

年）に向けて訪日外国人旅行者数 2,000 万人を目指すために、「観光立国実現に向けたア

クション・プログラム 2014」を取りまとめている（2014 年（平成 26 年）6 月）。本アク

ションプランは、訪日外国人旅行者 2,000 万人の目標を達成するために必要となる新規の

施策、及びこれまでの施策を改善・強化して取り組む必要があるもの、継続して取り組む

■訪日外国人旅行者の市場別シェア(2013 年) 

出所：「訪日外客数統計」（日本政府観光局(JNTO)）をもとに JTB総合研究所作成 

出所：「訪日外客数統計」（日本政府観光局(JNTO)） 

をもとに JTB総合研究所作成   

■訪日外国人旅行者数の推移 
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必要があるものが盛り込まれている。 

 

「観光立国実現に向けたアクション・プログラム 2014」の 6つの柱 

①「2020 年オリンピック・パラリンピック」を見据えた観光振興 

②インバウンドの飛躍的拡大に向けた取組 

③ビザ要件の緩和など訪日旅行の容易化 

④世界に通用する魅力ある観光地域づくり 

⑤外国人旅行者の受入環境整備 

⑥MICE の誘致・開催促進と外国人ビジネス客の取り込み 

 

（３）国内の旅行消費額の推移 

2012 年（平成 24 年）の国内の旅行消費額は約 22.5 兆円となっており、そのうち 7 割弱

を国内宿泊旅行が占めている。訪日外国人旅行者の国内での消費分は 4.5％にとどまって

いる。 

 

 

 

（４）宮崎県の観光動向 

①宮崎県への来訪者の居住地 

九州各県への訪問者の居住地シェア（2008 年～2012 年（平成 20 年～平成 24 年）の平

均値）を見ると、2 つの傾向が見られる。1 つは九州・沖縄地方からの来訪者が半数以上

を占めている県（佐賀、長崎、熊本、大分）と、もう 1 つは九州・沖縄地方からの来訪者

が 3 割程度、関東・近畿地方からの来訪者が 3 割程度を占めている県（宮崎、福岡、鹿児

島）である。宮崎県は、後者の傾向がみられる。 

出所：観光庁報道資料等をもとに JTB総合研究所作成 ■国内の旅行消費額の推移 
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九州地方（県外）から宮崎県への来訪客の居住地構成を見ると、過去 4 年を通じて鹿児

島県が最も多く、次いで福岡県となっている。 

 

 

 

②九州各県への旅行タイプシェア 

   九州各県への旅行タイプを比較すると、宮崎県は「周遊旅行（自然や名所を見て回る観

光旅行）」が高い。全国の旅行タイプシェアと比較しても、宮崎県の旅行タイプシェアに

おける「周遊旅行」の比率が高いことがわかる。 

 

■九州各県への 

来訪者居住地シェア 

（2008～2012 年の平均値） 

出所：「平成 25年宮崎県観光入込客統計調査結果」（宮崎県） 

出所：「旅行者動向 2013」 

（公益財団法人日本交通公社） 

■宮崎県来訪者の居住地別シェア 
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③宮崎県の観光入込構成 

宮崎県の観光入込構成（2013 年（平成 25 年）1 月～12 月）は、約 8 割が日帰り客（11,889

千人回）、約 2 割（3,288 千人回）が宿泊客で構成されている。居住地別にみると、宿泊客

は県外比率が多く、日帰り客は県内比率が高い傾向となっている。訪日外国人旅行者は、

宿泊・日帰り客ともに極めて少数（宿泊 98 千人回、日帰り 95 千人回）である。 

 

 

④宮崎県の観光消費額構成 

宮崎県の観光消費額（2013 年（平成 25 年）1 月～12 月）を見ると、宿泊客が 56%、日

帰り客が 44%を占めている。入込客数では宿泊客が約 2 割であったことを考慮すると、宿

泊客の観光消費額が高いことがわかる。消費額のシェアを居住地別にみると、日帰り、宿

出所：「平成 25年宮崎県観光入

込客統計調査結果」（宮崎県） 

■宮崎県の観光入込客構成

（2013 年） 

出所：「旅行者動向 2013」（公益財団法人日本交通公社） ■九州各県別の旅行タイプシェア 

※抽出された県内観光地点での

定点調査を元にした推計値 
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泊ともに県外客の方が高い割合を占めており、観光による直接経済効果は、県外客のうち、

特に宿泊客に拠るところが大きいと言える。 

 

■宮崎県の観光消費額構成

（2013 年） 

出所：「平成 25年宮崎県観光入

込客統計調査結果」（宮崎県） 
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2－4 日南市の現状と観光特性 

（１）日南市の観光資源・地域資源 

広大な面積を擁し、山林から海岸に至るまで多様な自然環境に恵まれた本市には、多く

の自然観光資源が存在するだけでなく、長い歴史や生活の営みに育まれた人文観光資源や

地域資源など、多数の観光資源がある。以下に一例を掲載する。 

 

 主な観光資源 

鵜戸・日南海岸ゾーン 

・日南海岸国定公園（自） 

・鵜戸神宮（人） 

・サンメッセ日南（人） 

飫肥ゾーン 
・飫肥城（人） 

・飫肥城下町の由緒施設（人） 

油津ゾーン 

・油津港（人） 

・堀川運河（人） 

・赤レンガ館（人） 

南郷ゾーン 

・日南海岸国定公園（自） 

・日南海中公園（自） 

・県亜熱帯作物支場（複） 

・道の駅なんごう（人） 

・港の駅めいつ（人） 

・榎原神社（人） 

北郷ゾーン 

・猪八重渓谷（自） 

・北郷温泉郷（複） 

・花立公園（複） 

・潮嶽神社（人） 

酒谷ゾーン 

・小布瀬の滝（自） 

・坂元棚田（複） 

・日南ダム湖（複） 

・道の駅酒谷（人） 

  ※「自」自然観光資源、「人」人文観光資源、「複」複合観光資源の意。 

 

 本計画では、これらの人文資源、自然資源に加え、「日南の幸開き」を通じて発掘・商品

化が試みられている森林セラピーや飫肥城下まちの食べ歩き、商工業の見学等の体験プログ

ラムや生活文化資源を新たに観光の対象として加えることとする。 
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（２）日南市観光利用の実態 

 

本項は、2014 年度（平成 26 年度）に本市が実施した「九州圏内旅行実態調査」「日南市来

訪者調査」「関連事業者ヒアリング調査」の結果をもとに記載している。本項に抜粋した調査

の概要は以下の通りである。 

 

●九州圏内旅行実態調査 

調査対象：九州 7 県在住の 20～74 歳男女のうち日南市を知っている人（市内在住者は除

外） 

有効回答サンプル数：721サンプル（各県 103サンプルずつ） 

調査手法：インターネット調査（無作為抽出） 

調査実施期間：2014年（平成 26年）8月 23日～8月 26日 

 

●日南市来訪者調査 

調査対象：市内の主要観光地に観光で訪れた人 

有効回答サンプル数：306サンプル 

調査手法：面接調査（無作為抽出） 

調査地点：5地点 

（①鵜戸神宮、②飫肥城、③ホテルジェイズ、④港の駅めいつ、⑤道の駅酒谷） 

調査実施期間：2014年（平成 26年）9月 13日～9月 15日 

 

●関連事業者ヒアリング調査 

調査対象：市内で観光関連事業を展開する組織・団体の運営関係者 

調査手法：面接聞き取り調査 

調査対象事業者数：14団体 

調査実施期間：2014年（平成 26年）9月 2日～9月 4日 

 

① 日南市来訪者の属性 

本市を訪れている観光客は半数以上が宮崎県内の居住者であり、なかでも宮崎市内から

の来訪が最も多い。9 割以上が自家用車で来訪しているが、九州圏在住者において車で旅

行する際の移動許容時間は、日帰りの場合片道 2～4 時間、宿泊旅行の場合はやや長く 3

～6 時間が中心である。九州の中で本市から最も遠い場所に位置する長崎県からでも 5 時

間程度でアクセスできることを鑑みると、九州全体をターゲット誘致圏と捉えることは十

分可能であるが、移動時間が片道 4 時間を超える長崎県や福岡県では宿泊での本市訪問を

促進する方が現実的であると言える。 

過去 1 年以内に本市を訪れたことのある人における新規客とリピーターの割合はほぼ

半々である。新規客のうち、55%は本市を主な目的地として訪れているものの、日帰り客

がメインとなっている。本市内で宿泊しない人が約 7 割と大半を占めており、本市内宿泊

客は 25%程度にとどまっている。 

 本市来訪者の 9 割以上が個人旅行であり、また自家用車での日帰り旅行が多いという特
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徴を反映し、7 割以上の来訪者が事前に宿やツアーなどの手配をしていない。また、来訪

者の過半数が旅行前 1 週間を切ってから、旅行を計画している。 

 

宮崎県    53%  ⇒ 【宮崎県内】 宮崎市    48% 

鹿児島県  13%                 都城市    23% 

九州以外  13%              串間市    7% 

福岡県     9%              延岡市    7% 

大分県     4% 

熊本県     4% 

 

 

 

 

 

 

 

■日南市への交通手段 ■日南市来訪者の居住地構成比 

■車での旅行における移動許容時間（片道） 
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※新規顧客の来訪形態 

 

 

 

 

本市への日帰り客の滞在時間は、県内客の方が県外客よりも長く、平均 3.7 時間である。

市内での消費額も県内客の方が高く平均 1,900 円程度。全体では来訪者 1 人当たりの消費

額は約 1,600 円、そのうち半分を昼食代が占める傾向が見られる。関連事業者へのヒアリ

ングでも「1 箇所での滞在が 1 時間未満と短い」「昼は食べるが、夜には日南市から外に出

てしまう」といった意見があり、観光客は「昼食を食べて、見どころを 2～3 箇所回った

後、日が暮れる前に市外へ移動する」傾向があると考えられる。 

 

 

 

※支出者ベース 1 人当たり単価：昼食 1,487 円／土産 835 円／施設入場体験 968 円 

 

  

 

■日南市への来訪形態（過去１年）    ■日南市への旅行計画時期・旅行形態・申込方法 

 

■日南市内での滞在時間 

■日南市内での消費単価 
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② 日南市観光資源に対する認知・評価 

本市認知者における各観光スポットの認知率を見ると、鵜戸神宮が 45%と最も高い。

サンメッセ日南、飫肥城、道の駅なんごうがそれに続くが、これら主要な観光スポットは

いずれも、本市に来る前から来訪を予定していた目的地である。 

 本市内への来訪ルートは、主に、北（宮崎市方面）から、南（串間市方面）から、西（都

城市方面）からの３ルートであるが、いずれの場合も、代表的観光スポットである鵜戸神

宮や飫肥城を目的地として来訪し、他エリアに足を延ばすことなくそのまま元来た道を引

き返す形態が多く見られる。 

 本市と同時に訪問されている周辺観光地は、青島が 60%と代表的であるほか、高千穂峡、

シーガイアリゾート、霧島エリア、都井岬等が挙げられる。 

 

鵜戸神宮      45% 

サンメッセ日南  38% 

飫肥城      30% 

飫肥城下町  26% 

道の駅なんごう  24% 

北郷温泉      17% 

 

 

 

 

 

 

 

■日南市内観光スポットの

認知率 

（上位のみ） 

■日南市内観光スポットそれぞれの訪問決定時期 

■日南市への来訪ルートとルート別の市内の代表的立寄スポット 
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本市来訪者の総合満足度は 62%であった。項目別に見ると、「地域の自然・景観」「まち

の景観・雰囲気」「歴史や文化が感じられること」「地域の見どころ（観光スポット）」に

対する満足度が高い一方、「まちの賑やかさ」「現地へのアクセス」「体験・アクティビテ

ィ」「地元の人との触れ合い」に関しては比較的評価が低い。 

 

 

 

 

 

 

■日南市と周辺観光地との観光流動 

■日南市来訪者の日南市に対する満足度 
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 ③九州圏内の旅行動向 

 九州 7 県在住者のうち、本市を知っている人は 88%、過去に来訪経験がある人は 48%、

2 回以上の来訪経験がある人は 31%であった。 

 旅行をするときに重視する項目は、「地域の見どころ（観光スポット）」「地域の食材・

料理」「地域の自然・景観」がいずれも過半数を占めており、旅行先を選定する際に「地

域の独自性」が求められていることがわかる。 

興味のある旅行体験を年代別に見ると、全体的に若年層（20～30 代）は多様な体験に興

味を持っており、高齢層になるにつれて興味を示す体験が絞り込まれていく傾向にある。 

 

 

 

 

 普段、旅行を計画する際の主要な情報源は、「旅行情報誌・ガイドブック」「インターネ

ット上のブログ・口コミ」である。「家族・友人・知人の口コミ」も 3 割以上が参考にし

ており、全体的に口コミ情報が旅行計画段階において大きな役割を果たしていると言える。 

■旅行の際の重視点 

■興味のある旅行体験（年代別） ※各年代同数となるよう加重集計 
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 本市への旅行に関しても同様の傾向が見られ、旅行前に参照した情報源は「旅行情報

誌・ガイドブック」「家族・友人・知人の口コミ」「インターネット上のブログ・口コミ」

が上位を占める。ただし、35%もの人が「旅行前に日南市の情報収集は特にしなかった」

点には留意すべきである。 

 本市への旅行中には、「現地で情報収集していない」人が約半数を占める。情報源とし

ては「観光案内所（パンフレットを含む）」や「インターネット（携帯・スマートフォン

から）」「インターネット（パソコンから）」が比較的多いが、関連事業者へのヒアリング

結果からは「道の駅や観光施設などで、道案内・お勧めスポットを聞かれる」ことも多い

ことが明らかとなっており、観光施設にもインフォメーションセンターとして自施設以外

の観光情報発信や問い合わせ対応の機能を求められている状況にある。 

普段旅行中にほしい情報は「飲食店・グルメ」「観光・レジャー施設」「イベント・祭り

などの催事」「道路交通」「その季節ならではの見どころ・体験」などが上位を占めており、

鮮度の高い旬な現地情報の提供が求められている。 

 

 

 

 

■普段の旅行を計画する際の情報源 

■日南市への旅行前に利用した情報源 
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④九州圏内市場における日南市に対する意識と行動 

 これまで抜粋した調査結果から九州圏内市場における本市に対する意識と行動を整理

すると、「日南市の認知」から「日南市に対する興味」への転換率、「旅行の計画」から「日

南市訪問」への転換率は高いが、「日南市に対する興味」から「旅行の計画」への転換率

が低いことがボトルネックになっていることが窺える。「日南市に対する興味」を持って

もらった後、旅行計画を立てるという具体的な行動に繋げるための取り組みが必要とされ

る。なお、本市への来訪者増加を見込むためには、新規の来訪者の誘客を促進するのみな

らず、「本市訪問」から「再訪」への転換率を高めていくリピーター確保のための取り組

みも重要となる。 

■日南市を旅行中に利用した情報源 

■旅行中にほしい情報 
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88%
97%

63%

91%

65%

 

■日南市旅行マーケットのコンバージョンレート 

 

（３）消費者・生活者から見た日南市のイメージ・評価（事業者ヒアリングから） 

生活者から見た本市のイメージは、①「ゆっくり・のんびり」 ②「ひとのあたたかさ」 

③「自然やそれに基づいた産業のある懐かしい風景」の 3 パターンに集約された。また、

本市のイメージカラーについては、「海」「山」「太陽」「マンゴー、柑橘類」「空」など、

具体の産物や風景から想起されたイメージとなっており、青、緑、オレンジ色を中心とす

るが、これは宮崎県全体のイメージと共通するため、日南市ならではのイメージ戦略検討

にあたっては、県内他地域との差別化ポイントを明確に定める必要がある。 

 市内の観光関連事業者が認識している本市内の観光推進における課題は、域内滞在時間

が短いことによる、『A：満足度の低さ、地域との縁の結びにくさ（リピート化への繋がり

にくさ）』と『B：消費単価の伸び悩み』に集約される。域内滞在時間の延長に向けたアプ

ローチとして、「情報伝達」「観光資源の充実」「組織連携」という各側面における課題の

解決・状況の改善が求められている。 
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（４）既存計画における日南市観光の位置づけ 

本市における観光分野に係る取り組みの推進について、関連する既存計画では以下のよ

うに記載されており、本計画では、これらの既存計画に示す観光振興の方針との整合性を

図る。 

計画名 章／項 観光振興戦略に係る記述内容（抜粋） 

日南市・北郷

町・南郷町 

新市基本計画 

第 6章  

新市の施策 

(P-35~36, 

50~52) 

交流人口拡大、定住促進、雇用創出のための「個性が結

び合い活力を生むまちづくり」を目的とした、豊富で個性

的な観光資源を生かした観光振興・交流促進 

1) 南九州観光拠点エリアの形成 

2) 周年型観光の振興 

3) 体験型観光・市民交流の振興 

4) スポーツ大会・キャンプ等受け入れによる観光振興 

5) 観光産業と連動した食文化の開発 

6) もてなしの心の醸成 

日南市都市マ

スタープラン 

第 3章  

まちづくりの

基本方針 

(P-82) 

本市への観光客の維持・拡大を図るため、市内に多数存

在する観光資源を周遊拠点として、「観光振興重点推進

スポット」を設定（①民間リゾート（北郷） ②北郷温泉郷 

③道の駅酒谷 ④飫肥城 ⑤油津堀川周辺 ⑥鵜戸神

宮 ⑦港の駅めいつ ⑧道の駅なんごう の８スポット） 

日南市中心市

街地活性化基

本計画 

第 1 章  

中心市街地

の活性化に

関する基本

的な方針 

(P-123~125) 

市内観光客の滞在時間が短く消費に繋がっておらず、ま

た中心市街地に存在する観光資源が十分活用されてい

ない現状を解決するため、「新たな来街を促す観光地の

形成」を目指す 

① 観光客を本市に滞在させる、新たな観光拠点の形成 

② 歴史的資産や食資源を活用した魅力ある観光環境

の形成 

③ 食資源の活用や優れた歩行環境の形成による回遊

性の向上 

日南市中心市

街地魅力発掘

事業 

魅力創出戦略 

第 8章  

魅力創出戦

略の立案 

(P-148) 

日南市中心市街地活性化基本計画における基本方針を

実現するため、「持続可能な運営や保全の仕組みづくり」

や「コミュニティを作る場づくり」という戦略のもと、中心市

街地の観光推進ゾーンと商業推進ゾーンの回遊性を確

保する 

・ゾーニング（拠点）と動線（繋ぎ空間）の設定及び利活用 

・商業推進ゾーンの回遊性 
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日南市歴史的

風致維持 

向上計画 

第 3章  

日南市の歴

史的風致の

維持及び向

上に関する

方針 

(P-90,98) 

人口減少・高齢化等により急激に減少しつつある歴史的

風致を維持し向上することを目的として以下の基本方針

に取り組む 

(1) 歴史的建造物や伝統文化の保存及び活用 

(2) 文化遺産の再発見とその価値付け 

(3) 歴史的風致と一体となった周辺環境の保全地域の

持続的発展のために必要な施策や施設の整備 

(4) 市民への普及啓発及び文化遺産を活かしたまちづく

り活動の支援 

日南市 

地域防災計画 

 

第 2編  

風水害・共通

対策編 

(P-89) 要援護者の避難等に対する支援は、高齢者、障がい者、

乳幼児等の避難支援が必要な要援護者と、観光客、外

国人等の情報支援が必要な要援護者等、それぞれに対

応した支援体制について整備を推進する 

(P-92) 情報支援災害時要援護者に対する支援計画 

(1) 誘導標識 

避難所への誘導標識等に、外国語や絵（イラスト）によ

る標示、音や点字情報を付け加えるなどして、誘導標識

の整備と機能向上に努める 

(2) 防災パンフレット等の配布 

ホテル・旅館等及び観光地に、外国語を併記した防災

パンフレット等を配布し、災害予防に努めると共に、観光

協会等に広報協力を要請する 

(3) 防災教育 

宿泊施設及び観光ボランティア等の防災教育に努め、

国内及び国外の観光客に対する防災サービスを支障な

く提供できるように指導する 

(4) 緊急放送 

ホテル・旅館等及び観光地において、災害時には緊

急放送を行うこととし、外国語でもこれを行うよう指導する 

(5) 外国人援助活動と災害情報の提供 

外国人に対して、外国語ボランティア等による外国人

援助活動を行うと共に、災害情報の提供に努める 

宮崎県南観光 

ネットワーク 

推進計画 

県南地域観光 

ルネッサンス 

第 2章 

県南地域の

観光再興の

基本コンセプ

トと基本方針 

(P-22~25) 

県南の地域資源を活かした地域住民が誇りを持てるまち

づくりを基礎とした観光再興を図る目的で、５つの基本方

針を設定 

①小さくとも本物づくりに徹し、「不易流行」を基本とする 

②「地球規模の温故知新」で知恵を出す。ただし、学んで

もマネをしない 
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③「二市二町の連携・ネットワークの形成」を諮ると共に、

二市二町内の「集落毎の活性化」を図る 

④観光以外の分野とも密接な連携を図り、「二人三脚・三

人四脚」で共存共栄を図る 

⑤事業の内容とその推進は、「自立自走」を基本とする。 

第 3章 

県南地域の

観光再興の

計画内容 

(P-22~25) 

県南地域再興計画の体系検討における３本の柱 

①人材の育成 

②シンボルづくり 

③ネットワーク作り 

 

（５）観光市場環境の変化と日南市観光の将来性 

本市の地理的環境と、近年のアジア圏における経済成長、並びにこれを背景とした旅行市

場の急速な拡大は、本市における訪日観光を伸長させる大きな可能性を秘めている。2015

年（平成 27 年）3 月の宮崎空港における新規路線の就航や、アジア諸国における LCC（ロ

ーコストキャリア）の路線拡大、世界のクルーズ市場の拡大等を踏まえ、アジア圏と九州圏

を結ぶ交流人口の拡大が期待されている。また、オリンピックやラグビー国際大会等のスポ

ーツ大会の開催や、MICE 受入の国を挙げた誘致活動など、国際的な観光誘致の機会は多い。 

交通・輸送環境の変化という点でみると、本市の油津港では、2014 年度（平成 26 年度）

は過去実績を上回るペースで計 5 回の寄港受け入れを予定している。クルーズ船の大型化や

訪日中国人旅行者の増加に伴い、更に大型の客船が停泊できるよう約 1.2 億円をかけて油津

港の港湾整備を進めており、2015 年（平成 27 年）4 月までには 16 万トン級のクルーズ船

が寄港できるようになる予定である。16 万トン級のクルーズ船が寄港できるようになると、

1 船あたり飛鳥Ⅱ寄港時の 4～5 倍の観光客の上陸が見込まれる。 

なお、14 万トン級の大型クルーズ船はマスト高の影響で関門橋下を通過できないため、上

海・台湾発着の大型クルーズ船にとっては、油津港に寄港できることで神戸や高知など太平

洋側の港湾を利用しやすくなり、様々なクルーズコースを組みやすいというメリットが生ま

れる。油津港を「ファーストポート（国内での最初の寄港先）」として寄港させるためには

「人の検疫」が実施できる体制作りが必要となるものの、大型客船の誘致により、油津港を

足掛かりとして市内の観光スポットを訪れる外国人客の大幅な増加が期待できる。 

一方、陸上交通の面では、北九州市を起点として九州東部を縦断し鹿児島市へ至る東九州

自動車道が、今後「清武南インターチェンジ」から市内へも延伸整備される予定である（開

通予定時期：清武・北郷間は未定、北郷・日南間は 2017 年度（平成 29 年度）中）。これに

より、宮崎市から本市までの所要時間は 43 分（25 分短縮）、鹿児島市から本市までは 2 時

間弱（43 分短縮）となる試算である。すでに開通した区間でも実証されている通り、この

アクセス性の向上により県内外からの観光客増加が期待できる。 

以上のように、港湾や高速道路の整備に伴い、国内外から本市へのアクセスが向上してい

く今後数年を観光誘致の絶好の機会と捉え、魅力的な観光地作りに邁進することが望まれる。 
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２－５ 日南市観光の課題 

（１）日南市観光推進のために達成すべきこと 

 本市は、豊かな自然資源や歴史資源、それらを背景として育まれてきた景観等に対する観光

客の評価が高い。関連する一次産業二次産業等の生活文化資源が多く存在することを加味する

と、本市は極めて多様で、多層的な資源を有している複合的な観光地であるという特徴を持つ

と言え、調査結果からも、本市を認知した人が興味を持つ比率が高い。一方、観光客来訪の現

状は、これまでみてきたように、興味を抱いた人が具体的な来訪の計画に踏み込む割合がボト

ルネックになっている。観光客の行動は昼食と短時間の観光地滞在が主であり、自然や街並み

景観・雰囲気に対する評価は比較的高いものの、地元の人との触れ合い、体験、アクティビテ

ィに対する評価が低い。また、目的地以外への立ち寄りやそのための情報収集が少ないまま当

初目的地や宿泊地に向かっており、観光関連事業者からも、滞在時間が短いことが観光客満足

度の低さ、地域との関係性構築の薄さ、客単価の伸び悩みに繋がっているとの認識が聞かれる

状況にある。 

 このような現状に対し、本市への観光客数並びに観光消費額を増加させ、観光を契機とした

市内経済を活性化させるためには、『見せる観光』から『魅せる観光』への転換を図ることが急

務であり、次のことに対する対策が不可欠である。 

 

① 観光客の満足度向上による再訪意向、来訪推奨意向の向上 

② 新規顧客開拓 

③ 市内滞在時間の延長 

 

日南市観光推進のために 

達成すべきこと 
その対策（やるべきこと） 

① 観光客の満足度向上による 

再訪意向、来訪推奨意向の向上 

観光客の事前の期待に応え、期待以上の新鮮な驚きを与え

ることができる観光資源の磨き上げや受入体制の整備を推

進するとともに、観光資源や地域の魅力伝達を通じて本市滞

在の満足度を向上させることで、本市の再訪意向並びに来

訪推奨意向を向上させること。特に通過型の観光客に対して

は、短時間でも強く本市観光地の魅力を印象付け、次回の

来訪に繋げること。 

② 新規顧客開拓 本市をまだ訪れたことのない消費者や観光客のニーズを的

確に捉えるとともに、未来訪市場に対して、魅力ある情報を適

切なタイミングで伝達することで、「日南市に行きたい」という

気持ちを喚起し、本市への来訪を促進すること。 

③ 市内滞在時間の延長 市内に滞在中の観光客に対して、同行者や交通手段、来訪

目的別の行動形態や情報・体験等に関するニーズを的確に

捉え、適切な場所・タイミングで市内の魅力伝達を行い、「せ

っかくだからあの場所にも立ち寄ってみたい」という気持ちを

喚起し、市内での回遊を促進すること。 
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 消費者の本市来訪意欲を喚起し、質の高い滞在を体験して頂き、その結果として再訪意向や

推奨意向を向上させることを通じて前述の①～③を達成するためには、本市の観光が国内の競

合観光地と比較した際に質の高いものであることが不可欠であるだけでなく、日南らしさと言

える優位性を規定できる「特徴・強み」を明確に打ち出していくことが不可欠である。 

 

日南「らしさ」を 

構成する要素 
特徴・強み 

①美しい海洋環境と、山

林、里山、杉山等の森林

環境、都市景観等が狭い

エリアの中に多く所在して

いること 

 海洋景観の素晴らしさのみならず、温暖な気候や地理的環境を背

景とした多様なマリンアクティビティを提供できるとともに、豊富な海

の幸に恵まれている。 

 他方、紅葉や山桜等、季節ごとの景観を楽しめる雑木林や飫肥杉

の植林景観、棚田などの里山景観や温泉など、山の景観そのもの

や、山とともに暮らしてきた人々の生活文化などの「昔懐かしい景

色・文化」を色濃く残す地域や、まち歩きを通じて過去から現在に至

る都市の景観や生活を垣間見ることのできる地域が混在している。

「海のまち」「山のまち」のいずれでもない、自然環境の奥深さと、自

然とともに暮らしてきた人間の営みが現代にまで継承されている。 

②多層的な歴史と神話  飫肥藩による地域密着型の人づくりや経済活動に端を発する、油

津の林業や漁業の拠点としての発展、城下町の文化、醸造の文

化、サトウキビ・甘藷栽培やカツオ漁を背景とする食文化、日本の商

工業を支えてきた様々な工場の立地など、歴史的な営みの系譜を

現代でも遺構や景観のなかに確認することができる。 

 これに加え、鵜戸神宮、駒宮神宮、吾平津神社(乙姫神社)、潮嶽

神社といった海幸彦・山幸彦にまつわる神話の舞台となった歴史的

資源が多く残っている。 

③暖かい気候と、人となり  温暖な気候と豊かな自然に育まれてきた、人びとのあたたかい気

質そのものが、地域の特性を強く裏付けている。マニュアル化され

ておらず華美さもない自然体でありながら、観光客を「お客様」とし

てだけでなく「初めて会う友人」として迎え、観光客に対して心あるも

てなしを提供することができる。 

 

（２）日南市観光の課題 

前項に挙げるビジョンを達成し、本市観光を振興する上での具体的課題を、「日南市なら

ではの観光魅力及び伝達力の不足」と「新しい観光資源の発掘」「観光魅力を創造・伝達で

きる人材の育成」「観光客受入環境の整備・充実」に大別した。 

 

① 日南市ならではの観光魅力及び伝達力の不足 

 かねてより、本市は歴史資源や自然景観等の観光資源を核とした南九州エリア有数の観

光地として発展してきた。しかしながら、消費者の観光ニーズの多様化や細分化、行動形
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態の多様化を背景として、旧来型の観光地巡りのみでは観光客の来訪意欲を喚起すること

が困難になっている。よって、上述の「日南らしさ」を全面に押し出し、既存観光資源や

食、宿泊、交通、物産等の魅力を向上することが急務である。また、これらの魅力を楽し

く・面白く観光客に伝達するとともに、神話や歴史、食等のテーマ毎のストーリーに沿っ

た楽しみの提案を通じて、地域をより多く楽しみ、より深く知っていただき、市内をじっ

くり回遊するという観光スタイルを発揮することが課題である。 

 特に、観光客の満足度を高めることを通じた再訪率並びに知人等への推奨率の向上によ

る 9月、12～1月のオフ期対策や、滞在時間の延長による観光消費額引き上げを目指すた

め、本市ならではの観光魅力をさらに引き出し、向上させる必要がある。 

 

a. 観光資源の磨き上げ 

本市には鵜戸神宮や飫肥城・城下町をはじめとした歴史文化に裏付けられた観光資

源や、日南海岸、北郷温泉とそれを取り巻く山林等の豊かな自然資源、並びに野球キ

ャンプ地や農林水産体験プログラム等の多様な観光資源がある。これらの豊かな資源

を維持しつつ、これまで個々の点であった観光資源を、上述の「日南らしさ」を伝達

できるストーリーで繋ぐことによって、本市の自然・歴史・文化・伝統をより多層的

に、かつ楽しく伝える取り組みの工夫など、一層の魅力向上を図る必要がある。 

 

b. 日南市の観光に関するプロモーション・観光情報発信強化 

本市には豊富な観光資源や風土を活かした物産等が存在するが、県外在住者に対し

て、本市の多様な観光資源や物産の認知度の偏りが認められる。日南らしい資源も、

県内外の消費者に広く知られることなくして、市への来訪や滞在の促進に繋げること

はできない。本市観光の重点市場を想定し、本市の観光資源や魅力に対する認知度を

高め、来訪意欲を喚起するための取り組みが求められる。 

 

②新しい観光資源の発掘 

 上述の①と並行して、近年の消費者における「自分だけの特別な体験」「その場所でだ

けできる体験」等のニーズを汲み、本市らしい文化資源、生活資源、景観等の生活文化資

源や、まだ利用されていない自然資源を活かし、新たな本市の観光魅力を創出することも

求められる。そのためには、観光産業と関連する農業、林業、漁業、製造業や小売業等と

のネットワークを強化することが不可欠である。 

 

a. 潜在観光資源の発掘と商品としての磨き上げ 

 本市の風土・文化を形成してきた自然環境や歴史が織りなす地域特有の生活文化

（風習・食文化・生活習慣・物産等）にスポットを当てた地域型商品の試行モデルで

ある「日南の幸開き」の考え方を継承し、消費者のニーズを捉えた新規観光商品（コ

ンテンツ）を発掘し、それに工夫を加えて魅力ある商品として磨き上げ、それを適正

な価格で販売することで、日南における観光スタイルの幅と深みを広げていく必要が

ある。 
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b. 創出した新規観光資源の流通の仕組み確立 

 体験型を主とする新規観光商品は、主に個人客を対象とすることや、直前・当日の

予約希望が多いことなどから、旧来型の旅行商品流通プラットフォーム上でのみ販売

することは困難である。消費者の購買に関する動態やタイミング、購入経路を把握し、

確実にニーズを獲得できる流通の仕組みを構築することが必要である。 

 

③観光魅力を創造・伝達できる人材の育成 

 本市の観光を推し進めるためには、観光産業のみならず、関連する産業やまちづくりへ

と観光に参画する機会や効果を波及させることが不可欠である。そのためには、観光関連

業界と関連する漁業、林業、工業、食品加工業、商業等の様々な業界・団体と横断的な連

携が必要であり、また観光産業が持続的な発展を遂げる上では、それを支える人材・組織

の育成が重要である。 

 

a. 市をあげたおもてなしの強化 

本市にとって、観光は他産業との関連が深い重要な基幹産業であるだけでなく、観

光客と市民の交流を通じたまちづくりの活性化や、本市の歴史文化や多様な産業を継

承する上でも重要な位置づけを占めている。観光関連産業従事者だけでなく、一般企

業や市民に至るまでが本市における観光の重要性を理解し、市を挙げて観光客へのお

もてなし意識を醸成することが必要である。 

 

b. 観光産業の持続的発展のための人材確保と育成 

本市にとって観光産業は基幹産業であり、持続、発展させることが重要である。そ

のためには、将来を担う若手人材にとって本市の観光産業がより魅力的となる環境整

備を図ると共に、観光を推進する人材や観光産業の従事者を育成する必要がある。あ

わせて、観光関連事業者と関連する諸産業との連携を通じて、他産業における観光へ

の理解向上を図り、多様な人材の活躍を可能とする人的ネットワークを拡充していく

ことが必要である。 

 

④観光客受入環境の整備・充実 

 旅行市場の高齢化や外国人観光客の増加等の今後の市場環境変化を見据え、本市の観光

魅力を向上させると共に、観光客にとって安全、快適そして利便性の高い都市を目指すこ

とが求められる。これらの取り組みとあわせて、本市の観光資源である山林や海洋等の豊

かな自然環境を次世代に継承するための配慮が不可欠である。これらの取り組みは、限ら

れた観光分野や地区だけでなく、官民含めた本市全体として進められることが課題である。 

 

a. 観光行動の利便性を向上させるためのハード・ソフトの仕組みづくり 

本市の都市交通の課題として、公共交通機関による観光客の回遊利便性が低いこと

や、自家用車による観光客に対する適切な情報提供の不足があげられている。本市に

到着してからの観光客の二次交通として、路線バスやタクシーなどの公共交通機関を

利用して便利に周遊できるルートの提案や、スムーズに観光地に到達できる情報環境
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の整備が必要である。 

 

b. 国際化に対応した観光地の形成 

昨今、九州圏域にはアジア圏からの外国人観光客が増加しており、今後も、近隣ア

ジア諸国のローコストキャリア（LCC）の伸長やクルーズ客船の入港増を背景として、

市内にも多くの外国人観光客が来訪することが期待されている。本市の外国人観光客

の受け入れ体制の充実が問われると共に、国内の他の競合観光地と比較しても誇れる

観光地づくりが求められる。 

 

c. 安全・安心・快適で観光客にやさしい観光地の形成 

国内人口の高齢化や社会環境の変化に伴い、高齢者のみならず、障がいを持った

人々や一般観光客に対してもやさしい観光地であることがこれまで以上に求められ

ている。また海沿いに位置し、山がちの地形でもある宮崎県においては、地震やこれ

に伴う津波、並びに台風や大雨等の災害に対しては、その安全対策や緊急時対策及び

体制を構築する必要がある。 

また、本市が中長期的に観光産業を振興していくにあたり、これまでの本市発展の

原資でもある恵まれた自然環境に配慮した受け入れ体制を構築し、観光資源の価値を

損なわないだけでなく、その価値を更に高めて資源を継承していくことが望まれる。 
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第３章 日南市観光振興計画 

 

3－1 将来像の設定と目指すべき方向性 

（１）日南市観光の将来像 

 

  

 

基本方針：『見せる』から『魅せる』へ ～ 来訪者を魅了する観光地づくり 

 

 本市が目指す観光は、重点戦略プランのコンセプトである「創客創人」の理念に則り、観

光産業を発展させる担い手、誘客を促進する担い手、観光客に楽しみや感動を与える担い手

を育み、観光を通じて地域が中長期的に活性化することを目指すものである。さらに、市場

ニーズの多様化・細分化、市場の高齢化や国際化の流れが一層強まり、産業構造の変革が求

められているなかで、観光を発展性の高いビジネスとして捉え、観光産業を通じて様々な産

業がともに発展することを目指すとともに、観光客と市民の交流や都市基盤の整備等を通じ

て市民の生活環境が充実する等の社会的効果も視野に入れた観光地づくりを進め、観光客と

地域住民の双方にとって魅力あるまちづくりに繋げる。 

 本市観光の最も大きな強みは、現代まで守られてきた豊かな海洋資源や森林資源と、それ

によって培われた歴史文化や産業が多岐にわたり、その結果、多様なニーズを有する来訪者

を様々な側面から楽しませることができる点にある。かつて「海洋リゾート地」として発展

した本市のより奥深く多層的な魅力を、他のどの都市よりもあたたかくお仕着せでないおも

てなしとともに来訪者に伝えることを通じて、「1: 期待通りの満足感」「2: 期待以上の驚

き・感動」「3: ひととのふれあいによる安らぎ」を観光客に感じていただき、その笑顔を３

倍にできる観光地になることを目指す。 

  

 

 

観光客の笑顔が３倍になるまち 日南 
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（２）日南市観光の発展可能性 

 本市の観光の核となる「日南らしさ」を強みとして、前章に挙げた課題を解決することに

よって、本市の観光が従来とは異なる新たな構造を持つ産業として成長・発展する可能性は

大きい。以下の事例に示すように、市場の開拓可能性やニーズを確実に捉えながら、本市の

強みを生かし、課題を解決していく先に、観光産業を通じて地域が発展する将来像を描く。 
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（３）計画の目標等 

  ①想定する重点ターゲット 

 観光客の志向や旅行形態の多様化を踏まえ、本市観光振興計画を策定する上で、本市観

光の主要市場やターゲットの現状及び今後の成長性を想定することが必要である。市場や

ターゲットは、居住地域（海外を含む）だけでなく、観光客の来訪目的や年齢層、旅行形

態、交通手段等を踏まえ、本市及び本市を拠点とした南九州観光のスタイルや楽しみ方を

整理しつつ検討を行う。計画を推進する上で、観光客の具体的な姿をイメージし個別施策

に取り組むことが重要である。 

  

a. ターゲット市場の居住地域・誘致圏 

 本市への来訪者は、県内客が約 60%を占めており、再訪のしやすさ、情報の届きや

すさ等から、引き続き重点ターゲットとして設定する必要があるが、今後は県外・海

外からの観光客の増加が見込まれる。中長期的にみると、海外における海外旅行市場

が急速に伸張していることから、多様な国籍の来訪者が本市を訪問する可能性が想定

される。 

なお、国や圏域ごとに日本における滞在に対する期待や満足度の違いがあり、ハラ

ール等のように、その国独特の風習や習慣の違いが存在することにも留意する必要が

ある。 

 【重点ターゲット】 県民・市民（通勤・通学・ドライブを含む） 

 【重点ターゲット】 九州圏からの来訪者（公共交通機関・自家用車利用） 

 【中長期ターゲット】県外からの来訪者（個人旅行・団体旅行） 

 【中長期ターゲット】九州圏内や日本を周遊する外国人観光客 

 【短期～中長期ターゲット】スポーツ観戦、合宿等を主目的とする来訪者 

 【短期～中長期ターゲット】クルーズ船により来訪する外国人観光客 

 

b. 同行者・来訪目的 

 観光旅行の目的や具体的行動は、旅行の同行者により大きく左右される。旅行者の

属性を性別、年齢別だけでなく様々なタイプで想定し、観光の目的や嗜好性に即した

本市観光の楽しみ方を幅広く提供する必要がある。 

 

同行者  来訪目的 

 夫婦・カップル 

 ファミリー 

 友人どうし 

 修学旅行 

 外国人客 

 ひとり 

× 

 観光地・体験プログラム巡り 

 ドライブ 

 食べ歩き 

 歴史文化観光 

 温泉 

 ゴルフ、サーフィン、ダイビング等 

 スポーツ観戦 

 スポーツ合宿 

 ビジネス兼観光  …など 
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  ②将来目標値の設定 

 本計画では 2024年（平成 36年）度の本市観光の将来目標値について、以下の 6項目を

設定する。 

 

項目 目標数値 

a.延べ観光客数 196万人 （2013年（平成 25年）） 

→250万人 

b.本市内消費額 31.8億円 （2014年（平成 26年）） 

→48.1億円 

c.日帰り観光客の市内平均滞在（活動）時間 3.4時間 （2014年（平成 26年）） 

→3.7時間 

d.市内宿泊者数 15万 4千人 （2013年（平成 25年）） 

→19万 7千人 

e.観光協会ホームページアクセス件数 33万 9千件 （2013年度（平成 25年度）） 

→47万 5千件 

 

a. 延べ観光客数 

   2013年（平成 25年）の宮崎県観光入込客統計調査結果では、本市入込客数は約 196

万人である。2024年（平成 36年）度については、国内旅行市場が縮小している環境

の中でも、県内や近隣県からの来訪需要の取り込み、並びにリピーター率の向上を通

じて国内市場規模を 13%程度（25 万人）向上させることを目標とする。あわせて、

政府目標である訪日外国人数 2,000万人が達成された場合の、大都市圏以外の地域に

おける外国人観光客比率が約 10%程度になると予測されることにあわせて、本市のク

ルーズ客船の寄港促進による効果をふまえて、現状に 54 万人（27.6％）を上乗せし

た 250万人を想定する。 

   なお、これについては、毎年の入込統計の精度を高め、来訪者の属性の推移を把握

し、市場の変化を逐次把握できるように調査方法・内容の見直しを検討する。 

 

b. 日南市内消費額 

   2014年（平成 26年）の本市観光振興計画現地調査では、本市来訪者の一人あたり

平均消費単価は 1,623円である。観光魅力の向上や滞在中の適切な情報伝達、魅力あ

る物産の開発等による消費単価向上を見込み、2024年（平成 36年）度は、現状に 300

円（18.5%）を上乗せした 1,923 円を想定する。（*3 人家族で来た 1 グループが追加

で 1,000円消費をするイメージ） 

   この、一人あたりの平均消費単価と上記 aの積算により、本市来訪者の市内消費額

（総額）について、2014年（平成 26年）を 31.8億円と推計した。2024年（平成 36

年）度は現状に 16.3億円（51.3%）を上乗せした 48.1億円を想定する。 

   なお、一人あたりの平均消費単価について、従来の定点調査に含まれなかったが、

一律の基準を設定した調査設計を行い、次年度以降は定期的に把握することが可能な
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体制を整備する。 

 

c. 日帰り観光客の市内平均滞在（活動）時間 

   2014年（平成 26年）の本市観光振興計画現地調査では、本市への日帰り来訪者の

一回あたり市内平均滞在時間は 3.4 時間である。観光魅力の向上による楽しみ方の多

様化や、情報提供による回遊性向上、インターチェンジの開通により短縮された移動

時間が観光時間へシフトするなどの要素を見込み、2024年（平成 36年）度は現状に

18分（8.1%）を上乗せした 3.7時間を想定する。 

   なお、2014年（平成 26年）には、日帰り来訪者の平均滞在時間（活動時間）のみ

を算出したが、今後、宿泊需要の向上を目指すにあたって、来訪者における宿泊比率

や、宿泊客の滞在時間を把握するための体制整備と定期的な調査の実施に努める。 

 

d. 日南市内宿泊者数 

   2013年（平成 25年）の宮崎県観光入込客統計調査結果をベースに本市独自集計に

よる本市内宿泊者数は約 15 万 4 千人である。2024 年（平成 36 年）度については、

延べ観光客数の目標（上記 a）で掲げた 27.6%を上乗せし 19万 7千人を想定する。 

 

e. 観光協会ホームページアクセス件数 

   2013 年度（平成 25 年度）の観光協会ホームページのアクセス件数は 33 万 9 千件

である。2024 年（平成 36 年）度については、40%を上乗せし 47 万 5 千件を想定す

る。 

 

（４）日南市観光ゾーニング 

①日南市観光ゾーニングの目的と位置付け 

 本市の観光ゾーニングは、都市計画およびその他既存計画を踏まえながら、観光の視点

で面としての観光機能や観光利用の方向を想定するものである。それぞれ特色のある個々

の地域（ゾーン）の風土や優位性を最大限に活かすとともに、ゾーンの特色を明確に際立

たせることにより、市場に「過ごし方のストーリー」をよりわかりやすく伝達することが

可能となる。なお、観光ゾーニングは法的に担保性を持つものではないが、本市の都市整

備や歴史資源・自然資源の保護・保全計画と連携、配慮されることが望ましい。 

 

②観光ゾーニングの基本的考え方 

 観光ゾーニング区分は観光機能面において重点的に機能を担うエリアを指し、そのエ

リアに設定されてない他地区においても観光資源の保護充実は行う。 

 地域独自の歴史資源や自然資源の保全を重視しつつ、それらと共生した観光利用を目

指す。 

 観光客が多く来訪する従来の観光資源（飫肥地区・鵜戸地区など）や中心市街地（油

津地区）を、“日南市観光ゴールデンルート”を構成するコアゾーンとしながら、各

ゾーンを連絡する情報連携や送客体制を構築し、その途上に生活文化に触れられるス

ポットへの支線をめぐらせる。 

 飫肥地区、油津地区については、2013年（平成 25年）度に策定した観光戦略プラン
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を反映した取り組みを推進する。 

 ゾーニングは機能の方向性と共に、日南らしい景観・風景の醸出も踏まえたものとす

る。 
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③日南市観光ゾーニング区分 

ゾーン区分 観  光  機  能 観光客の楽しみ方（例） 

[コアゾーン１]  

鵜戸・日南 

海岸ゾーン 

日南海岸沿いの美しい眺めを楽

しみつつ、鵜戸神宮を中心とし

た沿線に点在する観光資源を巡

るゾーン 

・神宮参拝、海岸線の眺望 

・日南海岸沿いをドライブ 

・サーフィン 

・伊勢えび料理 

[コアゾーン２]  

飫肥ゾーン 

飫肥城をメインに、城下町らしい

街並みの散策や地域の文化・食

を楽しむゾーン 

・飫肥城と由緒施設めぐり 

・城下町の食べ歩き、まち歩き 

・季節ごとのイベント体験 

[コアゾーン３] 

油津ゾーン 

堀川運河周辺や赤レンガ館、夢

ひろば、商店街等を巡るまち歩

きと賑わいを楽しむゾーン 

・市内観光のハブ機能 

・歴史や景観を楽しむまち歩き 

・中心市街地での買い物と飲食 

・ナイトライフ 

南郷・大堂津 

ゾーン 

道の駅なんごう、港の駅めいつ

を中心としたエリアで、食べ物や

マリンアクティビティを通して南国

らしさを感じられるゾーン 

・海産物やトロピカルフルーツの 

 購入・飲食 

・水中遊覧船でのクルーズ 

・港や市場の見学 

・マリンスポーツ（シーカヤックなど） 

・醸造蔵巡り   

・神社・史跡巡り 

北郷ゾーン 

北郷温泉郷や森林に囲まれた

豊かな自然環境を活かした観光

体験を提供するゾーン 

・湯めぐり 

・森林セラピーと花立公園の桜 

・農作物の収穫体験 

・ゴルフ 

酒谷ゾーン 

道の駅酒谷を拠点として、坂元

棚田など周辺の景観資源を見て

回るゾーン 

・棚田・滝・ダムなどの見学 

・キャンプ体験 

・農産物の買い物・飲食 
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日南市観光ゾーニング図 
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3－2 施策の展開 

（１）施策の体系

 本市観光の課題を解決し、将来像を達成するため、下記 5つの取組の展開を軸に具体的施
策を推進する。

施策の展開 １ 多層的な歴史資源・自然資源の発掘と磨き上げ

これまで本市は、恵まれた山海の自然資源や多層的な歴史、文化資源を核として誘客を行

ってきた。これらの見せ方、伝え方を磨き上げて観光資源の魅力を向上するとともに、体験

型の観光資源を育成し、滞在型観光に繋げる。同時に、市民の生活やなりわいによる文化に

紐づく新たな生活文化資源を発掘し、プロモーションすることで本市の観光資源の多様性を

拡大し、細分化する観光客のニーズを捉える。同時に、観光資源の価値向上を図り、コンテ

ンツ化した体験を適正な価格で市場に提供することで地域の魅力自体を底上げし、これらの

資源の結びつきやストーリー化を通じて、上質な「日南らしさ」を演出し、観光客の満足度

を向上させる。

①既存資源の魅力向上

a. 歴史や自然、神話等の学び・体験プログラムの充実
b. 日南市の食文化観光の充実
c. スポーツ関連合宿の誘致や滞在プログラムの充実
d. 日南市のなりわい、商店・商店街の魅力発信
e. 宿泊施設、交通機関等の観光関連施設におけるプログラム開発

②新たな資源の発掘と商品化の推進

a. 五感を楽しませる日南市生活文化・産業体験メニューの編集と充実
b. 新たに発掘した観光資源の発信と定番商品化

施策の展開 ２ 日南市観光の内外への情報発信強化

本市の滞在・交通情報をはじめ、歴史文化資源や自然資源、生活文化資源等の魅力を、本

市への来訪可能性が高い客層に的確に届けて来訪意欲を喚起するとともに、滞在中の観光客

の多様なニーズに合わせて、市内の価値ある情報発信を強化し滞在時間の延長を図る。また、

市内だけでなく周辺市町村の観光地と連携し、本市をひとつの核とした広域観光推進のため

の情報連携体制を強化する。

①効果的なプロモーション体制の構築

a. 日南市として一本化したプロモーション体制の構築
b. 周辺地域や県と連携した広域プロモーション
c. 情報発信媒体の多様化・マスコミ媒体との連携
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②県内外への効果的な情報発信

a. 国内ターゲット層のニーズを踏まえた情報発信
b. 市内滞在中の観光客への適切な情報発信
c. 海外市場に対する誘客戦略・プロモーション
d. 口コミ・SNS情報の展開～市民と観光客によるシティセールスの展開

本市を訪れる観光客の交通手段は自家用車が主体となっているが、公共交通機関や団体バ

スの利用者にも配慮しつつ、市内の各ゾーン間を、多様な公共交通手段を活用して回遊促進

するハード、ソフト両面の仕組みづくりを行い、本市に長く滞在する価値と利便性を創出す

る。

 さらに、それぞれの地域の風土や優位性を強調し、特色を際立たせることで、各観光資源

だけでなく、地域の「過ごし方のストーリー」をわかりやすく伝えるとともに、モデルルー

トを構築する。

①地域の魅力を最大限に引き出す観光ゾーニング

a. 各観光ゾーンにおける拠点の整備と連携体制の構築
b. 地域巡りルートに対応した案内サインの充実
c. 高速道路開通を視野に入れたモデルルートの提案

②まち歩き観光や市内回遊の推進

a. 交通拠点から回遊させる仕組みづくりと二次交通の強化
b. 巡って楽しめる魅力的な道づくり・景観づくり
c. まち歩き拠点の整備

施策の展開 ４ 日南らしい受け入れ、おもてなしの体制強化

本市の観光が持続的に発展していくために、観光客の期待に適切に応えるホスピタリティ

を有し、かつ期待や想像を超えた発見や楽しみを提供することができる観光人材を育成する

と同時に、オール日南での観光おもてなし力を強化することが求められる。なお、国内から

の観光客だけでなく、国際化にも対応した体制が必要であるとともに、観光産業関係者だけ

でなく、市民も含めたおもてなしの意識を醸成することによって実現される必要がある。ま

た、これらの取り組みを推進する民間事業者の活発な取り組みを支援する体制・組織の強化

により、接客最前線の人材育成と口コミ力の向上に取り組む。

①観光人材の育成

a. 観光サポーター、観光産業従事者の育成と連携体制の強化
b. 語り部、ボランティアガイドの育成とネットワーク化

施策の展開 ３ 市内における回遊性の向上
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②地域住民の観光活動への理解醸成

a. 地域ぐるみでのおもてなしの展開

施策の展開 ５ 観光産業の持続的な発展基盤の整備

観光産業が本市の経済に継続的かつ安定的に寄与する産業に成長するために、観光産業の

地位や環境向上に取り組むほか、関連する産業との連携を強化する。あわせて、観光地の安

全・安心・快適性向上や次世代の観光産業を担う人材を育成するとともに、観光の現場にお

ける情報発信力を強化するなどの基盤整備を通じて、長期的な観光産業への発展を支援する。

①観光地の価値保全と持続的な発展

a. 観光協会の機能充実
b. 観光客にとって安全・安心・快適なまちづくり
 （防犯、医療面の整備、ユニバーサルデザイン、観光危機管理体制整備 など）

②他産業と連携した観光産業の発展

a. 観光産業と、関連する産業との連携強化
b. 学校での観光教育の推進
c. 観光入込統計の充実並びに観光客・市民意識調査の定期的実施
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（２）具体的取組内容

施策の展開 １ 多層的な歴史資源・自然資源の発掘と磨き上げ

①既存資源の魅力向上

a. 歴史や自然、神話等の学び・体験プログラムの充実
 飫肥城及び城下町、油津の街並み等の歴史遺産や古建築の魅力、豊かな海洋資源や

山林資源、海幸彦・山幸彦等に関わる神話の舞台等、ゾーン毎の観光資源の魅力を最

大限に活用し、観光客に体験・体感頂くための演出やイベント、体験プログラム等の

開発、充実を図る。

取組の内容 

 ゾーン毎の観光資源の特性や魅力をより深く、正確に把握する。 

 ゾーン毎の観光資源の特性や魅力をより効果的伝えるためのガイドの充実やプログラム

の開発を行う。 

 体験プログラムの予約・購買の利便性を向上し、直前予約への対応を図る。 

 観光資源の特性や魅力を引き出しうる演出やイベントを充実する。 

 体験プログラムに関する情報発信や流通プラットフォームの整備に取り組む。 

 滞在時間が延びる体験型メニューの開発を促進する。 

施策の効果 （観光客の楽しみ方、時間の過ごし方） （例） 

 これまで気づかなかった観光資源のストーリーや価値を正しく理解することを通じて、感

動したり、興味関心が深まる。 

 飫肥城下町を、町人や武家の恰好をした商店主や案内人が歩いているのを見て楽しむ

ことができる。 

 季節ごとに、また、訪れるたびに新しい素材がそこにあることによって、度々本市に足を

運ぶ楽しみができる。 

 体験型観光のメニュー増に伴い、楽しみ方の多様性が促進され、観光客の長時間滞在

並びに宿泊需要が高まる。 

◆他地域の事例紹介

兵庫県神戸市 着地型日帰りツアー「おとな旅・神戸」 

「おとな旅・神戸」公式サイト：     http://kobe-otona.jp/

神戸市・兵庫県・商工会議所等から構成される実行委員会主催

で、神戸市内各地で「おとな旅・神戸」という日帰り観光キャンペ

ーンを展開（2014年 1月開始）。活動的なシニア女性を主なター

ゲットに、「神戸ならではの」「特別感のある」まち歩きや体験ツア

ーを提供している（2015年2月時点で約90プログラムを提供）。

神戸にゆかりがあり、神戸の楽しみ方に精通した作家や編集

者、料理人、老舗店主、識者らがツアーを企画し、同行案内を行

う点が特徴で、市販のガイドブックとは一線を画した内容も多

い。食やスイーツ、ファッション、街並み、自然といったテーマごと
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に、神戸の地域資源を活かした多彩なプランが揃う。人気ツアー

の一例としては、「人気編集者と楽しむ下町飲み屋のはしご酒体

験」、「老舗ベーカリーで第一人者に教わる飾りパン教室」「照明

デザイナーの案内・解説付き神戸の夜景・ライトアップバスツア

ー（一夜限りのサプライズライトアップあり）」など。 

プログラムはすべて有料で、基本的に事前の予約申し込み・決

済が必要。公式ウェブサイトから直接予約することもできる。参

加者は県内客だけでなく首都圏や中部、中国地方在住者など。 

【参考となるポイント】 

 地域の歴史文化に裏付けられた特別感のあるプログラム提供 

 地域を良く知る地域住民やマスコミ、関連事業者等と協業したプログラム開発 

 公式ウェブサイト上での予約・クレジットカード決済による高い利便性 

b. 日南市の食文化観光の充実
 日南にはカツオ、柑橘類やトロピカルフルーツ等の一次産品や、焼酎、おびの天ぷ

ら、魚うどん等の様々な加工品がある。カツオ炙り重のみにとどまらず、既存の産品

を活用し、県内他地域と差別化可能な食メニューの開発・プロモーションを推進する。

取組の内容 

 市内のレストラン等によるコンテスト形式で、他地域にない新メニューやお土産を開発す

る。 

 油津の屋台村を中心とした、食べ歩きができるエリアを構築するなど、新たな食による賑

わいを創出する。 

 食をテーマにしたイベントを充実させる。 

施策の効果 （観光客の楽しみ方、時間の過ごし方） （例） 

 宮崎県内の他地域では食べられない、日南市ならではの美味しい新名物の写真を撮っ

て、SNSを通じて友人に自慢する。 
 季節や地域ごとにお勧めの日南ごはんが変わるので、季節ごとの食べ歩きを楽しむ。 

◆他地域の事例紹介

青森県八戸市 屋台村「みろく横丁」による中心市街地活性化 

中小企業庁サイト：  http://www.chusho.meti.go.jp/index.html 

「みろく横丁」公式サイト：  http://www.36yokocho.com/index2.php

八戸市は新幹線駅開業に合わせて、市内中心部に固定式屋台

村「みろく横丁」を設置、地域食材を活用した料理を提供してい

る。 

屋台や路面の建設にはリサイクル資材を活用しただけでなく、

各店舗から発生するゴミは紙や肥料として再生するなど、日本

初の環境対応型屋台村として環境配慮に重点的に取り組んで

いる。また、全域でバリアフリー化を実現し、車椅子や盲導犬連
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れの来訪者も楽しめる環境を整えている。屋台村内には「屋台

村役場」を設置し、観光パンフレットや飲食店情報誌等を掲示す

るなど、情報発信拠点として観光客等来訪者への PR が図られ

ている。 

営業開始から3年間で来訪者が100万人を突破する等、市民だ

けでなく首都圏等からの観光客が多く訪れる。 

【参考となるポイント】 

 中心市街地での飲食機能設置による近隣施設との経済的相乗効果 

 観光客への情報発信拠点機能 

 環境への配慮とユニバーサルデザイン 

c. スポーツ関連合宿の誘致や滞在プログラムの充実
 プロ野球キャンプを主目的として来訪する観光客や、スポーツ合宿の団体、サーフ

ィンやダイビング等のスポーツやアクティビティを目的とする観光客にとって、快適

な滞在環境のみならず、より特別感の高い体験を提供することや、健康づくり・癒し

をテーマとしたコンテンツを拡充することにより、「スポーツランド日南」としての

ブランド力を向上させる。

取組の内容 

 プロ野球キャンプに連動した「体験プラン」の商品開発を行う。 

 既存施設を更に活用ができる環境整備。 

 関係機関等と連携し、健康づくりや癒しに繋がるプログラム、コンテンツを開発する。 

施策の効果 （観光客の楽しみ方、時間の過ごし方） （例） 

 プロ野球キャンプを契機に、地域の魅力を知り、観光を楽しむことができる。 

 サイクリングやサーフィン等を目的とした観光客が増加する。 

 日南市ならではの健康・癒しプログラムが全国に発信できる。 

d. 日南市のなりわい、商店・商店街の魅力発信
 本市の観光資源や街並みを見て歩くだけではなく、市民が生活する商店・商店街へ

足を延ばし、観光客と市民との交流機会を創出する。

取組の内容 

 商店街や市場等で働く市民に対し、観光客にとっての魅力づくり・魅力発信講座を実施

する。 

 観光客を意識し、はじめての観光客でも入りやすい雰囲気のお店づくりに努める。 

 商店街マップ、観光客と市民との交流ポイント等を設定し、観光客に周知する。 

施策の効果 （観光客の楽しみ方、時間の過ごし方） （例） 

 「観光客向けのよくあるお土産」ではない「ほんもの」の地域の物産を購入できる。 

 市民と観光客のコミュニケーションが図られ、観光客の印象に残る。 

 本市に馴染の店や知人ができる。 
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e. 宿泊施設、交通機関等の観光関連施設におけるプログラム開発
 消費者は、宿泊施設や交通機関に対して「寝るところ」「移動手段」ではなく、そ

れ自体を快適さや面白さ、特別な体験を提供してくれる観光素材として期待を寄せる

傾向がある。観光客のニーズに応え、宿泊施設や交通機関がエンターテイメント性を

磨くことで、宿泊・移動にプラスアルファの価値を付加する。あわせて、宿泊施設と

観光施設・交通機関等が連携したプログラムを提供することにより、宿泊を伴う来訪

の価値を向上させ、宿泊客数の向上を促進する。

取組の内容 

 宿泊施設や観光施設とタイアップした「宿泊＋体験プラン」の商品開発を行う。 

 入湯や食事メニュー等の相互連携を図る。 

 バス、列車、タクシー等を活用したイベントやプログラムの開発を行う。 

施策の効果 （観光客の楽しみ方、時間の過ごし方） （例） 

 夕食後や朝食前の時間を活用したプログラムを体験できる。 

 列車内での季節イベントやタクシーによるフォトスポット巡りツアーなどを体験できる。 

◆他地域の事例紹介

青森県八戸市 滞在プログラム「八戸あさぐる」 

「あさぐる」サイト：  http://www.hachinohe-cb.jp/asaguru/ 

八戸市で実施されているはちのへ朝市朝ぶろ乗合タクシー「八

戸あさぐる」は、東北新幹線全線開業を 2年後に控え、八戸の新

たな魅力アップを目的として、八戸観光コンベンション協会と八戸

広域観光推進協議会が共同で実施。 

①ビジネスの宿泊客が 8 割、②朝が早く朝市が盛ん、③温泉旅

館は無いが「銭湯」が多い、という八戸の“強み”を生かし、「朝

市」という既存の観光資源と「早朝銭湯」を組み合わせた宿泊者

同士のプログラムを開発し八戸オリジナルの観光資源を創り出

すことを目指した。 

【参考となるポイント】 

 朝食前の時間を活用して地域の観光資源を体験 

 申込は前日 22時まで宿泊施設にて可能という高い利便性 

 ビジネス客の気軽な観光消費促進 

②新たな資源の発掘と商品化の推進

a. 五感を楽しませる日南市生活文化・産業体験メニューの編集と充実
 これまで観光資源として活用されてこなかった、本市の生活文化や産業・工業の現

場を見学するだけでなく、さわったり、聞いたり、試したりすることによって五感で

体験することができる商品・プログラムを開発する。
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取組の内容 

 「日南の幸開き」に代表される、地域の産業や自然・文化を体感・体験できるプログラムの

定番商品化や予約・購買の利便性向上を推進する。 

 市民が集う食堂・居酒屋や商店街、市場等、市民の生活に根付いたスポットを発掘し紹

介する。 

 市民による、市内の写真スポットやお気に入りの場所等の掘り起しを推進する。 

施策の効果 （観光客の楽しみ方、時間の過ごし方） （例） 

 旬の野菜やフルーツの収穫体験をして、それを使った料理を食べることができる。 

 既存の観光ガイドブックに載っていない、地域発信の場所を訪れ、体験をすることで、

「自分だけの特別な体験」ができる。 

 本市の「らしさ」を肌で体験し、本市で生活する感覚を味わうことができる。 

◆他地域の事例紹介

長野県阿智村 星空観察をテーマにした観光振興 

「スタービレッジ阿智」サイト：  http://sva.jp/

長野県阿智村および昼神温泉郷は、山桃や紅葉の季節以外の観

光客誘致を目的として、星空観察をテーマにしたナイトツアーを

2012年から展開している。 

阿智村は環境省実施の全国星空継続観測で「星が輝いて見える

場所」として日本一になったこと、並びにゴンドラで 1,400mの山頂

に上がれるスキー場があることなどに着目。スキー場のゴンドラを

夜間運行し、エンターテイメント性を加味したナイトツアーを開発

し、開始から 2 ヶ月弱で 4,650名が参加。 

ゴンドラでの遊覧、ガイドによる天体解説、ナイトフォレストトレッキ

ング、星空をバックに音楽ライブを楽しむスターライトミュージック

といった日替わりプログラムも提供している。案内ガイドはテーマ

性の高いコスチュームを着用して特別感を演出、雨や曇りなど悪

天候時には屋内ロッジにて星の映像とともに天体に関する神話な

どの話を提供。このほか、写真家を講師に迎えた星景撮影ツアー

や自動車メーカーと連携したオープンカーでの星空観賞会など、

様々なイベント・プログラムを展開している。 

【参考となるポイント】 

 周年観光を目指した新たな観光資源の発掘 

 参加者の五感を楽しませるエンターテイメント性を追求した日替わりコンテンツの提供 

 悪天候でも楽しめるコンテンツの提供 

b. 新たに発掘した観光資源の発信と定番商品化
 発掘・編集した新たな観光資源群の情報を、来訪前の観光客や市内滞在中の観光客

に伝達する体制、並びに簡便な予約・体験を可能とする環境整備を推進する。
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取組の内容 

 体験プログラムの発掘・商品化に係るセミナーや意見交換会を定期的に実施する。 

 新たに発掘・商品化した観光資源を一元管理し、流通に乗せる仕組みを構築する。 

施策の効果 （観光客の楽しみ方、時間の過ごし方） （例） 

 本市到着後、観光地で入手したパンフレットを見て、旬のフルーツがあることを知り、フル

ーツ狩りを楽しむ。 

 観光中に雨が降って、当初予定の変更を余儀なくされても、宿泊施設等からの情報提供

により、当初予定していなかった体験を楽しむことができる。 

施策の展開 ２ 日南市観光の内外への情報発信強化

①効果的なプロモーション体制の構築

a. 日南市として一本化したプロモーション体制の構築
 観光地・施設ごと、あるいは地区ごとに個々に行っているプロモーション活動を集

約し、観光ゾーニングや市場のニーズを踏まえて市全体として編集した情報を基にし

て本市の観光戦略プロモーションを行う。

取組の内容 

 観光施設・観光資源の情報を集約し、一元化して発信する仕組みを構築する。 

 明確に規定したターゲット層に応じたプロモーション戦略を推進する。 

 キーパーソンを対象としたモニターツアーやＰＲを行う。 

 観光客にとって利便性の高い日南市観光情報ポータルサイトやパンフレット、画像・動画

コンテンツ集等の観光情報ツールの構築を図る。 

 企業とタイアップした誘客強化を行う。 

施策の効果（例） 

 これまで重点的に対象としてこなかった、新たな観光市場からの観光客が増える。 

 観光ゾーニングを踏まえた、個々の地域の特性や、市全体として伝えたい地域イメージ

を戦略的に発信し、市場における本市イメージを浸透させる。 

 消費者のニーズや社会情勢、市場の潮流にあわせ、時流を捉えたプロモーション戦略を

迅速かつ適切に実施する。 

 旅行業者や連携企業との相乗効果による観光客・商用客が増える。 

b. 周辺地域や県と連携した広域プロモーション
 本市のみの観光情報を発信するだけでなく、県内の周辺市町村や隣県の主要観光地

と連携し、南九州における広域観光ルートの中で本市がプレゼンスを発揮することが

できるよう、行政区を超えた情報発信体制や、旅行商品企画へ積極的に参画する体制

の構築を推進する。
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取組の内容 

 周辺市町村や近隣県と連携して広域観光推進協議会（仮称）を設置し、広域観光を推

進する。 

 周辺市町村や近隣県を含めた広域の観光マップ、パンフレット等を制作する。 

 観光ポータルサイト等における周辺地域との相互連携（リンク等）を促進する。 

施策の効果（例） 

 観光客にとってわかりやすいパンフレットやマップを提供することによって、観光客の滞

在満足度や観光利便性を高める。 

 周辺市町村や隣県観光地と本市が双方に差別化を行いながら、それぞれの魅力を繋ぎ

合わせることで南九州圏の観光価値を高め、観光客の広域回遊を促すことにより、個々

の地域への誘客効果を相互に高める。

c. 情報発信媒体の多様化・マスコミ媒体との連携
 市や観光協会、個々の観光関連事業者のウェブサイトのみならず、マスメディア、

旅行会社、航空会社等と連携することで、多様な情報媒体を用いてより広く、かつ本

市を来訪する可能性が高い観光客に対して効果的に情報を発信する体制を整える。

取組の内容 

 県内外のマスメディア等を活用し、イベント実施期間やオフ期等、集中誘客を期待する

時期におけるメディアキャンペーンを実施する。 

 旅行会社の商品開発時期や、キャンペーン実施時期にあわせ、旅行会社の企画担当

者、販売担当者等を誘致したり、パンフレット制作支援を行うなどの企画販売支援を行

う。 

 マスメディアや旅行会社に対し、旬の情報や良質な宣伝画像等を定期的に提供する仕

組みを構築する。 

施策の効果（例） 

 個人旅行者、旅行会社利用者等に対して、幅広く多様な媒体で情報を発信することによ

り、より多くの市場に情報を届ける。 

 旅行会社の企画・販売担当者が本市への理解を深めることにより、良質な旅行商品の企

画や販売の促進に繋げる。 

②県内外への効果的な情報発信

a. 国内ターゲット層のニーズを踏まえた情報発信
 ターゲット層の居住地や旅行形態、同行者、来訪目的ごとの本市の滞在ニーズ・体

験ニーズを把握し、それに応える情報の発信を行うことでターゲット層の来訪意欲並

びに再訪意欲を喚起する。

取組の内容 

 国内のターゲット層ごとの、プロモーション戦略を組み立てる。 

 季節、時間帯、過ごし方に応じたコンテンツやイベント等の内容、魅力、楽しみ方に関す

る情報をタイムリーに集約・発信できるネットワーク体制の整備を行う。 
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施策の効果（例） 

 ターゲット層に応じて「私にぴったりの情報」であると思わせることによって来訪意欲を喚

起し、新たに訪れる観光客を増加させる。 

 常に「新鮮な」情報を市場に提供することによりリピーター化を促進する。 

b. 市内滞在中の観光客への適切な情報発信
 市内に滞在中の観光客の利便性を高めるため、交通情報や観光情報を適切な場所に

おいて、利便性の高い多様な情報ツールを利用して発信できる仕組みを構築する。

取組の内容 

 観光ポータルサイト（スマートフォン対応）やパンフレットを通じて、交通情報や観光情報

を観光客が観光中・移動中に収集できる仕組みを構築する。 

 観光客の来訪が多い交通ターミナルや観光施設等における観光マップやパンフレットの

設置、Wi-Fi等の公衆無線 LANによる情報提供スポットの整備を行う。 
 外国人など、はじめての観光客にもわかりやすい標識や案内サインのデザイン統一など

を行い、市内の交通ターミナルや観光施設等における設置を促進する。 

施策の効果（例） 

 外国人観光客等、様々な観光客に不安やストレスなく観光ができることで、滞在満足度

が向上し、口コミ等で日南の評価が高くなる。 

 現地での情報収集を通じて観光客の新たな観光行動を促し、訪問箇所数が増加する。 

◆他地域の事例紹介

愛知県碧南市 「ＡＲへきなん観光」 

ＡＲへきなん観光：  http://www.city.hekinan.aichi.jp/KANKOKYOKAI/ar_special/ 

AR(拡張現実)を使って、観光地の魅力を伝達するスマートフォ

ン専用アプリ。実際見ている風景にスマートフォンをかざすと、

かざしている方向にある観光スポットのエアタグ（吹き出し）が

表示され、エアタグをタップすると各スポットの詳細情報が表示

される（事前にスマートフォンの ARアプリダウンロードする必要

あり）。特定の場所に設置されているマーカーにスマートフォン

をかざすと、仮想キャラクターと一緒に記念撮影ができる。 

【参考となるポイント】 

 多くの人が所有・携帯しているスマートフォンを活用し、マップ機能、観光地説明等が一度に

行える情報発信媒体としている（マップ印刷のコストが不要、観光客がマップやガイドブック

を持っていなくても現地で容易に情報を入手できる） 

 システム内での情報更新が容易で、情報更新に係るコストが低い 
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c. 海外市場に対する誘客戦略・プロモーション
 クルーズ船利用客や近隣アジア市場の成長性を見極め、セグメンテーションした海

外市場に対して誘致プロモーションを実施する。

取組の内容 

 観光ポータルサイトの多言語化、観光マップ、パンフレット等、外国人観光客の情報収集

に資する観光情報ツールの多言語化を行う。 

 本市をプロモーションする宣伝ツール（画像、動画等）の多言語化を行う。 

 作成したツールを活用し、海外重点市場の旅行会社、クルーズ会社等に対して旅行説

明会や商談会を実施する。 

 作成したツールを活用し、海外重点市場の旅行会社、メディア等に対するモニターツア

ーを実施する。 

施策の効果（例） 

 海外市場における本市及び市内観光資源の内容・魅力に関する認知度を向上させる。 

 旅行会社パンフレットやテレビ・雑誌等のメディアにおける露出機会が増加する。 

 本市を訪れる旅行商品の造成を促進する。 

d. 口コミ・SNS情報の展開～市民と観光客によるシティセールスの展開
 消費者自身が発信する口コミが旅行行動や購買に与える影響は極めて大きい。地域

の情報発信及び情報共有手段のひとつとして、twitterや Facebook等のソーシャルメ
ディアを活用し、市民や観光客の感動や旬の情報等を発信し、交流して貰う仕組みを

構築する。

取組の内容 

 既存の観光地や飲食店等の口コミサイトへの登録、並びに市民の評価や口コミの書き込

みを促進する。 

 市民や観光客による情報発信が可能な既存のウェブサイト等を活用したソーシャルメデ

ィアプラットフォーム構築を検討し、普及と活用促進を図る。 

施策の効果（例） 

 観光客に対して、ガイドブックに載っていない「こだわり情報」「プレミア感の高い情報」

「行動決定のよりどころとする情報」を提供することができる。 

 市内を訪れた観光客が、旅行後にもソーシャルメディアを通じて発信・交流することによ

り、本市との縁を切ることなく、広報係としての役割を果たす。 

◆他地域の事例紹介

埼玉県深谷市 市民参加型地域資源発掘プロジェクト 「フカペディア」 

フカペディア：  http://fukapedia.com/

総務省「地域の元気創造プラットフォーム」サイト：  http://chiikinogennki.soumu.go.jp/ 



52 

市民による地域資源情報の発掘と集積を目的として、インターネ

ット上の百科事典「ウィキペディア」を参考に、誰もが無料で書き

込むことができるウェブ版の地域百科事典を作成（プロジェクト

始動は平成 24年 10月）。市主導の事業で、民間事業者や埼玉

県、市内の高等教育機関との連携により推進。フカペディアに集

積した地域資源情報は、目的別マップやフリーペーパー、ミニ

FM、市民向け講習会の実施などを通じて発信。 

地元ならではの地域情報で構成されるため、魅力的な地域資源

の存在を市内外に広報することができる。平成25年 3月末時点

でのサイトアクセス数は 31,928、書き込み項目数は 804。 

【参考となるポイント】 

 官民の協力に加え、市民をも巻き込んだ効率的な地域資源情報の集積・発信 

 集積した地域資源情報の、メディアミックスによる効果的発信 

①地域の魅力を最大限に引き出す観光ゾーニング

a. 各観光ゾーンにおける拠点の整備と連携体制の構築
 市内の観光ゾーンに設置する情報発信拠点において、本市滞在中・観光中の観光客

に対して価値の高い情報を関係者が共有し、発信する体制を構築する。

取組の内容 

 観光客の来訪が多い交通ターミナルや観光施設等を中心として、観光ゾーンごとに複数

の情報発信拠点を定める。 

 主要交通ターミナルや観光関連事業者による「日南観光推進協議会（仮称）」を設置し、

インターネット上の掲示板等を活用して旬の情報（価値ある観光情報だけでなく、天候や

渋滞情報等のマイナス情報）を随時共有することができる仕組みを構築する。 

施策の効果（例） 

 観光中の観光客に、次に訪れるべきスポットを提案することができる場所を増やすこと

で、観光客の市内滞在時間を延長させる。 

 市内の観光関連事業従事者が、自らの施設・地域のみならず、観光客にとって価値のあ

る市内の観光に関する新鮮な情報を発信し、観光客の利便性を高める。 

b. 地域巡りルートに対応した案内サインの充実
 自家用車をはじめ、多様な交通機関・経路で来訪する観光客を対象とした案内板の

設置や観光情報提供を行う。

取組の内容 

 市内の道路、観光施設等に設置する、観光情報、道路情報等に関する案内板の統一デ

ザインを策定する。 

 夜間の視認性、多言語対応にも配慮した案内板、サインの制作と設置を促進する。 

施策の展開 ３ 市内における回遊性の向上
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施策の効果（例） 

 自家用車を利用して本市に来訪する観光客の移動利便性を高めるとともに、市内の回

遊を促進する。 

◆他地域の事例紹介

石川県 観光案内サインの整備 

東京都オリンピック・パラリンピック準備局 多言語対応協議会ポータルサイト： 

http://www.sporttokyo.metro.tokyo.jp/multilingual/examples/

石川県は、県内を訪れる外国人観光客の増加を踏まえ、観光案

内サインの整備を実施した。 

県内の主要な観光地に 353 基の観光案内サインを設置。日本

語・英語の 2国語標記とピクトグラム・矢印・距離を表示するシン

プルな統一デザインとし、県の観光コミュニケーションマーク「ほ

っと石川」のマークを全てのサインに表示し、一目で観光案内サ

インと認識できるようにした。ピクトグラム・矢印・距離標示は統

一した位置に配置し、板面の繁雑さを解消するとともに、景観を

構成する色彩の乱れを最小限にとどめている。

【参考となるポイント】 

 ピクトグラムの使用による直観的な目的地イメージの伝達 

 県標準の観光マークの利用による迅速な観光サイン認識 

 デザイン統一による景観美化 

c. 高速道路開通を視野に入れたモデルルートの提案
 東九州自動車道の延伸に伴い、自家用車で本市を訪れる商圏が拡大し、自家用車で

の来訪需要の増加が期待される。これを踏まえ、高速道路 IC をゲートウェイとして
来訪する観光客に対するモデルルートを検討し、対象市場に対し発信する。

取組の内容 

 観光客の滞在ニーズや本市への到達経路ごと、及び季節性に応じた市内のドライブモ

デルルートを設定する。 

施策の効果（例） 

 モデルルートの事前提案により、市内の楽しみ方を多層的に提案し、より広域に市内を

周遊することで観光客に本市の多様な魅力を体験してもらう。 

②まち歩き観光と市内回遊の推進

a. 交通拠点から回遊させる仕組みづくりと二次交通の強化
 公共交通機関で来訪する観光客を対象として、ゲートウェイや移動中継地となるJR
各駅、バス停等から観光スポット、宿泊施設等までの移動利便性を高めるとともに、

点と点であった個々の観光スポットや観光ゾーンの連結を支援するための取り組み

を促進する。
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取組の内容 

 JR 各駅やバス停、道の駅等における観光情報や、はじめて本市を訪れた観光客にとっ
てもわかりやすい路線図、二次交通情報の発信を行う。 

 観光関連事業者は各公共交通機関と連携し、駅やバス停からの送迎サービス、タクシー

周遊プランや観光バスモデルプラン等の開発に努める。 

 レンタサイクル、イベントバス・イベント列車など、交通機関の利用自体が観光コンテンツ

となり得る二次交通の開発、活用を促進する。 

 ウォーキング、サイクリング、ランニングなどの体験観光ルートをゾーンの魅力と対応させ

つつわかりやすく示すマップ、標識等の整備を促進する。 

施策の効果（例） 

 公共交通機関利用者の観光中の不便を解消し、滞在満足度を高める。 

 市内の移動利便性を高め周遊観光や体験観光を促進し、観光客の市内滞在時間を延

長させる。 

 二次交通のエンターテイメント性を高め、その利用を促進することで観光客に移動の楽

しみや選択肢を提供する。 

◆他地域の事例紹介

石川県金沢市 公共レンタサイクル「まちのり」 

「まちのり」サイト：     http://www.machi-nori.jp/

公共交通による市内拠点間のアクセス性の低さを課題とした金

沢市は、観光客の回遊性の向上を狙い 2012 年に公共レンタサ

イクルサービス「まちのり」を開始（民間事業者に運営委託）。貸

出時間は 7:30～22:30、返却は 24時間可能。拠点（無人ポート・

事務局）は市内19カ所、観光地や駅など主要なポイントに約150

台を設置。自転車の貸出場所と異なる拠点でも返却可能。基本

料金は1日200円で、30分以内に乗り継げば基本料金で何回で

も利用可能。事務局や提携ホテル等に設置された窓口で登録、

クレジットカードによる無人ポートでの自動貸出・精算が可能。 

市民や観光客に利用され、サービス開始から 421日目に累計利

用回数 10万回を突破した。 

電動アシスト付自転車や、ベビーカーのレンタル事業も展開。 

【参考となるポイント】 

 市内の移動利便性が向上し周遊観光が促進される 

 公共交通機関の運行ダイヤに縛られることなく市内滞在を楽しめる 
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◆他地域の事例紹介

岐阜県 明知鉄道 イベント列車 

明知鉄道公式サイト：     http://www.aketetsu.co.jp/

岐阜県恵那市・中津川市をまたがる全長 25.1km を走る、第三

セクターによるローカル鉄道。 

代表的な取り組みはグルメ列車の運行。四季折々の地元食材

を使った料理を車内で提供しており、名産品である寒天を使っ

た懐石料理や、自然薯、山菜料理など、地元の味を車窓の田園

風景と共に楽しむことができる。また、自転車を電車に載せて沿

線サイクリングを楽しめる企画や、日本一急勾配な駅を有する

ことから「すべらない列車で合格祈願」と称した企画も提供。 

鉄道の運転体験や 1 往復分の列車愛称命名権の提供、個人も

利用できるつり革広告など、単なる移動手段にとどまらない鉄

道の活用に取り組んでいる。 

【参考となるポイント】 

 移動手段としてだけでなく観光目的となり得る公共交通機関の活用 

 季節ごとに異なる地元食材やイベント内容の提供による周年観光の促進 

b. 巡って楽しめる魅力的な道づくり・景観づくり
まち歩き観光コンテンツの拡充にあわせ、飫肥地区、油津地区をはじめとするまち

歩きを推奨するゾーンにおいて、個々の観光資源や二次交通の拠点、情報発信拠点等

を結ぶまち歩きルート上の沿道植栽や花づくり、看板や道路・歩道、看板等の修景の

整備を推進する。

取組の内容 

 都市環境整備と連動し、まち歩きルートの街角スポットの植栽化を促進する。 

 年間を通じて花や緑のあるまち歩き環境を目指し、行政、市民、民間事業者が協働で魅

力ある景観づくりに取り組む。 

 これまで活用されてこなかった空家や空き地の活用を推進する。 

 本市の景観計画に基づく景観指導を行い、ゾーンの魅力に合った看板・広告・建築等の

修景を推進する。 

施策の効果（例） 

 まち歩きの快適性向上や写真撮影スポットの提供などを通じて、観光客の滞留時間を延

長させる。 

 市民の健康づくりのためのウォーキングコース（散歩コース等）として活用される。 

◆他地域の事例紹介

宮崎市 NPO法人 オープンガーデン サン・フラワー宮崎 

オープンガーデンサン・フラワー宮崎：   http://www.miyazaki-catv.ne.jp/~sunflopgarden/
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宮崎市は「太陽と緑と大地のガーデンシティ」のキャッチフレーズ

で九州一の景観都市実現を目指している。当 NPO は、個人の

庭の公開、市街地・病院・施設の植栽等を通じて、景観美化と観

光資源化に取り組んでいる。県内外に居住する100名以上の会

員のうち、約 80 名の個人住宅の庭を集めたガイドブック（500

円）には個人の一般住宅（の庭）が記載されているため、来訪時

には「要連絡」や、来訪可能な曜日、時間帯などが明記されてい

る。 

【参考となるポイント】 

 街なかの景観美化に対する意識、及び「見られる」ことによる観光への意識醸成と市民の積

極的な参画 

 「花のまち」「ガーデンシティ」としての市のコンセプトに合致した取り組み内容 

 観光関連産業従事者ではない、個々人の住宅（庭）の観光資源活用 

 街なかに見どころが点在することによる宝探し気分のまち歩き観光推進 

c. まち歩き拠点の整備
 飫肥地区、油津地区等のまち歩き重点地区の回遊性を促進するため、快適で楽しい

まち歩きを開始することができる拠点（スタート地点・中継地点）を整備する。

取組の内容 

 まち歩きのスタート地点となる施設を整備し、まち歩きエリアの情報発信拠点とする。 

 まち歩きガイドとの集合地点や体験プログラムの予約販売拠点、レンタサイクル、レンタカ

ー等の二次交通との結節点等の機能を整備する。 

施策の効果（例） 

 まち歩き拠点に到達した観光客が、ワンストップで情報収集、ガイドや体験プログラム、

交通機関の予約を行い、市内における多くの体験を簡便に提供する。 

施策の展開 ４ 日南らしい受け入れ、おもてなしの体制強化

①観光人材の育成

a. 観光サポーター、観光産業従事者の育成と連携体制の強化
 本市の観光を持続的に発展させていくため、国内外の観光客が満足する高いサービ

スを提供し、効果的な情報発信を実現できる人材の育成を推進するとともに、これら

の観光人材を組織化し、迅速かつ効果的な活用が可能な体制を整備する。

取組の内容 

 接客最前線の人材の経験を拡大し、マニュアル通りでない接客・ホスピタリティスキル、

並びに日南の観光スポットや資源の魅力を口コミで伝達する力の向上を目的とした人材

育成に取り組む。 

 「日南観光アドバイザー（仮称）」制度を設け、主要交通ターミナルや観光施設等の従事

者の認証取得を促進する。 
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 他国の文化習慣に対する理解を有し、外国語での接客やおもてなしが可能な人材の育

成を促進する。 

施策の効果（例） 

 本市観光を推進する官民様々な主体の連携強化と交流を促進する。 

 観光客が気軽に質問できる人を市内に配置することにより、観光客の利便性を高める。 

 お仕着せでない自身の価値観と判断で、自信を持って日南観光の魅力を伝達する人材

により、観光客からの観光地評価や満足度が高まる。 

 宿泊施設や飲食店、街なかなどでも外国からの個人旅行者に親切かつ気軽に対応でき

る人材の増加により、外国人観光客の快適な滞在をサポートする。 

b. 語り部、ボランティアガイドの育成とネットワーク化
本市の観光資源の魅力を最大限に伝達するため、観光ガイドの充実や語り部の育成

とともに、人材のスムーズな配置や活用を可能とするよう、人材データベースや組織

の整備を推進する。

取組の内容 

 歴史地区のまち歩きガイドや、森林セラピーなどの自然体験ガイドを充実する。 

 英語を中心とした多言語による「日南おもてなし通訳ガイド」の育成に努める。 

 自立し、継続して活動を行うことのできるガイドの組織化を推進する。 

 専門性、ホスピタリティ等の面で質の高いガイドを育成するための研修を行う。 

 道の駅や主要観光施設における「観光案内員」の育成を推進する。 

 まち歩きガイド、自然体験ガイド、観光案内員、通訳ガイド等の情報を一元化し、観光客

のニーズに合わせて迅速に手配することが可能となるよう組織化を図る。 

施策の効果（例） 

 ガイドブックには載っていない旬の情報や、「地域の生き字引」のような人から話を伺うこ

とによって、観光客が「特別な体験」と感じられる時間を提供することができる。 

 上質な体験や時間を観光客に提供でき、観光客の滞在満足度を高めることができる。 

 観光客のみならず、地域の子供たちに向けて、山や海、地域の歴史に関する学習機会

を広く提供することができるようになり、子供たちの本市への愛着が深まる。 

◆他地域の事例紹介

遠野市 遠野 語り部 1000人プロジェクト 

遠野文化研究センター「語り部 1000人プロジェクト」： 

http://tonoculture.com/dealing/1000-project/

「遠野市中心市街地活性化協議会」が実施主体となり、多様な

ジャンルの「語り部」を育成し、中心市街地活性化基本計画と連

携して交流人口拡大のモデルを構築することを目標として実施

された、内閣府による支援事業。 

ジャンルを昔話・食・郷土芸能・歴史・生業に区分。ケーブルテレ

ビで番組コンテンツ「語り部放送大学」を制作・放映し、これと連
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動するテキストを配布して、興味関心のある市民の受講を促し

た。認定時には面接を兼ねた講習を開催する。 

「語り部」を活かした観光商品の開発を推進し、「語り部に出会う

旅」を観光商品コンセプトに据えた。昔話を聞くことができる「語り

部列車」に乗って遠野に到着。街なかの「語り部スポット」巡りを

経て「語り部の宿」に宿泊。“民話の里 遠野”を体験できる。市

民の 80人に 1人が語り部登録され、閑散期（冬期）の観光客増

に貢献している。

【参考となるポイント】 

 単発のセミナー開催ではなく、地域密着の既存マスメディアを活用した周知と講座展開 

 観光資源の説明ではなく、地域の魅力に目指す語り部テーマ区分と選択の自由 

 認定制度・面接によるクオリティの担保 

 市民の自発的・積極的な観光活動への参画と、それによる観光コンテンツの質向上 

②地域住民の観光活動への理解醸成

a. 地域ぐるみでのおもてなしの展開
 本市における滞在満足度を向上させるとともに、市民と観光客が交流する活気ある

まちづくりを行うために、観光関連事業者のみならず、市や地域が一体となった日南

市ならではのおもてなしを提供するための体制づくりとおもてなし力向上に取り組

む。

取組の内容 

 観光関連事業者のホスピタリティスキル向上のための研修等を実施する。 

 市民の観光産業への理解度及びおもてなし力を向上させることを目的としたセミナー等

を通じ、おもてなし意識の醸成を図る。 

施策の効果（例） 

 「日南市ならでは」のあたたかいおもてなしを通じて、観光客の満足度を向上させる。 

 観光関連事業者のおもてなしスキルの底上げにより観光地としての競争力を高める。 

 観光客と市民との会話や交流が促進されることにより、市民の本市への誇り・愛着を醸成

する。 

施策の展開 ５ 観光産業の持続的な発展基盤の整備

①観光地の価値保全と持続的な発展

a. 観光協会の機能充実
 本市の観光を推し進めるにあたり、官民一体となった地域の観光プラットフォーム

機能が不可欠であり、この役割を観光協会が担うことが期待される。本市の観光行政

や観光関連事業者との密な連携と本市観光推進に資する様々な事業の実施を通じて

組織基盤を強化するとともに、観光客や市場に対するプロモーション窓口機能の充実

を目指す。



59 

取組の内容 

 観光協会の機能を充実させ、組織基盤を強化する。 

 地域で活動する農業や商工業などの各種団体と、観光・飲食・宿泊等をはじめとする観

光関連産業との相互連携を促進する。 

施策の効果（例） 

 観光協会が、自立的に事業を継続させ、本市の観光プロモーションに関わる事業のプラ

ットフォーム組織となる。 

b. 観光客にとって安全・安心・快適なまちづくり
 （防犯、医療面の整備、ユニバーサルデザイン、観光危機管理体制整備 など）

 本市は、海沿いに位置し、南海トラフ巨大地震やこれに伴う津波、並びに台風や大

雨とそれによる土砂災害等に見舞われる可能性がある地理的特性がある。災害や事故

の発生時、並びに観光客が病気や怪我に見舞われた場合に、観光客に対して適切な対

応を行う体制を整備する。また、高齢者や障がい者等の要援護者が快適に過ごせる観

光地づくりに取り組む。

取組の内容 

 観光客を対象とした、緊急時の医療機関に係る情報提供を図る。 

 市及び観光関連事業者における、災害発生時の対応計画やマニュアルの策定を促進

し、これに伴う観光危機管理体制を整備する。 

 観光客にも分かりやすい誘導標識等の整備等、安全なまちづくりを促進する。 

 事業者と連携し、市内の観光、交通、飲食関連施設やまち歩きルート上のユニバーサル

デザイン化の促進を図る（ベンチ、日蔭、公衆トイレ、手すりやスロープ、エレベーター等

の設置促進や点字や音声による観光関連情報発信等）。 

 高齢者、障がい者、持病のある人などの要支援観光客等の受入体制強化を目的とした、

観光関連事業者への啓発活動を実施する。 

施策の効果（例） 

 防犯対策の推進により、観光客の安心安全なまち歩きを促進する。 

 高齢者、障がい者を含む誰もが快適に楽しめる本市のブランドを構築する。 

 災害や事故等から観光客並びに観光産業を守るための観光危機管理体制構築を通じ

て、観光客に対して安心を提供する。 

◆他地域の事例紹介

沖縄県 観光危機管理推進事業 

沖縄観光危機管理情報サイト：     http://okinawa-crisis-mgt.info/

大規模災害、感染症、事件・事故等、沖縄県の観光に負の影響

を与える可能性のある事象が発生した場合に、観光客並びに観

光産業への被害を最小限に抑えるとともに、早期の回復を行う

ことを可能とするための体制整備事業。県観光危機管理基本計

画の策定、観光地における避難計画の検討、民間施設における
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 海抜表示や誘導看板の設置促進、ビーチや観光地における避

難マップの作成、災害情報配信システムの開発提供等、官民が

一体となった取組を平成 24年度から継続して実施している。 

【参考となるポイント】 

 官民が一体となった、観光危機管理対策の実施ステップ 

 「安心・安全な観光地」としてのブランディング 

 観光危機管理計画、マニュアル等の策定 

 観光関連事業者並びに住民に対する、観光危機管理思想の普及 

②他産業と連携した観光産業の発展

a. 観光産業と、関連する産業との連携強化
 本市の観光産業は、提供される農産物や海産物、お土産となる物産、商工業等にお

ける体験プログラム等、様々な産業と関連し成り立っている。本市の観光産業発展の

効果が市内の他産業へ波及する効果を最大化することを目的とし、市内の様々な産業

従事者の観光産業への理解を促進し、観光関連産業との連携体制を強化する。

取組の内容 

 観光関連事業者と、飲食やコンテンツ提供等で関連する事業者のネットワーク体制を構

築する。 

 多様な産業を観光資源とした体験型プログラムを開発する。 

 地場産品を活かした物産・土産、加工品等の商品開発を推進する。 

施策の効果（例） 

 市内の他産業へ経済効果が波及する。 

 他産業従事者の観光産業に対する理解が促進され、連携が強化されることで経済活動

が活性化する。 

 平時より様々な業種に携わる人々がコミュニケーションを図れる環境を整備することによ

り、それぞれの事業の業態固定化を打破しイノベーションを促す。 

◆他地域の事例紹介

三重県鳥羽市 「ウェルネスの旅」 

いとし（伊勢・志摩・鳥羽）の旅社サイト：     http://www.ebird-itoshi.jp/

「ウェルネスの旅」は、島の資源を活用し、旅行会社が三重

大学と共同研究を重ね、管理栄養士や調理専門学校との

連携のもとで実現した「糖尿病や血糖値が気になる方のた

めの健康ツアー」。 

医療・運動・食事にエンターテイメント要素を加味した本格志

向の健康ツアーであることが特徴。離島というロケーション

を最大限に活用しており、60～70 代女性の参加が多い。

2008年 12月に地域産業資源活用事業としての認定を受け

ている。
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【参考となるポイント】 

 学術、医療、地域の学校等の連携によるプログラム開発と実施の体制 

 自然豊かな地域の特性を活かした「癒し」「エンターテイメント」との組み合わせ 

 専門的知見やデータに基づく（気分の問題だけではない）ウェルネスツアー 

 調理実習や生活習慣改善講習など、参加者の今後の生活の糧になるメニュー 

b. 学校での観光教育の推進
 本市の活性化や経済振興に対する観光産業の果たす役割の大きさや、風土や歴史文

化が育んできた貴重な観光資源を次世代に継承する重要性に関する地域の子供たち

の理解を深め、観光産業に対する社会的認知向上と観光客に対するおもてなしの機運

形成を図る。

取組の内容 

 本市の観光の成り立ちや波及効果を判りやすく図示し、ビジュアル化した冊子を作成し

小中学校や一般に公表する。 

 小学・中学・高校での「日南市の観光」の特別授業の実施を検討する。 

 小学・中学・高校での職場訪問及び就労体験等を通じて、子供たちが観光産業に触れ

る機会の創出を図る。 

施策の効果（例） 

 観光客が誰と出会っても笑顔で迎えてくれる風土を醸成する。 

 市内の子供たちが将来の日南観光に直接的・間接的に関わる機会を増やす。 

◆他地域の事例紹介

全国 「観光甲子園」 高校生による観光ビジネスプランの全国大会 

「観光甲子園」公式サイト：    http://www.kobeshukugawa.ac.jp/kanko-koshien/ 

高校生が企画した「地域観光プラン」を競い合う全国大会で、

2009 年から毎年開催。主催は「観光甲子園」大会組織委員会、

共催は神戸夙川学院大学（事務局）。後援には、文部科学省、

観光庁、兵庫県、神戸市、商工会等が連なる。 

地域の魅力の再発見、地域資源の活用方策、地域活性化のデ

ザイン、また地元地域への”地域愛”醸成を目指す等、観光を通

じた地域貢献活動とフィールドを活用した教育効果を期待して実

施されている。 

審査により入賞したプランは商品化を目指すことも可能。 

【参考となるポイント】 

 高校生による地域の観光・生活資源についての理解醸成 

 若者目線での地域の魅力発掘および観光商品化 

 全国各地での観光に係る取組み情報の共有 
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c. 観光入込統計の充実並びに観光客・市民意識調査の定期的実施
 本市の観光客の量的変化と内容の傾向を定期的に把握し、今後の観光戦略の策定に

役立てる。また、観光客のみならず、市民の日南市と日南観光に対する意識を定期的

に計測することによって、観光産業の浸透を図る。

取組の内容 

 既存の観光入込統計調査の精度向上を図る（サンプル数、調査項目、調査地点、宿泊

客推計手法検討など）。 

 市民意識調査や県外在住者の本市イメージ調査等を定期的に実施する。 

 インターネットを活用した簡便な調査手法を検討する。 

 外国人観光客に対する本市観光動向調査、満足度調査等を実施し、外国人観光客に

関する統計の充実を図る。 

施策の効果（例） 

 観光客の志向や動向並びに市民意識を定期的に把握し、その変化に応じた対策を講じ

る。 

 調査そのものを通じて市民に本市観光の重要性を伝達する。 

◆他地域の事例紹介

沖縄県 「沖縄観光成果指標」 

沖縄県観光政策課：     http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/bunka-sports/kankoseisaku/

沖縄県は 2014 年度から、観光政策の成果検証や沖縄観光の

現状を把握することを目的とし、琉球大学や県、日本旅行業協

会などで決定した 40 指標からなる「沖縄観光成果指標」を新た

に導入。国内初の取り組み。指標は、経済と観光客、県民、環

境、マネジメントの 5 分野。経済指標は航空旅客提供座席数や

宿泊施設、観光客指標は入域観光客数やバリアフリー対応、県

民指標は県民所得や県民旅行の実施度、環境指標は二酸化炭

素排出量や世界遺産の訪問者数、マネジメントは県観光予算な

どを網羅。

過去10年間の増減など経年変化を示し、毎年5月に公表する。

【参考となるポイント】 

 観光客に関わる数値のみならず、市民生活へのプラス・マイナスの影響度を定量的に把握 

 住民の、暮らしやすさや観光施策に対する意識など、現象面だけではない意識面を調査 

 観光が持続的に発展するための長期的視点に立ったモニタリング体制の整備 

 住民、観光関連事業者に対する定期的な公開を通じた、観光の重要性に関する意識醸成 
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3－3 推進体制 

（１）推進体制 

本計画で示した本市観光の将来像と基本方針に基づき、施策を推進していくために、本

市観光の将来をグローバルな視点で見据えつつ、一方で観光業界だけでなく他産業、環境、

まちづくり、市民生活等々、他の分野の取り組みと連携した横断的な推進体制が求められ

る。 

 

①行政内組織の横断的連携機能の充実 

本市行政内においては、商工観光課が観光関連団体・事業者との窓口機能の役割を担

いながら、庁内関係部課との横断的連携によって総合的な施策の推進と民間支援の充実

を図る。県や周辺市町村などとの調整・連携も重要であり、企画調整担当部局との密な

連携が必要である。 

 

②民間による推進体制の確立 

 民間における本市観光の推進体制においては、本市観光協会の機能を充実させ、観光

分野以外も含めた民間団体・企業との連携を深めることが重要である。特に、プロモー

ション活動や新規コンテンツの共同開発や流通等、民間事業者どうしが連携すべき取り

組みに対するプラットフォームとしての機能を充実させることが期待される。 

 こうした観光地における民間のプラットフォーム機能の確立のためには、持続可能な、

自立した財務基盤と、これらの活動が可能な人材の育成と活用が不可欠であるが、収益

事業の実施検討も視野に入れ、本市の観光を推進することが可能な組織体制の検討が求

められる。 

 

③官民の密接な連携による推進 

 行政内と民間の綿密な横断的連携体制を確立することで、官民が本市観光の将来像を

共有し、それぞれの役割分担を踏まえた上で計画の実現に取り組む。 
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 日南市観光の実施推進体制 

漁業
製造業

NPO,

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

商店,

商工会議所
と経済団体

高齢者
婦人会等

観光
事業者

行政内組織の連携 民間組織の連携

宮
崎
県

他
市
町
村

調整・連携

総合的な推進コーディネート機能の充実

観光・スポーツ課

庁内外の連携機能

企画調整

産業振興

まちづくり
都市計画

商店街
活性化

歴史文化
環境

教育

日
南
市
観
光
協
会

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
機
能

連携

 

 

（２）日南市観光推進の主体及び推進スケジュール 

 前項に挙げた日南市観光振興計画の 5施策について、望ましい取り組み主体と取り組み

スケジュールを別表に示す。 

 取り組み主体の中心は、商工観光課並びに観光協会や商工会議所と経済団体、及び観光

まちづくりや啓発・教育等の側面で強い連携が求められる市の他部課が多い。但し、地方

行政の主たる役割は事業推進の大きな方向性決定等の舵取りや、広域をつなぐネットワー

ク構築のサポート等が中心になると考えられ、特に日南市の新たなビジネスの開発や体験

プログラム・物産等の商品開発に関しては、観光産業のみならず、日南市内の各種の産業

を担う民間企業の取り組みが期待される。 

 

 推進スケジュールについては、ハード整備に代表されるような、準備体制や安定的・継

続的な財源確保に時間を要するものを除き、資金的な負担が大きくなく、迅速に着手でき

る施策も多い。これを踏まえ、別表に示すスケジュールは、施策の完了・完成を示すもの

ではなく、取り組み着手時点よりも一定の成果・進展を確認できるまでの時間的目標を示

すものとした。 

 なお、成果に一定の期間を要する性格の施策については、その重要性を認知共有し、取

り組みを継続する体制を構築することが重要である。 
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 別表：日南市観光推進の主体及び推進スケジュール 

 

 

 

団体

観光・ス
ポーツ課

他課

観光協会・

商工会議所・

観光関連事業

者団体等

宿泊
観光施設・

マリン・飲食・

体験施設等

①既存資源の魅力向上

a. 歴史や自然、神話等の学び・体験プログラムの充実 ○ ◎ ◎

b. 日南市の食文化観光の充実 ○ ◎ ○ ◎

c. スポーツ関連合宿の誘致や滞在プログラムの充実 ○ ◎ ○ ◎

d. 日南市のなりわい、商店・商店街の魅力発信 ○ ○ ○

e. 宿泊施設、交通機関等の観光関連施設におけるプログラム開発 ○ ○ ○ ◎ ◎

②新たな資源の発掘と商品化の推進

a. 五感を楽しませる日南市生活文化・産業体験メニューの編集と充実 ○ ○ ○ ◎

b. 新たに発掘した観光資源の発信と定番商品化 ○ ◎ ○ ◎

①効果的なプロモーション体制の構築

a. 日南市として一本化したプロモーション体制の構築 ◎ ◎ ○ ○

b. 周辺地域や県と連携した広域プロモーション ◎ ○ ○ ○

c. 情報発信媒体の多様化・マスコミ媒体との連携 ○ ◎ ○ ○

②県内外への効果的な情報発信

a. 国内ターゲット層のニーズを踏まえた情報発信 ○ ○ ◎ ◎ ◎

b. 市内滞在中の観光客への適切な情報発信 ◎ ○ ◎ ◎ ◎

c. 海外市場に対する誘客戦略・プロモーション ◎ ○

d. 口コミ・SNS情報の展開～市民と観光客によるシティセールスの展開 ○ ○ ◎ ○ ○

①地域の魅力を最大限に引き出す観光ゾーニング

a. 各観光ゾーンにおける拠点の整備と連携体制の構築 ◎ ○ ◎ ◎

b. 地域巡りルートに対応した案内サインの充実 ◎ ○

c. 高速道路開通を視野に入れたモデルルートの提案 ◎ ○ ○ ○

②まち歩き観光や市内回遊の推進

a. 交通拠点から回遊させる仕組みづくりと二次交通の強化 ◎ ○ ○ ◎

b. 巡って楽しめる魅力的な道づくり・景観づくり ◎ ○

c. まち歩き拠点の整備 ◎ ○ ○

①観光人材の育成

a. 観光サポーター、観光産業従事者の育成と連携体制の強化 ◎ ○

b. 語り部、ボランティアガイドの育成とネットワーク化 ◎ ○ ◎

②地域住民の観光活動への理解醸成

a. 地域ぐるみでのおもてなしの展開 ◎ ○ ○ ○

①観光地の価値保全と持続的な発展

a. 観光協会の機能充実支援 ◎ ○

b. 観光客にとって安全・安心・快適なまちづくり ◎ ○

②他産業と連携した観光産業の発展

a. 観光産業と、関連する産業との連携強化 ○ ○ ◎ ◎ ◎

b. 学校での観光教育の推進 ○ ◎ ○ ○

c. 観光入込統計の充実並びに観光客・市民意識調査の定期的実施 ◎ ○ ○

施策

取り組みの主体（◎：主体となって推進／○連携
日南市 民間事業者

多
層
的
な
歴
史
資
源
・
自
然
資
源

の
発
掘
と
磨
き
上
げ

日
南
市
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光
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基
盤
の
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一般企業・

商店

短期
（2015～2017年

（H27～29年）度）

中長期
（2018年～2024年
（H30～36年）度）

○ ★日南の幸開きを充実する形でリーディングプロジェクトとして実施

★既存の食の魅力を強化する形でリーディングプロジェクトとして実施

スポーツ観戦や癒し、合宿等を目的とした来訪者の＋α の観光行動を促進する

◎ ○ 中心市街地活性化事業と連動したコンテンツ強化と発信を行う

日南の幸開きと連携してエンターテイメント性の強化を図る

○ ○ ★日南の幸開きを充実する形でリーディングプロジェクトとして実施

○ ○ 体験メニューの予約、流通の仕組みを整え、販売頻度を高める

各地域・施設等と連携し、情報を集約・発信する仕組みを構築する

消費者、旅行会社等を対象とした広域観光を促進する

○ ○ ターゲット層に応じ、メディアを多層的に活用した情報発信を継続する

○ ターゲット層の明確化と、市場動向・潮流に合わせた旬の情報発信する

○ 域内回遊性を高めるため、市内における観光情報発信を強化する

海外市場の誘致拡大のための効率的なプロモーションを行う

◎ 既存口コミサイト活用のほか、特設のSNSを構築し情報発信を行う

観光ゾーンごとの情報発信拠点を定め、機能を強化する

利便性の高い、多言語案内サインの充実を図る

新たなドライブ動線取り込みを目的としたモデルルート開発を行う

案内板等の情報ツールや人による案内等を中心に、移動利便性を高める

◎ ○ まちづくり事業と連携し、景観のブラッシュアップを図る

まちづくり事業と連携し、来訪者の導線をデザインする

観光産業従事者のおもてなし意識、スキルの育成を図る

○ 「説明する」ガイドから「魅せる・聞かせる」ガイドへの転換と利用促進を図る

○ ○ ワークショップ等を通じて市民の観光に対する参画意識を継続的に醸成する

観光協会が自主事業の実施を通じて自立運営できる組織となるよう支援する

関係各課と連携し、防災・防犯対策並びにユニバーサルデザインを推進する

◎ 他業種従事者との横断組織を設置し、定期的な協議の場を設ける

○ 教材を作成するほか、事業者と連携し、出張授業や職業体験等を実施する

○ ○ 取組の進捗を検証するための定点調査を実施し、市民に定期的に公表する

取り組みの方針
市民

推進スケジュール
○：取り組み開始　／●：成果目標ステージ

   主体として推進）
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（３）リーディングプロジェクトの立案 

 前述の目標、方針に基づいた具体的施策を通じて、本市の官民の観光関連産業のみならず、

多様な産業並びに一般企業、市民を巻き込んだ取組の実施が問われる。観光施策のスムーズ

な実施にあたり、様々な施策を並行してスタートさせるだけでなく、新たな日南観光のさき

がけとなるリーディングプロジェクト（第一歩となる重点施策）として、本市の観光と食の

魅力向上を目的とした「歴史や自然の学び・体験プログラムの充実」「日南市の食文化観光

の充実」「五感を楽しませる日南市生活文化・産業体験メニューの編集と充実」の 3 施策を

選択する。 

 リーディングプロジェクトを設定する意義は、以下の通り。 

 

①具体化容易性（すぐにできること） 

 施策のうち、手続き・調整の煩雑さや財政上の要因、担い手の不足等で即時実施が困難

な事業は、成果をあげるまでに一定の時間を要することが常であり、計画から実行へ踏み

切ること自体が課題のひとつとなる。本市にとって、重要性が高い課題のなかでも、テー

マや題材が計画の担い手にとって身近であり、課題の解決と成果をより多くの担い手で共

有できる施策から実行することによって、本計画を実効性のある観光振興計画とすること

ができる。 

 

②必要性・波及性（すぐにやるべきこと） 

 本市の観光における課題で示した通り、従来の限られた観光地のみを訪れる通過型の観

光だけでは、本市の魅力を伝え、他者への推奨や再訪に繋げることが困難である。その打

開策として、これまで評価の低かった「体験・アクティビティ」の魅力向上、並びに消費

者ニーズの高い「食」のブラッシュアップを強化することが急務である。 

 

③楽しさ、効果の実感と共有（皆で取り組むのが楽しいこと、誇らしいこと） 

 リーディングプロジェクトの主体は、限られた関係者だけでなく、市内の様々なメンバ

ーが楽しんで取り組めるテーマであることが重要である。さらに、それが県外の市場に注

目されることによって、「わがまち日南には素晴らしいものがある」と関係者や市民が再

認識する機会ともなる。この点においても、市内の魅力を発掘し、新たな魅力を付加し、

それを市内外からの来訪者が評価し満足するものへと高めていくことの効果は高いと考

える。 

 

（４）計画進捗の評価と進捗管理手法 

 本計画は 10年後の 2024年（平成 36年）度を目標としているが、その間に内外の情勢や

環境が変化することが予想され、必要に応じた計画の軌道修正が必要となる。また、施策の

推進は官民の幅広い主体が連携して進めることとなるため、その連携や進捗状況を俯瞰し客

観的に評価する体制を構築することが重要である。いわゆる PDCA サイクルに基づく、観

光振興計画の進捗管理の仕組みを確立し継続していく。 
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①計画進捗評価の視点 

 計画の進捗管理にあたっては、下記の視点で評価することが望ましい。 

a. 施策が計画スケジュールに沿って動き出しているか 

 施策の動き出しが当初の計画スケジュールに沿って進められているか、進んでいな

い場合の隘路は何かについて検証する。 

b. 取り組み内容が計画の趣旨、狙いに沿っているか 

 実行中の施策の方向や内容が計画の趣旨に沿っているかについて検証する。 

c. 推進主体と関係者との連携体制が出来ているか 

 推進体制として実施主体だけでなく、横断的な連携が出来ているかについて検証す

る。 

d. 実行した施策の効果はどうか 

 実行に至った施策について、その効果を定量的、定性的に検証する。 

e. 計画目標数値の途中経過はどうか 

 10年後の計画目標数値達成のプロセスとして、その進捗や経過数値の要因について

検証する。 

 

②観光振興計画へのフィードバックと修正 

 計画進捗評価と環境変化などを踏まえて、必要に応じ、施策の一部修正や計画の円滑な

実施を可能とするための方策を検討する。 

 

③計画進捗管理体制の確立 

 本市観光振興計画の進捗管理を持続的に遂行するために、施策を推進するための行政内

組織と民間組織で連携した横断的な組織をベースに『日南市観光推進協議会（仮称）』を

設置し、計画の進捗管理を行う。 

これにより、計画の進行管理体制と連動した施策の実行体制をカウンターパートとして

確立し、官民一体の両輪となった推進体制を実現する。 

 

 

 

 

 

＜PDCAサイクル＞ 

 PDCAサイクル（PDCA cycle、plan-do-check-act cycle）は、事業活動における 

生産管理や品質管理などの管理業務を円滑に進める 

手法の一つ。 

Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（評価） 

→ Act（改善）の 4 段階を繰り返すことによって、 

業務を継続的に改善する。 
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巻末資料 用語集 

 

【か】 

観光関連事業者 

 本計画では、観光産業に携わる交通、宿泊、

観光事業者等、観光客の移動・滞在・観光活動

等に関わるサービスを提供する事業者とする。 

主な観光関連事業者としては、交通事業者とし

て、航空（他国の航空会社を含む）、旅客船、観

光船、鉄道、バス、タクシー・ハイヤー、レンタカー、

旅客船ターミナル等 

宿泊事業者として、ホテル・旅館、民宿・ペンシ

ョン、民泊、キャンプ場等 

観光事業者として、テーマパーク、博物館・美

術館、植物園等、寺社仏閣、遺跡・史跡、大型商

業施設、商店街・市場、土産店、会議・展示会場、

体験プログラム、ビーチ（管理者）、マリン・アクティ

ビティ、遊覧船等 

その他として、旅行会社、観光イベント主催者、

スポーツ大会等主催者、飲食店、通訳・観光ガイ

ド等を含む。 

 

観光危機管理 

 観光客や観光産業に甚大な被害をもたらす観

光危機による被害を最小化する減災対策、観光

危機発生時における観光客への情報発信、避難

誘導・安全確保、救護、帰宅支援等の迅速な対

応、観光危機後の観光産業の事業継続支援、風

評被害対策、観光誘客プロモーション等の対策を

組織的かつ計画的に行うこと。 

 

観光プラットフォーム機能 

 着地型旅行商品の販売を行うため、地域内の着

地型旅行商品の提供者と市場（旅行会社、旅行

者）をつなぐワンストップ窓口としての機能を担う

事業体を指す。 

 「観光プラットフォーム」が機能するためには、 

①観光事業者のほか、農商工関係者、NPO、住

民等の多様な主体が実質的に参加していること 

②着地型旅行商品の展開に係る企画・販売機能

を有すること 

 

 

 

③法人格を有すること 

④着地型旅行商品の販売、受託事業、飲食・物

販事業等の収益事業を有していること 

などの条件が重要である。 

 

観光ポータルサイト 

 その地域・観光地の「観光情報の玄関口」となる

サイトのこと。地域の観光に関する最新情報が一

覧できるほか、混雑情報や定点ウェブカメラ等のリ

アルタイム情報が掲載されるなどの情報の充実と

新鮮性が求められる。なお、個々の観光施設や

宿泊施設、旅行会社のウェブサイト、着地型観光

コンテンツ予約サイト等へのリンクが整備され、「こ

のサイトにアクセスすれば、その地域の観光のこと

が全てわかる」仕組みを有することが重要である。 

 

【し】 

シティセールス 

 都市としてのイメージや知名度を高めることによ

り、人に「訪れてみたい」「住んでみたい」、「地域

の○○を購入したい／食べてみたい」「そこでビジ

ネスをしてみたい」と思われ、ひいては都市の活

性化が図られることを目指し、地域が持つ様々な

魅力（観光資源、文化、都市基盤等）を市内外に、

効果的・戦略的に発信する方策のこと。 

 

【せ】 

セグメンテーション 

 市場細分化の意味で、特定商品・サービスの顧

客市場を細分化することによって特定カテゴリに

対して集中的にアプローチすることを目的に行わ

れる。 

 細分化するカテゴリの一例として年齢・性別・世

帯構成などの人口統計的要素、居住地等の地理

的要素、所得等の社会的要素、趣味趣向等の消

費者心理に係る要素などがある。細分化し、ター

ゲットとして定めた市場のことをターゲットセグメン

ト (target segment)という。 
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【そ】 

ソーシャルメディア 、SNS 

 個人によるインターネットを介した情報発信やコ

ミュニケーションを促進し、社会的なネットワークの

構築を支援するインターネットメディアのこと。古く

は電子掲示板(BBS)やブログ、近年では twitter、

Facebook などの  SNS、ポッドキャスティング、

YouTube などの動画共有サイト、Instagram など

の画像共有サイト、動画配信サービス、ショッピン

グサイトの購入者評価欄などが含まれる。 

 

ゾーニング 

 都市計画や建築プランなどで、空間を用途別に

配置すること。本来は、都市計画において、用途

地域制をはじめとする地域地区によって土地利用

を面的に規制していく行為を指すが、本計画にお

いては、観光地をゾーンに区分し、その特徴を際

立たせることで、ゾーンごとのコントラストを明確に

し、地域全体の魅力を向上させる目的で設定す

る。 

 

【ち】 

着地型プログラム 

 着地型とは、旧来の旅行商品が都市部の旅行

会社で企画・造成される「発地型」であったのに対

し、旅行目的地側主導で企画や商品造成を行う

ことを指す。これまでは、旅行者のニーズを把握し

情報を発信するのに便利な発地型が大半だった

が、消費者の旅行志向の多様化に伴い、地元の

人しか知らないような穴場や楽しみ方が求められ

るようになり、着地型が見直されている。 

 

【は】 

ハラール 

 イスラム法において合法なものの事をハラールと

いい、非合法なもののことをハラームという。近年

ではそれ以外のハラールでない物の事を非ハラ

ール（non halal)と称する場合もある。 

 直接又は間接的にムスリムが利用するものは全

てハラール認証の対象となり、飲食料のみならず、

医薬品、化粧品、それらの中間原料等を含む。近

年は、マレーシアやインドネシア等からのムスリム

の訪日増に伴い、ハラールレストラン認証やハラ

ールキッチン認証を受ける飲食店や宿泊施設が

増加傾向にある。 

 

【ひ】 

ビジット・ジャパン事業 

 2003年 4月 1日に発足した、国土交通省が中

心となり実施する外国人旅行者の訪日促進活動。

海外諸国での日本旅行の広報や、国内における

外国人旅行者を対象としたインフラ整備等を推進

している。 

 キャンペーン開始の前年度（2003 年度）の訪日

外国人旅行者数は 524 万人で、当初は 2010 年

までに年間で 1,000 万人の訪日外国人数を目標

と定めた。2013 年に訪日外国人数は初めて

1,000万人を突破し、2014年は1,341万人を記録

した。 

 

【も】 

モニターツアー 

  「モニター」とは、旅行を主催する事業者や地

域の依頼により旅行に参加し、旅行の内容、品質

等に関する事項について評価し、感想を報告す

る人をいい、「モニターツアー」とは、モニターを集

めて実施する募集型企画旅行をいう。旅行商品・

観光資源の訴求力や魅力、適正価格、要改善点

等を調査検証することを目的として実施され、参

加者（モニター）に報告の義務を課す。旅行参加

費は、通常の旅行商品よりも割安または無料であ

ることが多い。 

 

【ゆ】 

ユニバーサルデザイン 

 Universal Design、UD とは、文化・言語・国籍の

違い、老若男女といった差異、障がい・能力の如

何を問わずに利用することができる施設・製品・情

報の設計（デザイン）をいう。デザイン対象を障が

い者に限定していない点において、「バリアフリー」

とは異なる。 

 これに関連し、「ユニバーサル旅行」とは、すべ

ての人が楽しめるよう作られた旅行を指して使わ

れる。高齢者や障がい者も参加できる旅行のこと
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を「バリアフリー旅行」と呼ぶが、ユニバーサル旅

行は一歩進んで、年齢や障がいの有無にかかわ

らず、誰もが気兼ねなく参加できることを目指して

いる。 

 

【よ】 

要支援観光客 

 従来のインフラ条件下においては観光行動を

スムーズに行うことが困難な可能性があり、一定の

支援を要する高齢者・障がい者・外国人・乳幼児

連れ・妊婦などの観光客をいう。 

 

【A～Z】 

LCC （ローコストキャリア） 

 運航ネットワークの規模や多様なサービスを競

ってきた従来の航空会社とは異なる戦略で、格安

運賃を売り物とする航空会社のこと。米国のサウ

スウエスト航空、アイルランドのライアンエアー、マ

レーシアのエア・アジアなどが有名。特定区間の

みの運航、使用機材の統一、機内サービスの軽

減等により運航経費を軽減したり、航空券の直接

販売により旅行会社手数料等の流通経費を軽減

したりするなどの経費削減を通じて航空運賃の大

幅な低廉化を実現していることから「ノンフリル」と

も呼ばれる。 

 

MICE 

 多くの集客交流が見込まれるビジネスイベントな

どの総称。企業等の会議（Meeting）、企業等が

行う報奨・研修旅行（Incentive travel）、国際機

関・団体、学会等が行う国際会（Convention）、 

イベント・展示会・見本市（Event、Exhibition）の

頭文字をとっている。 

 

 

 

 

 

 


