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は じ め に 

   平成26年３月 

    南大隅町長  森田 俊彦 

「佐多岬へ人々を誘う本土最南端のまちづくり」 
  
 南大隅町は、大隅半島の最南端に位置し、温暖な気候と三方を海に
囲まれた風光明媚で豊かな自然が残る町です。佐多岬の近くを北緯31
度線が通過しており、エジプトのカイロ、インドのニューデリー、中
国の上海等と同緯度上にあります。 
  
 本町は、鹿児島県内で高齢化率が最も高くなっておりますが、「子
や孫と一緒に暮らせるまち～人口減少に歯止めを～」をキャッチフ
レーズに、重点施策の三本柱「農商工連携」「定住促進」「健康づく
り」に「観光振興」「地域支え合い事業推進」を加えた各種行政施策
を展開しています。 
  
 さらに、本町におきましては、「佐多岬観光」を重点施策として、
国・県の支援を賜りながら、佐多岬の再整備に取り組んでいます。 
また、これまで知名度の低かった「雄川の滝」が注目を浴び、多くの
観光客が訪れています。 
  
 こうした中、地域が一体となった観光産業を確立するため、「南大
隅町観光振興基本計画」を策定しました。本計画では、町の豊富な地
域資源を活用し、〝まちのタカラ〝と〝ひとのチカラ〝が有機的に連
携し、来訪者が滞在から定住へと変わっていく、観光地域づくりを目
指していきます。 
  
 そのためには、町民をはじめ、各種団体や事業者との協働による取
組を通じて、町が一丸となった観光地域づくりを推進していきます。 
  
 本計画の着実な推進と実現に向け、皆様のご理解とご協力をよろし
くお願いいたします。 
 

いざな 
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１．計画策定の目的 

 南大隅町は、旧根占町、旧佐多町が平成17年３月31日に合併し、鹿児島県内で

６番目の新町として誕生しました。 

 雄大な自然を活かし、心の豊かさを求め、新たな発展を目指す町として誕生し

た南大隅町は、鹿児島県大隅半島の最南端に位置し、人口8,815人（平成22年国勢

調査）の町です。長い歴史の中で手付かずの自然と共存してきたこの町の人々は、

人情味が厚く、緊密な交流風土が醸成され、まさに「風を感じる町」として、未

来への一歩を踏み出しました。 

 産業においては、肥沃な大地と豊穣の海を活かした第一次産業を主幹産業とし

て、特に根占沖で養殖された「ねじめ黄金カンパチ」は鹿児島県の公認ブランド

「かごしまのさかな」に認定されるなど、県内外で高い評価を得ています。また、

和牛や黒豚など付加価値の高い畜産や農業に取り組んでおり、町の産業の一翼を

担っています。 

 特産品では、亜熱帯と温帯の気候の中で熟成される柑橘類やマンゴー、県のブ

ランド指定をされている「春ばれいしょ」など、地域に根ざした産業振興を目指

しています。 

 観光産業においては、地域住民を構成メンバーとした「観光開発推進会議」に

より、観光資源の調査や観光ルートのモデルコース等の検討を重ね、また、主要

観光施設の指定管理者等による「観光施設運営委員会」により、行政との協働に

よる官民一体となった観光浮揚を促進してきました。 

 さらに、山川・根占航路の安定的運航のため、指宿市や関係機関との連携で

「山川・根占航路運航推進協議会」や「南鹿児島湯ったり船旅きばれ交通ネット

ワーク協議会」を設立し、利用促進に取り組んでいます。 

  

 平成24年10月、｢旧佐多岬ロードパーク｣が無料化となり、現在、国（環境省）

や県と連携を図りながら佐多岬の観光開発に向けた整備が進められています。 

 佐多岬の整備は、本町のみならず、 大隅半島、鹿児島県の観光振興において重

要な施策として位置付けられており、整備が進むことにより、本町はもちろんの

こと、大隅半島ひいては鹿児島県の観光の活性化が図られるものとして、県民か

らも注目されています。 

 また、本町は、鹿児島湾沿いの雄川河口から佐多岬一帯まで「霧島錦江湾国立

公園」に、雄川渓谷及び外之浦から内之浦までの太平洋一帯は「大隅南部県立自

然公園」に指定されており、町民には自然や環境の保護・保全に努める、自然と

の共生による観光振興やまちづくりが求められています。 

▲佐多ロードパーク ▲佐多岬トレッキング 

第１章／計画策定にあたって 
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 時代の潮流を紐解くと、我が国においては、人口減少社会の到来や少子高齢化

の進行などにより、国を取り巻く環境が大きく変化しています。人口減少・少子

高齢化は地域の活力の衰退にもつながり、地域の自治機能の低下や文化・産業の

消滅など、多くの問題が発生しており、鹿児島県下で高齢化率が最も高い本町に

おいても、まさにその状況が現れつつあります。  

 これまでの自治体においては、人口増加が地域発展のバロメーターとされてお

りました。しかし、人口減少社会が到来した現代において、地方都市が人口増加

を追い求めることは非常に困難な時代となってきています。その中で本計画では、

直接的な定住人口を増やすことだけで地域の発展を目指すのではなく、地域を訪

れる人、地域に滞在する人、いわゆる“交流人口”を増やすことで本町のファン

づくりから一歩一歩町の活性化を進めていきます。そして、その取組により町民

の観光振興に対する意識の醸成へとつなげていき、観光庁が提示する「住んでよ

し、訪れてよし」の観光地域づくりに発展することを目指します。 

 本町の“まちのタカラ”（本町が有する人をひきつける潜在的な魅力） と“人

のチカラ”（個人・団体・企業・行政など本町を愛する様々な人々）が連携し、

より魅力的な“まちのタカラ”に磨き上げることで、新たな交流人口の創出を図

ります。そして、地域資源を活用した滞在交流型プログラムやイベントの造成、

豊かな食やお土産商品の開発、観光基盤の充実、情報発信の強化などを伴なった、

観光客や来訪者に魅力ある観光地域づくりを、戦略的に、そして、効果的に図っ

ていくものとします。 

第１章／計画策定にあたって 

｢観光地域づくり（観光まちづくり）｣とは？ 

 観光地域づくり（｢観光まちづくり｣とも言う。）とは、一般的には、｢地域が主体と

なって自然、文化、歴史、産業、人材など、あらゆる地域資源を活かすことにより、交

流を振興し、活力あるまちを実現するための活動｣と定義づけられています。 

 この｢観光地域づくり｣には、２つの側面があります。一つは、地域住民が自分の住む

地域を誇りに思うような魅力的な地域をつくること、ひいては、地域外から人々が来訪

し、地域の人々との交流を深めることにつながるという考え方です。これは、今まで

“観光”には縁がなかった非観光地に多くみられます。もう一つは、いわゆる観光地で

あっても、旅行者の観光に対するニーズの変化の中で、従来通りの物見遊山の観光を続

けることが限界にきており、個性的な地域の自然や人々の生活文化などに着目して、そ

れらを磨き、輝かせ、且つ地域住民が住みよく、誇りに思うような地域にしていくこと

が、観光地としての持続的発展につながるという考え方です。 

 ｢観光地域づくり｣の象徴的な言葉は、｢住んでよし 訪れてよし｣という言葉です。この

言葉は、地域の人々が自ら｢この地域に住んでよかった！｣と思うことが、地域外の人々

から見て｢訪れたくなるような地域である｣ということの意味であり、｢訪れてよい地域｣

が｢住みたくなる地域｣という意味ではありません。 

 ｢観光地域づくり｣の取組により、地域の人々と来訪者の間で活発が交流が始まり、相

互に刺激し合うことで新しい文化が生まれます。それがまた地域の新しい魅力となり、

誇りとなり、経済活動も活性化され、そして地域の人々が輝き、地域に活力が生まれて

くることこそが｢観光地域づくり｣の目指す姿とされています。 

ポイント！ 
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２．計画の位置づけ 

 本計画は、本町の最上位にある『南大隅町総合振興計画』にもとづく、観光振

興及び産業振興の観光振興施策を具体化していくための基本計画であり、本町の

観光振興の基本理念や将来の方向性を示すとともに、官民協働の取組によって、

施策を計画的に推進していくための指針として位置づけます。 

 策定にあたっては、我が国の観光立国に向けた取組や、鹿児島県の『鹿児島県

観光振興基本方針』（平成22年度策定）による“観光立県かごしま”を目指す施

策、『南大隅町建設計画書』など本町の諸計画との整合性を図りながら、今後の

観光振興の新たな視点に立って策定します。  

南大隅町 
総合振興計画 
後期基本計画 
（H22～H26） 

子や孫と一緒に暮らせるまち～人口減少に歯止めを～ コンセプト 

地域資源を活用した産業振興のまちづくり 第１章 

観光の振興 第５項 

【国】 
■新成長戦略 
■観光立国推進計画 
 
【県】 
■鹿児島県観光振興 
 基本方針 
 
 
 

【｢南大隅町観光振興基本計画｣の位置づけ】 

３．計画期間 

 本計画の計画期間は、平成26年度（2014年）～平成30年度（2018年）までの

５ヵ年とします。平成26年度策定予定の｢第2次南大隅町総合振興計画｣の観光振興

の分野は、本計画をもとに策定します。 

第１章／計画策定にあたって 

南大隅町 
建設計画書 

南大隅町のハード整
備に係る計画書 
 
 

国・鹿児島県の 
取組 

【南大隅町観光振興基本計画】 



第 
２ 
章 

南大隅町の観光をめぐる現状と課題 
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１．各種調査による南大隅町の観光振興の現状整理 
 本計画の策定にあたり、本町における観光振興の現状と課題を整理するために、

毎年実施している｢観光動態調査｣の分析に加え、町内観光事業者を対象としたヒ

アリング調査、鹿児島市内及び大隅地域周辺市町の旅行会社、交通事業者、メ

ディア等へのヒアリング調査を実施しました。 

（１）観光動態調査 

観光入込客数 

 本町の観光入込客数は、過去５ヵ年では、平成21年に20万人を超えたものの、15万人

から19万人の間で推移しています。その中で、平成25年は、町道佐多岬公園線（旧佐多

岬ロードパーク）の供用が開始され、公園への入園料が無料となったことから、佐多エ

リアの平成25年の入込客数は、前年比158.6％と大幅に増加しています。 

 一方で過去５ヵ年の宿泊客数については、平成20年の約22,000人をピークに減少して

います。平成23年から平成24年にかけて、前年比129.7％と増加はしたものの、平成24年

から平成25年は7.9％減となっており、観光入込総数は増加しても宿泊客数は減少してい

るという状況が見られます。 

（単位：人） 

（単位：人） 

① 

第２章／南大隅町の観光をめぐる現状と課題 

H20 H21 H22 H23 H24 H25

観光入込総数 189,685 212,361 156,316 167,200 178,880 235,424

根占エリア 129,675 129,238 96,508 107,959 109,007 124,596

佐多エリア 60,010 83,123 59,808 59,241 69,873 110,828

H20 H21 H22 H23 H24 H25

観光入込総数 189,685 212,361 156,316 167,200 178,880 235,424

宿泊数 21,937 19,607 13,346 12,562 16,297 15,023

日帰り 167,748 192,754 142,970 154,638 162,583 220,401

宿泊率 11.6% 9.2% 8.5% 7.5% 9.1% 6.4%
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｢旧佐多岬ロードパーク｣の入込客数 

 平成24年10月以降、｢旧佐多岬ロードパーク｣は、｢町道佐多岬公園線｣として供用を開

始し、それにともない、｢佐多岬展望公園｣の入園料が無料になりました。その効果によ

り、平成24年は前年比15％増、平成25年は、前年比82.3％増という飛躍的な増加となっ

ています。 

 新たな佐多岬整備が完了後は、さらなる観光客の増加が期待されます。 

第２章／南大隅町の観光をめぐる現状と課題 

（単位：人） 

H20 H21 H22 H23 H24 H25

入込客数 35,051 43,057 32,810 33,266 38,167 69,614

根占・山川航路（フェリーなんきゅう）の利用者数 

 平成23年４月より運航が再開された根占・山川航路は、平成24年から25年にかけて、利

用客数、利用車両台数ともに増加の傾向にあり、順調に利用者数が高まっているといえま

す。特に二輪車の利用者数は前年比約30％増となっており、大隅地域と南薩地域がバイ

カーやサイクリストにとって、魅力的なツーリングエリアであることを表しています。 

また、利用者数の増加は、 

平成24年度のフェリーの 

欠航数の大幅な減少にも 

関係しているものと思わ 

れます。 

 さらに、大隅地域の観

光振興の施策として、大

隅地域の宿泊者に対して、

レンタカー無料プランや

根占・山川航路の割引

キャンペーンを展開して

いることにも起因すると

思われます。 

（単位：人・台・便） 

② 

③ 

年 月 大人 子供 旅客計 車 二輪 車両計 計画便数 欠航便数

1月 4,308 455 4,763 1,608 69 1,677 248 30

2月 3,707 269 3,976 1,181 45 1,226 232 46

3月 3,949 292 4,241 1,331 115 1,446 208 34

4月 4,812 343 5,155 1,753 223 1,976 240 28

5月 7,587 558 8,145 2,503 324 2,827 254 0

6月 3,274 162 3,436 1,177 48 1,225 240 26

7月 4,369 428 4,797 1,645 104 1,749 248 8

8月 6,505 1,253 7,758 2,255 254 2,509 254 42

9月 4,348 280 4,628 1,678 218 1,896 240 24

10月 5,635 344 5,979 1,878 299 2,177 248 10

11月 5,163 324 5,487 1,691 133 1,824 240 18

12月 3,833 314 4,147 1,324 60 1,384 248 44

57,490 5,022 62,512 20,024 1,892 21,916 2,900 310

年 月 大人 子供 旅客計 車 二輪 車両計 計画便数 欠航便数

1月 3,608 387 3,995 1,434 67 1,501 216 28

2月 3,864 257 4,121 1,307 88 1,395 216 18

3月 6,175 373 6,548 2,080 234 2,314 248 10

4月 5,983 419 6,402 2,022 269 2,291 258 24

5月 8,145 461 8,606 2,688 422 3,110 268 4

6月 3,751 231 3,982 1,474 103 1,577 260 28

7月 5,423 525 5,948 1,983 192 2,175 266 0

8月 8,035 1,530 9,565 2,841 409 3,250 274 12

9月 5,741 326 6,067 2,090 329 2,419 262 18

10月 4,646 228 4,874 1,604 213 1,817 266 42

11月 5,290 270 5,560 1,775 131 1,906 240 12

12月 4,228 368 4,596 1,619 104 1,723 248 36

64,889 5,375 70,264 22,917 2,561 25,478 3,022 232

112.9 107.0 112.4 114.4 135.4 116.3 104.2 74.8

合計

合計

前年比（％）

平
成
2
4
年

平
成
２
５
年



◆12◆ 

 鹿児島市内や近隣市町のメディア、旅行会社、交通事業者を対象に、本町の観光資源

の取り扱い頻度や、本町や佐多岬の観光のイメージ、注目している観光資源などについ

てのヒアリング調査を実施しました。 

【ヒアリング調査実施概要】 

ヒアリング事業者数：｢南日本リビング新聞社｣｢鹿児島県旅行業協同組合｣など６社 

 

＜ヒアリング項目＞ 

・南大隅町のイメージ ・南大隅町への興味  

・南大隅町の取り扱い頻度（記事掲載及び観光商品造成） ・参加者、読者の反響 

・南大隅町の観光振興の課題 ・注目している素材（地域資源） 

・南大隅町への提言 

◆南大隅町のイメージ・興味について 

◇好印象の部分 
○｢佐多岬｣が最大の魅力。今後の鹿児島県の大きな観光振興のポイントになる。 
○｢佐多岬｣は、鹿児島県民でも行ったことがない人が多いと思われるが、町の管理に 
 なったため、旅行商品も造成しやすく、取材などもしやすくなった。 
○ともかく自然が素晴らしい。特に植生が豊かである。 
○｢旧佐多岬ロードパーク｣は、バイカー、サイクリストなどに人気が出そうである。 
○｢御崎祭り｣の歴史が素晴らしい。祭りそのものも“奇祭”と言っても過言ではない。 
○佐多岬で見る初日の出などは特別感があってよい。 
○自然が豊かなので、教育研修旅行、体験型の旅行などには好まれる。特に山岳のト
レッキングなどは人気が出そうだ。 
 
◇課題点 
○“遠い”というイメージは鹿児島市民の多くが持っている。 
○鹿児島市民には、南大隅町を含む大隅地域全体が“暗い”というイメージがある。 
○大隅地域への誘客について、県や大隅地域の行政の頑張りが見えるのはよいが、地域 
 住民の地域を誇る気持ちがまだ弱い。地域の人々と交流できる場が少ない。 
○地域からの情報提供量が少ない。何か話題がないと、記事などには取りあげにくい。 
 
＜旅行商品の造成における課題＞ 
○地域を案内する専門のガイドが必要。まだ地域の人々が地域を知っていない。 
○団体旅行を造成する場合、大型バスが入れる道路、大型バスの駐車場、40～50人の受 
 入が可能な飲食店がないなど、キャパシティに関する問題が大きい。 
○｢観光協会｣などの一元化窓口がないので、各事業者ごとに連絡を取らなければならず、  
 調整に時間がかかる。まだ行政と民間の連携が確立されていない。 
○フェリーなんきゅうの運賃が割高なので、垂水フェリーや桜島フェリーを利用するこ 
 とが多い。その場合、来た道をそのまま帰るルートしか作れないのが残念である。 
○宿泊施設が少なく、宿泊商品が造りにくい。 
○食事メニューやお土産商品の魅力が弱い。 
○道路のコンディションが悪いところが多い。 
○昨今消費者に人気のある地域の人の顔が見える滞在交流型のプログラムが少ない。 
○南大隅町の資源だけでは、旅行商品が作りにくいため、広域連携の取組が必要だ。 
 

第２章／南大隅町の観光をめぐる現状と課題 

（２）鹿児島市内及び近隣市町のメディア・旅行会社・交通事業者のヒアリング調査 
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◆今後、南大隅町の観光振興に必要な要素 

○町民と行政が協働する観光商品づくり。 
○｢観光協会｣などの受入の一元窓口。 
○ガイドやおもてなしの人材。 
○積極的な情報発信。 
○道路の整備、観光バスの駐車場、団体客受入の飲食店などの基盤整備。 
○地域資源に物語をもたせるなど、地域資源の魅力づくり。 
○フェリーなんきゅうの料金引き下げ。 
○“本土最南端”というオンリーワン的な特徴の積極的なPR。 

◆今後、注目していきたい南大隅町の地域資源や取組 

○大隅地域の観光の柱となる佐多岬。 
○稲尾岳などのトレッキングプログラムの開発。 
○雄川の滝の観光開発。 
○｢佐多旧薬園｣や砲台跡などの歴史的資源。 
○デコポン狩りなどのフルーツ狩りの開発。 
○確実な安全管理、また、安全管理の充実。 
○ガイドを伴うまち歩きツアーの造成。 
○｢パワースポットめぐり｣と称した旅行商品の造成。 
○｢恋人スポット｣の設定。 
○地元の人々に愛されている食材や料理。 
○マリンスポーツや、魚釣りなど海の体験プログラムの開発。 

第２章／南大隅町の観光をめぐる現状と課題 
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２．南大隅町の観光の課題整理 

 観光動態調査や旅行事業者・メディアへのヒアリング調査をふまえて、本町にお

ける観光振興の課題を以下のように整理しました。 

第２章／南大隅町の観光をめぐる現状と課題 

（１）地域の魅力の向上 

 本町は、地域内外の多くの人々が認める雄
大な自然など豊富な地域資源を有しているに
もかかわらず、それらを滞在交流型商品として
開発したり、組み立てる仕組みがないため、来
訪者にとっての本町の印象は薄いものと思わ
れます。 
 日帰りの来訪者が多い中、来訪者に魅力的
な演出とおもてなしの向上において、何度も訪
れたくなる、滞在時間を延ばしたくなるような観
光の魅力づくりが必要です。 
 特に、地域内外から大きな期待が寄せられて
いる｢佐多岬｣については、最優先で佐多地域
の人々と佐多岬の観光開発に興味のある人々
による魅力づくりが必要です。 

（２）自然と共生する観光の推進 

 本町の一番の魅力は、町内のあちこちで見ら
れる海や山の美しい景観です。しかし、それら
は町民の手で守って、保全していかなければ、
その素晴らしさを私たちの子や孫の代に継承
していけません。 
 また、町民自らが自然や環境の保護・保全を
推進するお手本となることで、地域外から来訪
する人々も、それに習おうとすることが想定さ
れます。 
 そのことから、町民が自ら美化運動や環境保
全の取組に参加することも本町の魅力の一つ
として育てていくことが必要です。 

（３）魅力情報の発信力の強化 

 本町では様々な媒体を通じて、地域内外へ
情報発信を進めていますが、それが集客につ
ながっているとの明確な判断はできません。 
 （１）（２）の取組で生まれるものを新たな地域
の魅力として活用し、｢どのようなターゲットに発
信すれば来訪するのか？｣といったターゲット
やニーズを把握し、確実に集客に結びつく戦
略性を持った効果的な情報発信を行わねばな
りません。 
 また、来訪者に対する着地情報の提供に関
しても、インフォメーションセンター等の整備や、
町民が“総観光人材”としての意識をもって、来
訪者が求める多種多様な情報をわかりやすく
提供できる体制づくりが必要です。 

（４）観光地域づくりを担う人材や団体 
   の育成及び推進組織の設立 

 本町の豊かな地域資源と人材を活かした観
光地域づくりを図るため、地域の人材や関連
団体を地域リーダーとして起用、育成すること
が望まれています。 
 また、来訪者におもてなしの心あふれるサー
ビスを提供できる「交流人口創出を促進する観
光ガイド」や「滞在交流型プログラムの指導者」
など、観光地域づくりを担う人材の育成や、技
術や資質の向上が求められます。“町民総観
光人材”を理念とした｢南大隅町をもっと知って
欲しい｣｢南大隅町にまた来て欲しい｣という町
民の意識の醸成に努めなければなりません。 
 そして、人的資源を統括し、地域内外をコー
ディネートする一元化窓口の機能を有する観
光地域づくりの推進母体となる組織の構築が
必要です。 

（５）観光基盤の整備とアクセスの向上 

 地域内外から、佐多岬までのロードサインの
設置や観光スポットの案内板の設置、また、地
域資源をめぐる案内機能の構築が望まれてお
り、それらは整備計画を策定し、できるだけ早く
取り組まなければなりません。 
 併せて、大型バスにも対応できる道路や駐車
場の整備、昨今、増加しているバイカーやサイ
クリストに配慮のある基盤づくりなどが必要です。 

（６）広域連携の推進 

 ｢旧佐多岬ロードパーク｣から先の佐多岬エリ
アは、本町の地域資源としての価値を超えて、
大隅地域全体の、ひいては鹿児島県の重要な
観光資源として注目されています。 
 そこで、佐多岬を中核に、個人旅行者・団体
旅行者の誘客や、教育旅行の誘客に向けて、
周辺市町と連携し、“端っこ”“最南端”といった
テーマを共有しながら広域連携のルートづくり、
商品づくりが必要です。 



第 
３ 
章 

「南大隅町観光振興基本計画」   
     の基本理念と基本方針 
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１．基本理念 

（２）南大隅町の観光振興の基本的な考え方 

 本町の観光振興は、町民が「なぜ？」と思うことから始まります。 

第3章／｢南大隅町観光振興基本計画｣の基本理念と基本方針 

（１）基本理念のコンセプトワード 

 本町の観光地域づくりを進めるための根幹となる、今後５ヵ年の観光振興基本

計画の基本理念のコンセプトワードを、以下のように設定します。  

海・山・岬と“もてなす笑顔”をまちの活力に！ 

佐多岬へ人々を誘う 本土最南端のまちづくり 
   いざな 

 基本理念の考え方は、以下の通りです。 

佐多岬やその他の南大隅町の“まちのタカラ”の原石を、 
南大隅町の“ひとのチカラ”で、 

真の輝く“まちのタカラ”へと磨き上げる！ 

佐多岬や本土最南端
の町ならではの新し
い旅のスタイルを、町
外に提案できること 

町民や町内の農商工
事業者が自ら考え、
連携し、官民が協働
した内容であること 

佐多岬のポテンシャ
ルを把握し、近隣市
町や旅行事業者など
との連携を図ること 

南大隅町観光振興基本計画策定の三本柱 

○人々はなぜ、佐多岬や南 
  大隅町にやって来るのか？ 
 
○私たち町民は、なぜ、来訪者 
  に佐多岬や南大隅町を観て 
  欲しいのか？ 
 
○私たち町民は、なぜ、人々に 
   佐多岬や南大隅町に来て欲 
  しいのか？ 

○本土最南端だから 
○佐多岬が見たいから 
○美味しい物が食べたいから 
      など 

○本土最南端のまちだから 
○自然が素晴らしいから 
○美味しい物を食べて欲しいから      
      など 

○地域で経済活動が起こるから 
○地域ににぎわいが生まれるから 
○来訪者に向けて新しいイベント
やお土産商品などが生まれるから 
       など 
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（３）目指す南大隅町の観光地域づくりの姿 

 本町の観光地域づくりは、前述の基本的考え方により策定された本計画に沿っ

て、佐多岬などに代表される“まちのタカラ”と、町民の“ひとのチカラ”の融

合によって推進され、その相乗効果により、本町が目指す「おもてなしのまち」

「佐多岬へ行きたくなるまち」「心身ともに元気になれるまち」の実現へとつな

げ、結果、多くの観光客が訪れる町となることを目指します。 

 また、交流人口の増加により、地域側には、【地域がにぎわう（地域活性化）

→地域が潤う（経済活性化）→町民が地域に誇りを持つ】、来訪者側には【訪問

する→滞在する→定住する】という流れを生み、観光振興による本町の発展的活

性化が約束されます。 

【本計画の取組で実現できること】 

【南大隅町が目指す 
   観光地域づくりの姿】 

第3章／｢南大隅町観光振興基本計画｣の基本理念と基本方針 
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海・山・岬と“もてなす笑顔”をまちの活力に！ 

佐多岬へ人々を誘う 本土最南端のまちづくり 

 

 

“佐多岬”と海・山の雄大な自然が南大隅町の観光振興のメインとなる活用資源。 

 そして、それらを守り、継承していくことが本町と町民の使命である。 

 

 町民が誇りに思い、来訪者へ伝えたいもの、自慢したい地域資源の第１位は｢佐

多岬｣であり、併せて、三方を海に囲まれた地域特有の海・山の大自然という調査

結果が出ています。 

 ｢佐多岬｣は、“本土最南端”という地理的特徴を有し、本町だけに留まらず、

大隅半島全域、ひいては鹿児島湾（錦江湾）周辺の観光の魅力向上の資源の一つ

として、観光に係わる人々の期待が大きくなっています。   

 そのことから、｢佐多岬｣への戦略的な誘客と、来訪者に再訪を促すことができ

るような滞在交流型観光の取組の推進により、｢佐多岬｣を魅力あふれる観光地と

することは、本町の使命であり、本計画の中では大きな柱となります。 

 

 “もてなす笑顔”とは、即ち、町民が協働する町民参加型の滞在交流型観光の

取組のイメージを表します。観光事業者も一般の町民も誰もが観光振興に興味を

もち、取組に参加することで、“まちのタカラ”と“ひとのチカラ”が有機的に

連携し、来訪者が滞在から定住へと変わっていく、本町ならではの観光地域づく

りの実現を目指していきます。 

 併せて、佐多岬や町内の自然遺産は、ただ観光振興に活用するだけではなく、

町民が高い意識をもって、保護し、継承していくことを、基本方針として明確に

記します。  

第3章／｢南大隅町観光振興基本計画｣の基本理念と基本方針 

（４）基本理念のコンセプトワードの意図 
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２．「南大隅町観光振興基本計画」の施策体系 

 「南大隅町観光振興基本計画」施策体系を以下に示します。 

【
南
大
隅
町
の
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
理
念
】
温
故
創
新 

北
緯
31
度
線
の
ま
ち 

 
 

 

歴
史
あ
る
文
化
と
豊
か
な
自
然
を
活
か
し
、
魅
力
あ
る
人
材
の
育
成
と
産
業
の
活
性
化
を
図
り
、 

 
 

 

住
む
人
、
訪
れ
る
人
が
心
の
豊
か
さ
と
幸
せ
を
実
感
で
き
る
安
心
・
安
全
な
町 

第3章／｢南大隅町観光振興基本計画｣の基本理念と基本方針 

基本理念 基 本 方 針

～
海
・
山
・
岬
と

“
も
て
な
す
笑
顔
”
を
ま
ち
の
活
力
に
！
～

佐
多
岬
へ
人
々
を
誘
う

本
土
最
南
端
の
ま
ち
づ
く
り

【基本方針１】

｢佐多岬｣を核とした観光の魅力づくり

【基本方針２】

雄大な自然資源を活かした滞在交流型観光の推進

【基本方針３】

“おもてなし力”ある観光地域づくり推進体制の構築

【基本方針４】

自然との共生を目指す自然保護・環境保全の強化

【基本方針５】

効果ある情報発信の強化と積極的な誘客戦略の展開

【基本方針６】

広域連携による観光振興の取組の推進

い
ざ
な
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５つの 
リーディング 
プロジェクト  

①
観
光
地
域
づ
く
り
へ
の
参
加
と
自
然
及
び
景
観
保
全
に
関
す
る 

 
 

町
民
の
意
識
醸
成
に
関
す
る
取
組 

 

②
観
光
地
域
づ
く
り
を
推
進
す
る
組
織
の
構
築 

 

③
「
佐
多
岬
」
を
最
優
先
と
し
た
観
光
商
品
づ
く
り 

 

④
南
大
隅
町
の
様
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の
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ガ
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ド
組
織
の
構
築 

 

⑤
佐
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岬
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向
け
た
観
光
基
盤
の
整
備 

第3章／｢南大隅町観光振興基本計画｣の基本理念と基本方針 

（１）佐多岬及び周辺地域における滞在交流型のプログラムづくり

（２）“佐多岬の食”の魅力の創出とお土産品等の開発

（３）佐多岬観光の情報発信の強化

（４）佐多岬の観光基盤づくり

（５）佐多岬及び周辺地域の観光人材の確保・育成と
観光地域づくりの推進組織の構築

基 本 施 策

（１）“海・海岸”ゾーンの観光の魅力づくり

（２）“里山”ゾーンの観光の魅力づくり

（３）｢雄川の滝｣の観光の魅力づくり

（４）歴史・文化・伝統を活かした観光の振興

（５）バイカー・サイクリストに魅力的な観光の振興

（６）南大隅町地域資源を活かした教育研修旅行の
受け入れに向けた取組の推進

（７）南大隅町の産品ブランド構築の取組の推進

（１）まちづくり団体及び町民の意識醸成をともなう
“おもてなし力”強化の取組の推進

（２）観光拠点施設の集客力の強化
及び観光事業者の“おもてなし力”の強化

（３）観光地域づくりを担う組織の構築及び人材の確保・育成

（４）外国人旅行者受入体制の整備

（１）自然環境の保護・保全及び景観の保持に関する
町民の意識啓発のための取組の推進

（２）観光拠点施設、観光地の景観美化に向けた取組の推進

（３）町民による町内美化運動の推進

（４）景観保持に関するルールづくりの検討

（１）顧客ニーズの把握を行うマーケティング調査の推進

（２）WEBやSNSを活用した情報発信の強化

（３）多様なメディアを活用した情報発信の推進

（１）旅行事業者・交通事業者との連携による
観光商品づくりの取組の推進

（２）近隣市町との広域連携による観光の振興
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 雄大な自然資源を活かした滞在交流型観光の推進 

 「南大隅町観光振興基本計画」では、基本理念の実現に向けて６つの基本方針

を定め、それぞれの基本施策を展開します。 

 「佐多岬」を核とした観光の魅力づくり 

 佐多岬は、国立公園を管理する環境省及び県と緊密に連携しながら、観光拠点

としての新たな整備を行います。 

 整備完了後は、新たな観光地として生まれ変わりますが、佐多岬は本町だけの

観光資源としてではなく、大隅地域の主要観光資源として位置づけられています。 

 そのことから、様々な期待に応えるべく、また、本町活性化の原動力とするた

めに、広域からの誘客・ファンづくりを目標に、町民の意識醸成や観光地域づく

り事業への参画促進などの取組を行い、町全体で“佐多岬観光”を盛り上げてい

きます。 

 本方針は、以下の５つの基本施策で展開します。 

基本方針１ 

（１）佐多岬及び周辺地域における滞在交流型のプログラムづくり 

（２）“佐多岬の食”の魅力の創出とお土産商品等の開発 

（３）佐多岬観光の情報発信の強化 

（４）佐多岬の観光基盤づくり 

（５）佐多岬及び周辺地域の観光人材の確保・育成と 

    観光地域づくりの推進組織の構築 

基本方針２ 

（１）“海・海岸”ゾーンの観光の魅力づくり 

（２）“里山”ゾーンの観光の魅力づくり 

（３）｢雄川の滝｣の観光の魅力づくり 

（４）歴史・文化・伝統を活かした観光の振興 

（５）バイカー・サイクリストに魅力的な観光の振興 

（６）地域資源を活かした教育研修旅行の受け入れに向けた取組の推進 

（７）地域産品ブランド構築の取組の推進 

 本町を訪れる人々が、町のイメージとして一番にあげるのは“雄大な自然”、

そして、町の三方を囲む“海の美しさ”です。それらは、町の誇りでもあります。 

 そのことから、豊富な自然資源を十分に活用し、個人旅行や団体旅行、また、

教育研修旅行に向けた滞在交流型プログラムの造成、あるいは産品開発など、い

わゆる“観光商品づくり”を推進します。 

 本方針は、取組を実施するエリアや集客するターゲットなどの設定を伴った以

下の７つの基本施策で展開します。 

３．６つの基本方針 

第3章／｢南大隅町観光振興基本計画｣の基本理念と基本方針 
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 “おもてなし力”ある観光地域づくり推進体制の構築 基本方針３ 

（１）まちづくり団体及び町民の意識醸成をともなう 

   “おもてなし力”強化の取組の推進 

（２）観光拠点施設の集客力の強化及び観光事業者の“おもてなし力”の強化 

（３）観光地域づくりを担う組織の構築及び人材の確保・育成 

（４）外国人旅行者受入体制の整備 

 「佐多岬」を中心とした観光事業が町の基幹産業となっていくために、町民の

本町を誇る心や、魅力づくりに参画する意識を醸成し、“町民総観光人材”を目

標に、町民自らが本町を“新たな観光地”として活性化させていく観光基盤の構

築の取組を推進します。 

 自然・歴史・文化など各分野における観光ガイドなど、現場における観光人材

の育成や、既存観光施設のおもてなし力向上に関わる取組、外国人旅行者への対

応策の検討などを進めるとともに、それらをコーディネートする観光地域づくり

の推進母体となる組織の構築を進めます。 

 本方針は、以下の４つの基本施策で展開します。 

 自然との共生を目指す自然保護・環境保全の強化 基本方針４ 

（１）自然環境の保護・保全及び景観の保持に関する 

   町民の意識啓発のための取組の推進 

（２）観光拠点施設、観光地の景観美化に向けた取組の推進 

（３）町民による町内美化運動の推進 

（４）景観保持に関するルールづくりの検討 

 雄大な自然、四季折々の美しさは、本町の誇れる財産。町内のいたるところに

存在するその財産の魅力を観光客・来訪者に十分に堪能いただけるように、観光

地、観光拠点施設等の景観及び環境美化運動を推進します。 

 これらの取組についても、日頃から町民が恵まれた自然と共生し、継承してい

く心を養うことが重要であり、その意識づけを最優先とした施策を展開します。 

 また、自然の景観を損なうような建物の建築等を防ぐために、景観保持に関す

るルールづくりを検討します。 

 本方針は、以下の４つの基本施策で展開します。 

第3章／｢南大隅町観光振興基本計画｣の基本理念と基本方針 



◆24◆ 

 効果ある情報発信の強化と積極的な誘客戦略の展開 基本方針５ 

（１）顧客ニーズの把握を行うマーケティング調査の推進 

（２）WEBやSNSを活用した情報発信の強化 

（３）多様なメディアを活用した情報発信の推進 

 広域連携による観光振興の取組の推進 基本方針６ 

（１）旅行事業者・交通事業者との連携による観光商品づくりの取組の推進 

（２）近隣市町との広域連携による観光の振興 

 本町の魅力を町内外に広く発信し、併せて、各種媒体には積極的に情報提供を

行い、幅広く効果的な誘客につながる情報発信を戦略的に推進していきます。 

 また、来訪者の町内での動向や、都市部における本町や佐多岬の認知度、来訪

意向なども調査し、消費者の観光ニーズを明確に把握することで、観光商品づく

りや情報発信戦略に活用していきます。 

 本方針は、以下の３つの基本施策で展開します。 

 「佐多岬」は、本町の重要な観光資源であるとともに、大隅地域全体における

重要な観光資源でもあります。そこで、佐多岬への誘客活動は、本町への誘客活

動と同時に、大隅地域への誘客活動と捉え、バスツアーなどを造成している旅行

会社や交通事業者、また、鹿児島市、指宿市、霧島市など県内の観光拠点地域、

大隅地域の他市町など近隣市町との連携を図っていきます。そこでは、共通の

テーマによる観光商品づくりや情報のネットワーク化など、広域での観光振興の

仕組みづくりを積極的に働きかけ、大隅地域全体に効果ある観光客誘客戦略を推

進していきます。併せて、県の観光振興策についての情報共有、施策の協働性も

高めていきます。   

 本方針は、以下の２つの基本施策で展開します。 

第3章／｢南大隅町観光振興基本計画｣の基本理念と基本方針 



第 
４ 
章 

 基本方針の展開 
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１．【基本方針１】『｢佐多岬｣を核とした観光の魅力づくり』の施策展開 

基本施策（１） 

佐多岬及び周辺地域における滞在交流型観光のプログラムづくり 

 佐多岬を中心に周辺地区の地域資源も含めて、滞在交流型のプログラム造成や
集客交流イベントの開催などに取り組んでいきます。 

【考えられる基本的取組】 

①佐多岬及び周辺地区の体験交流型プログラムの造成 

②佐多岬及び周辺地区のイベント事業の造成 

③佐多岬及び周辺地区のトレッキングコースの造成 

④｢御崎祭り｣の観光事業化 

基本施策（２） 

“佐多岬の食”の魅力の創出とお土産商品等の開発 

 佐多地域の産品を素材としたご当地グルメや加工品の開発、食品に限らないお
土産商品の開発などを行い、佐多岬観光を地域産品のチカラで、さらに魅力ある
ものに育てていきます。 

【考えられる基本的取組】 

①既存の食・食文化の見直しと新たな食資源の開発 

②佐多岬を象徴するお土産商品の開発 

▲佐多岬トレッキング ▲御崎祭り 

▲佐多地域の魚介類を素材とした料理 

第４章／基本方針の展開 
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基本施策（３） 

佐多岬観光の情報発信の強化 

 消費者や旅行事業者、交通事業者等に対して、佐多岬の観光商品の詳細や、日々
の佐多岬観光の情報を積極的に発信していきます。 

【考えられる基本的取組】 

①観光客を対象とした佐多岬及び周辺地区の情報発信の充実 

②他地域と連携した佐多岬及び周辺地域の情報発信の充実 

③佐多岬の来訪者を対象としたマーケティング調査 

第４章／基本方針の展開 

基本施策（４） 

佐多岬の観光基盤づくり 

 根占地区から佐多岬に至るまでの沿線について、自然景観を損わない、統一感
のある観光案内板、標識、ビュースポットの案内サイン等の整備、道路コンディ
ションの改善等を行っていきます。 

【考えられる基本的取組】 

①佐多岬に至る沿線における案内サインの強化 

②佐多岬公園内の多様な案内サインの強化（植生、ビュースポット等） 

基本施策（５） 

佐多岬及び周辺地域の観光人材の確保・育成と観光地域づくりの推進組織の構築 

 佐多岬や佐多地域の魅力を来訪者に伝えることができる人材の育成、また、
様々な佐多地域の地域づくりの取組をコーディネートしていく組織の構築を行っ
ていきます。 

【考えられる基本的取組】 

①佐多岬観光専門ガイドの育成 

②佐多地域の滞在交流型観光の推進組織の構築 
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基本施策（１） 

“海・海岸”ゾーンの観光の魅力づくり 

 本町の海や海岸で展開可能な観光商品づくり―例えば、マリンスポーツや釣り
などマリンアクティビティのプログラムづくり、町民の多くが自慢としている
“夕陽”をテーマとしたイベントの造成、豊富な海産物を素材とした食の開発や
それに関連するプログラム、イベントの造成を推進していきます。 

【考えられる基本的取組】 

①“海”を舞台とした体験交流型プログラムの整備 

②“夕陽”をテーマとした滞在交流型事業の開発 

③海の産品を素材とした食・食文化の魅力創出 

２．【基本方針２】『雄大な自然資源を活かした滞在交流型観光の推進』の施策展開 

▲開聞岳を遠くに望む大浜海岸の夕陽 ▲キダカ（ウツボ）の干物づくり風景 

▲ウミガメが産卵する大浜海岸 

▲大人気の海グルメ、｢食事処時海｣の時海丼 

第４章／基本方針の展開 
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基本施策（２） 

“里山”ゾーンの観光の魅力づくり 

 施策（１）同様、里山ゾーンについても、地域の人々を主役に滞在交流型プロ
グラムやイベントの開発、食の開発などを推進していきます。 
 特に、山岳のトレッキングプログラムやまちあるきコースの造成には、積極的
に取り組んでいきます。 

【考えられる基本的取組】 

①“南大隅町の山”の観光の魅力の創出 

②食農融合の滞在交流プログラムの造成 

③“南大隅町まち歩きコース”の造成 

④里山の産品を素材とした食・食文化の魅力創出 

第４章／基本方針の展開 

▲“照葉樹の森”がある稲尾岳（959m） ▲稲尾岳の照葉樹の森トレッキング 

▲里山の産品／ 
   デコポン（左）・マンゴー（中） 
  ・バレイショ（右）  

▲里山の加工品／シャーベット（左）・ねじめびわ茶（右）  
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基本施策（３） 

｢雄川の滝｣の観光の魅力づくり 

 急激に観光客が増加している「雄川の滝」について、自然環境の保全・保護も
視野に入れた観光基盤の整備や、周辺地域を巻き込んだ観光地域づくりの取組を
推進していきます。 

【考えられる基本的取組】 

①｢雄川の滝｣をテーマとした滞在交流型プログラムの造成 

②｢雄川の滝｣観光の情報発信の強化 

③｢雄川の滝｣の観光基盤の整備 

基本施策（４） 

歴史・文化・伝統を活かした 
観光の振興 

 本町には禰寝（ねじめ）氏が築いてきた歴史や、江戸時代に島津藩の領地とし
て栄えた歴史など、歴史愛好家に好まれる歴史スポットや伝統行事が多く存在し
ています。その魅力を伝える取組を実施していきます。 

【考えられる基本的取組】 

①歴史・文化・伝統を活かした体験交流型プログラムの造成 

②歴史・文化・伝統を伝える情報発信の強化 

第４章／基本方針の展開 

▲“神秘の滝”｢雄川の滝｣ 

▲禰寝氏が唐人と南蛮人の親睦を図る 
 ために行ったという故事にもとづいて始 
 まった ｢ドラゴンボートフェスティバル｣ 

▲全国でも珍しい並列した鳥居を有する｢諏訪神社｣ 
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基本施策（５） 

バイカー・サイクリストに魅力的な観光の振興 

 本町には1年を通じて、たくさんのバイカーやサイクリストが訪れます。その
ようなバイカーやサイクリストの皆さんに何度も訪れてもらえるような観光商品
づくりやおもてなしの体制を構築していきます。 

【考えられる基本的取組】 

 ①バイカー・サイクリストを歓待する観光基盤の整備 

 ②バイカー・サイクリストを歓待する観光商品の造成 

第４章／基本方針の展開 

▲｢なんたん市場｣に集合するバイカーのグループ 

基本施策（６） 

地域資源を活かした教育研修旅行
の受け入れに向けた取組の推進 

 本町は、教育研修旅行の関係団体との連携により、民泊の開拓や小中高生の教
育旅行の誘致が進行中です。その取組をさらに確かなものにしていくために、現
行の取組のさらなる拡充、新規取組の推進を図っていきます。 

【考えられる基本的取組】 

①教育研修旅行を対象とする体験交流プログラムの造成 

②民泊実践者の増加に向けた取組 

③教育研修旅行誘致を目的とした情報発信の強化 

▲糸巻きに挑戦する高校生 ▲教育研修旅行向けのプログラム ｢トビウオすくい体験｣ 
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基本施策（７） 

地域産品ブランド構築の取組の推進 

 本町には豊富な海山の産品が存在します。それらを“南大隅町産”“南大隅町
ブランド”としてPRし、広く販路を開拓していくために、地域産品のブランド
化の取組を推進していきます。 

【考えられる基本的取組】 

①食のブランド化事業の立ち上げと推進 

②食のブランドの情報発信と販売の仕組みづくり 

第４章／基本方針の展開 

▲｢南大隅町地域経済活性化協議会｣で作成された 
  『南大隅の地域特産品を使った南大隅レシピ』 
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基本施策（１） 

まちづくり団体及び町民の意識醸成をともなう“おもてなし力”強化の取組の推進 

 本町の観光振興にあたっては、町民の観光振興に対する意識喚起、意識醸成、
町民自らが参加する観光振興の取組が最優先と考えられます。そこで、まずは、
町民を対象とした観光振興や地域づくりの学びの場づくり、観光人材の発掘・確
保・育成の取組を強化していきます。 

【考えられる基本的取組】 

①観光ガイドの確保・育成とガイド組織の構築 

②町民の郷土意識の醸成とおもてなし意識の啓発 

基本施策（２） 

観光拠点施設の集客力の強化及び観光事業者の“おもてなし力”の強化 

 来訪者が本町の滞在を気持ちよく感じ、リピーターとなるためには、観光事業
者の“おもてなし”の取組は欠かせません。 
 そこで、町内の観光拠点施設を中心に、スタッフの接遇や来訪者に喜ばれる商
品の造成などについて、学びの場づくりを推進していきます。併せて、町内の観
光拠点施設が連携する来訪者へのおもてなしの取組、誘客戦略についても、一体
的な推進を図っていきます。 

【考えられる基本的取組】 

①観光拠点施設の課題等の整理 

②町内の観光拠点施設のネットワーク化 

③観光事業者の企画力、接遇力強化の取組の推進 

３．【基本方針３】『“おもてなし力”ある観光地域づくり推進体制の構築』の施策展開 

▲平成25年度に実施した｢佐多岬にぎわい創 
  出事業｣モニターツアーの風景 

▲南大隅町の重要観光拠点の一つ、 
  ｢ねじめ温泉・ネッピー館｣ 

第４章／基本方針の展開 
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基本施策（４） 

外国人旅行者受入体制の整備 

 本町の観光振興にあたっては、広域連携は重要な要素になります。 
県内の重要観光拠点地域と連携する場合、外国人旅行者の来訪が十分に考えられ
ます。そのために、今後は外国人旅行者の対応に向けた取組を推進していきます。 

【考えられる基本的取組】 

①多言語による観光基盤の整備及び観光案内ツールの製作 

②外国人旅行者に対応可能な受入体制の整備 

基本施策（３） 

観光地域づくりを担う組織の構築及び人材の確保・育成 

 本計画の施策や取組を推進していく上で、行政と協働する民間の推進組織、す
なわち、地域内外をコーディネートする観光地域づくりの推進母体となる観光協
会のような組織の設立が求められています。 
 佐多岬の整備が進む中、観光事業者や関係機関との相互協議、調整を図りなが
ら、本町にふさわしい組織の設立に向けた取組を推進します。また、組織の人材
に関しては、国の“地域おこし協力隊”制度の導入などを活用し、積極的な人材
確保に努めていきます。 

【考えられる基本的取組】 

①｢南大隅町観光協会（仮称）｣の構築及び人材の確保・育成 

第４章／基本方針の展開 

▲総務省｢地域おこし協力隊｣の募集ポスターとロゴ 
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基本施策（１） 

自然環境の保護・保全及び景観の保持に関する町民の意識啓発のための取組の推進 

 佐多岬をはじめとする雄大な自然は、本町の重要な観光資源ですが、その美し
さや景観の素晴らしさは後世に継承していかねばなりません。本町は自然と共生
しながら観光振興、地域づくりを推進していくことを町民が理解し、協働してい
くために、セミナーや勉強会を開催するなど学びの場を創出していきます。 

【考えられる基本的取組】 

①恵まれた自然との共生及び継承について、町民が学ぶ場づくりの推進 

基本施策（２） 

観光拠点施設、観光地の景観美化に向けた取組の推進 

 町民が恵まれた自然と共生した地域づくりを推進しているイメージは、まず、
来訪者との接点となる観光拠点施設や観光地から発信していく必要があります。
観光拠点施設や観光地を美しく、清潔に保つことは、そのまま町のイメージにつ
ながることと考え、具体的には、観光拠点施設・観光地のトイレの整備、花いっ
ぱい運動などに積極的に取り組んでいきます。 

【考えられる基本的取組】 

①主要観光スポットの景観美化、トイレや観光案内板の拡充 

②観光拠点施設における美化運動の推進 

４．【基本方針４】『自然との共生を目指す自然保護・環境保全の強化』の施策展開 

▲熱帯魚や珊瑚礁が見られる海域公園 

▲町内のいたるところ 
  で見られる亜熱帯 
  の植生 

第４章／基本方針の展開 
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基本施策（３） 

町民による町内美化運動の推進 

 基本施策（１）に連動する施策です。町民一人ひとりが「町内のほとんどの手
つかずの自然が国立公園であり、特別保護地域であること」を認識した上で、草
刈り、海岸のゴミ拾いなど可能な範囲でできる美化活動を推進していきます。 

【考えられる基本的取組】 

①町民が自ら取り組む町内美化運動の推進 

基本施策（４） 

景観保持に関するルールづくりの検討 

 佐多岬の観光開発が展開していく中で、町の誇りで
ある自然景観を損なわないような開発を行っていくべ
きと考えます。そこで、景観にそぐわない建物などの
建設を防ぐためのルールづくりの必要性を検討し、自
然景観を維持していく方策を整えていきます。 

【考えられる基本的取組】 

①景観保持に関するルールづくりの必要性の調査等の実施 

第４章／基本方針の展開 

▲本町は｢錦江湾クリーンアップ作戦｣に参画し、夏と秋に湾岸地域の環境保全を図るための 
  海岸清掃活動参画の呼びかけを広く行っています 

▲旧佐多岬ロードパークの 
  フェニックスやガジュマル  
   が造る南国情緒あふれる 
   美しい景観 
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基本施策（１） 

顧客ニーズの把握を行うマーケティング調査の推進 

 滞在交流型プログラムの造成、イベントの開発、特産品やお土産商品の開発な
ど観光商品づくりに関して、消費者のニーズを満たすようなものを創り上げてい
くことを念頭に「消費者が南大隅町に何を求めているか」「来訪者は、体験した
観光商品についてどのような感想を持ったか」などの意向調査を実施し、戦略的
に“売れる商品づくり”につなげていきます。 

【考えられる基本的取組】 

①来訪者のニーズや動向及び意向調査の実施 

②都市部における消費者の本町のイメージ調査の実施 

基本施策（２） 

WEBやSNSを活用した情報発信の強化 

 インターネットの急速な発展により、WEBサイトやSNSを活用したリアルタ
イムな情報発信や、消費者との双方向のコミュニケーションを図ることが、観光
振興や地域づくりの重要な取組になっています。本町においても、既存の公式
WEBサイトによる情報発信力の強化や、Twitter、Facebook（※次ページの｢ポイン

ト｣参照）などを活用したリアルタイムな情報発信の充実を図っていきます。 

【考えられる基本的取組】 

①観光情報WEBサイトの構築と機能の拡充 

②SNSを活用した情報発信の強化 

５．【基本方針５】『効果ある情報発信の強化と積極的な誘客戦略の展開』の施策展開 

▲本町の公式WEBサイト 

第４章／基本方針の展開 
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基本施策（３） 

多様なメディアを活用した情報発信の推進 

 新聞・情報誌などの紙媒体やテレビ・ラジオなどの電波媒体での情報発信、あ
るいは旅行事業者や交通事業者と連携した商品づくりの推進については、自ら積
極的に情報を提供する取組を強化していきます。 

【考えられる基本的取組】 

①紙媒体、電波媒体その他の媒体を活用した情報提供と情報発信の強化 

第４章／基本方針の展開 

▲『リビングかごしま』（南日本リビング新聞社）に  
 よる南大隅町の観光情報の発信 

「WEB」「SNS」とは？ 

 ウェブサイト(website) は、“World Wide Web(WWW) ”上にあり、一般に特定のドメイン名の下に

ある複数のウェブページの集まりのことをいいます。略して“サイト”と呼ばれることもあります。我が

国では、本来はウェブサイトの最初のページ（表紙的ページ）の意味である“ホームページ”もウェ

ブサイトと同じ意味で使われています。企業などの団体が自身を紹介するため自ら構築したサイト

を、その団体の“公式サイト”と呼びます。 

 SNSとは、“ソーシャル・ネットワーキング・サービス”の略語で、社会的ネットワークをインターネッ
ト上で構築するサービスを指し、多くのSNSが無料でお手軽に利用できます。 
 我が国で利用されている代表的なSNSとしては、日本最多の会員数をもつmixi（ミクシィ）、モバ
イル向けのGREE（グリー）、Mobage（モバゲー）、世界最多の会員数を持つFacebook（フェイス
ブック）などがあり、Twitter（ツィッター）など配信する文字数に制限があるミニブログサービスもリ
アルタイムな情報発信の手段としては人気があります。 
 SNSは、リアルタイムな情報を多くの人々に一斉に発信できる利点から、昨今では企業のみなら
ず、自治体、観光協会など公的機関も広報宣伝の手段として利用しています。 

ポイント！ 

http://justiceplanning.net/blog/wp-content/uploads/2014/01/IP02_A25.jpg
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基本施策（１） 

旅行事業者・交通事業者との連携による観光商品づくりの取組の推進 

 基本方針５-（３）と連動する取組です。県内外の旅行事業者・交通事業者への
積極的な情報提供と観光商品づくりの連携を行い、佐多岬や南大隅町の観光拠点
施設の来訪を含んだツアー商品の増加を実現していきます。 

【考えられる基本的取組】 

①根占・山川航路の利用促進の戦略的展開 

②鹿児島中央駅、鹿児島空港、垂水港、桜島港、志布志港からの誘客プランの造成 

基本施策（２） 

近隣市町との広域連携による観光の振興 

 佐多岬を核とした本町、ひいては大隅地域への観光入込客の増加を狙い、大隅
地域の他市町、また、指宿市を中心とした南薩地域との広域連携による観光振興
を、個人旅行・団体旅行・教育研修旅行の誘致の側面から、関係機関に積極的に
働きかけていき、推進体制の構築や商品づくりを推進していきます。 

【考えられる基本的取組】 

 ①個人旅行者・団体旅行者を対象とした広域連携による誘客戦略の展開 

 ②教育研修旅行を対象とした広域連携による誘客戦略の展開 

６．【基本方針６】『広域連携による観光振興の取組の推進』の施策展開 

▲根占⇔山川航路を運航する 
  ｢フェリーなんきゅう｣ 

▲さんふらわあトラベル(株)による 
  関西発｢弾丸フェリーたび｣の南大隅町旅行プラン 

第４章／基本方針の展開 
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７．計画の目標値 

 本計画では、基本理念の実現に向けて、平成30年（2018年） までの目標達成項目を

以下の７項目に設定し、施策を推進します。 

 なお、数値が把握できない項目については、早期に実態調査を実施し、目標の新たな

設定や検証を行います。 

（１）観光入込客数 

指標 
項目 

H20 H21 H22 H23 H24 H25 
目標値 

（H30） 

観光入込
客数
（人） 

189,685 212,361 156,316 167,200 178,880 235,424 

320,000 

6ヵ年平均 189,977 

 佐多岬整備等を踏まえ、計画期間終了の平成30年までに、次の通り目標値を定めます。 

（２）｢佐多岬公園｣入込数 

指標 
項目 

H20 H21 H22 H23 H24 H25 目標値 
（H30） 

入込数
（人） 

35,051 43,057 32,810 33,266 38,167 69,614 

150,000 

6ヵ年平均 41,994 

（３）町内宿泊者数 

 町内宿泊客数についても、滞在時間の延長を目指し、次の通り目標値として定めます。 

指標項
目 

H20 H21 H22 H23 H24 H25 
目標値 

（H30） 

宿泊客数
（人） 

21,937 19,607 13,346 12,562 16,297 15,023 
30,000 

6ヵ年平均 16,462 

 佐多岬整備等を踏まえ、計画期間終了の平成30年までに、次の通り目標値を定めます。 

第４章／基本方針の展開 
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（５）スポーツ合宿等受入数 

 スポーツ合宿等の受入数についても、町内スポーツ施設の環境整備、スポーツイベント

の拡充などを行い、次の通り目標値として定めます。 

第４章／基本方針の展開 

（６）山川・根占航路利用者数 

 山川・根占航路利用者数については、本計画に沿って指宿市との広域連携を積極的

に推進することにより、次の通り目標値として定めます。  

指標項目 H25 目標値（H30） 

山川・根占航路 
利用旅客数（人） 

70,264 80,000 

山川・根占航路 
利用車両数（台） 

25,478 29,000 

（７）公式WEBサイトアクセス件数 

 本計画に沿って、観光振興の様々なアクションを起こすことにより、地域の情

報についても積極的に発信していきます。本町が公式観光WEBサイトとしている町

のホームページの『観光情報サイト』のアクセス件数を、次の通り目標値として

定めます。 

指標項目 H25 目標値（H30） 

公式WEBサイトアクセス件数（人） 249,254 500,000 

（４）教育研修旅行受入数 

 教育研修旅行受入数についても、滞在交流型プログラムやイベントの開発を積極的に

行い、次の通り目標値として定めます。 

指標項目 H25 目標値（H30） 

教育研修旅行受入数（人） 158 500 

指標項目 H25 目標値（H30） 

スポーツ合宿等受入数（人） 21 300 



第 
５ 
章 

 計画の推進に向けて 



◆43◆ 

１．リーディングプロジェクト（重点事業）の推進 

（１）重点事業の考え方と５つのリーディングプロジェクト 

 本計画では、平成26年度以降５ヵ年で優先的に取り組むべき取組を５つのリー

ディングプロジェクト（重点事業）として取りまとめ、実施時期、取組主体を事

業ごとに整理し、先行して実施していきます。 

フラッグシップ（旗艦）的な事業とする！ 

■“リーディングプロジェクト”とは、旗艦的事業（フラッグシップ事業）として、観光振興にあたって、基本的な方向性

（基本方針・施策、基本的な取組）を内外に伝え、来訪者（観光客）の興味をひくとともに、町民に対してのメッセージ効

果の高い事業としなければなりません。 

■リーディングプロジェクトの実施により、参画者の獲得や連携する新たな取組が始まり、担い手の創出や事業の継

続にもつながるなど、波及効果が生まれることを目指します。 

計画に早期に取り組むことが可能！ 

■早期に活動を進め、その成果が実感できる取組は、そこで必要とされている人材や取組の内容等にとっての分かり

やすい道しるべとなります。 

■リーディングプロジェクトは、すでに先行的に取組が行われていること、手法や意欲を有している担い手の存在があ

ることなど、実施基盤の有無が設定するための判断基準となります。 

関連性をもたせて、一体的に推進！ 

■リーディングプロジェクトは、個々に実施、完結するのではなく、全てを関連性のある一体的なプロジェクトとして取

り組んでいきます。また、既存活動と連携させることによって相乗効果を生み、将来の取組につなげていきます。 

町民も楽しむことができる！ 

■リーディングプロジェクトは、取組のきっかけであり、継続的な取組への発展を促すものとならなければなりません。 

■継続的な取組への発展を促すために、観光客の増加、経済効果の向上など具体的な効果をあげることができ、町

民も｢住んでよし、訪れてよし｣のように、活動に参加して本町に住む誇りや楽しみを実感できるような取組を、リーディ

ングプロジェクトとして設定していきます。 

 ①観光地域づくりへの参加と自然及び景観保全に関する町民の意識醸成に関する取組 
 ②観光地域づくりを推進する組織の構築 
 ③「佐多岬」を最優先とした観光商品づくり 
 ④南大隅町の様々な資源テーマに対するガイドの育成・ガイド組織の構築 
 ⑤佐多岬誘客に向けた観光基盤の整備 

以下の５つのリーディングプロジェクトを設定します 

第５章／計画の推進に向けて 
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（２）５つのリーディングプロジェクト概要 

第５章／計画の推進に向けて 

 ５つのリーディングプロジェクトについて、その取組概要を示します。  

観光地域づくりへの参加と自然及び景観保全に関する町民の意識醸成推進プロジェクト ① 

H26 H27 H28 H29 H30 一般町民 地域づくり団体 観光事業者
観光事業者

以外の

農商工事業者

商工会・

新ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ組

織等

行政

● ● ● ● ● ●

具体的メニュー（案）

◇おもてなし意識向上のための勉強会の開催
・行政が事務局となり、町民が気軽に参加できる観光地域づくりや自然および景観保全の勉強会をシリーズとして開催
していく

＜実施が想定される勉強会のテーマ＞
■本町の自然・歴史・文化・産業を知る勉強会
○町内のあらゆる地域のことを知る勉強会・町内ツアーの実施
○自然保護・景観保全に関する一人から町全体でできることの勉強会の実施
○地域の仕事人・匠に話しを聞く勉強会の実施
○地域や家庭の味の研究会の開催
○他地域の事例研究、連携市町との情報交換会の実施　など

■おもてなし意識の醸成のための勉強会
○若い世代を対象に親子で学ぶマナー講座の実施
○小中学校において、子どもたちのもてなし意識醸成のためのカリキュラムを組み込む
○女性を対象に｢きれい｣｢お洒落｣と人々に言わせる研究を行う場づくり　など

取組時期 取組主体　※●が実施主体

概要

　旅行会社や交通事業者より「南大隅町は、地域の自慢のお宝のアピールが苦手」との評価がある。確かに、町民の間
には地域資源を活用し、観光振興に取り組んでいく意識が希薄といえる。また、雄大な自然の保護・保全についても同
様のことがいえる。
　そこで、まずは町民が観光客や来訪者に対して、自然に挨拶や笑顔で対応できるような“おもてなし意識”の醸成か
らはじめていき、地域の観光資源や地域情報を来訪者に伝えたり、地域資源を活用した観光商品づくりに向けた人材の
育成が必要と考える。また、自然や環境の保護・保全についても意識醸成の場をつくり、町民が自然と共生しながら観
光地域づくりを推進していく土壌を構築していく。

町民が我が町

を知る勉強会
おもてなしの極意

を学ぶ勉強会・

観光地域づくりに
参加する意識醸成

教育機関と連携し

た地域のこどもた

ちの意識醸成

継続推進

観光ガイドや体験インストラクターに人材起用
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【目指す観光地域づくり組織の構造】  

第５章／計画の推進に向けて 

観光地域づくりを推進する組織の構築プロジェクト ② 

H26 H27 H28 H29 H30 一般町民 地域づくり団体 観光事業者
観光事業者

以外の
農商工事業者

商工会・
新ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ組

織等
行政

● ● ● ● ●

具体的メニュー（案）

◇H26年度
・町内各種事業者、地域づくり団体、商工会等との協議を重ね、組織形態、役割、主体で行う事業、組織の規模（人員
　数）、運営経費、事務所の設置場所などの検討を行う。

◇H27年度
・必要な人材の公募、スタッフの選定等を行い、設立。役割に従って、業務を開始。

◇H28年度
・業務の拡充、人員配置の改善などを行いながら、体制を強化していく。

◇H29年度～
・業務の拡充、人員配置の改善、自主財源確保のための取組などを検討しながら、自立継続可能な組織としての体制強
　化を行う。

取組時期 取組主体　※●が実施主体

概要
地域資源を活用し、観光商品や特産品の造成・開発から販売までを行い、来訪者をもてなす役割を担い、地域内外の一
元化コーディネート機能を有する観光地域づくりのプラットフォーム的組織構築の検討を行い、佐多岬リニューアル
オープンのタイミングでの設立を目指す。

構築計画の策

定・地域おこし

協力隊の人材
育成

必要な人材の公

募、選定後、設立

業務の拡充、人材

の改善・教育など

による体制の強化

自主財源確保の

事業の検討、業務

の拡大などを行い、
自立する組織への

転換を図っていく

観光地域づくりプラットフォームに必要な地域内における機能 

地域の内と外をつなぐコーディネート機能を有する組織＝観光地域づくりプラットフォーム 

①商品をつくる   ②商品を販売する   ③来訪者をもてなす 

【南大隅町】 

南大隅町全体を束ねる組織 

町内各地区における観光地域づくり組織 

生産者 
宿泊 
施設 

観光 
施設 

各種 
事業者 

各種 
団体 

【地域の中に向けて行う業務】 
・地域資源の価値を高めるまちづくり活動 
・地域資源を活用した商品（サービス）の開発 
・地域内の事業者や町民のコーディネート 

旅行会社や 
産品販売先など 

販売・流通 

＜仲介販売・PR・情報発信＞ 

＜直接販売・PR・情報発信＞ 

【消費者】 
 
■九州圏内 
・鹿児島市・霧島市・指宿市など  
 南部九州都市圏 
・福岡市・熊本市・北九州市など 
 北部九州都市圏 
■全国海外 
・首都圏・関西圏 
・中部東海圏 
・アジア各国・欧米 
■ターゲット層 
・ファミリー層・熟年層 
・教育旅行など 
■興味・趣味 
・食文化・癒し・自然体験 
・歴史、文化・岬愛好家 
・車、自転車愛好家など 

【地域の外に向けて行う業務】 
・地域情報の発信 
・商品（サービス）のマーケット開拓 
・商品（サービス）の販売 
・顧客（来訪者）にとっての一元的窓口 



◆46◆ 

第５章／計画の推進に向けて 

｢佐多岬｣を最優先とした観光商品づくりプロジェクト ③ 

｢佐多岬｣を自慢したい人、 
｢佐多岬｣をテーマに何か行動を起こしたい人、 
｢佐多岬｣がとにかく大好きな人 
などの人材が町内外から集結し、 
企画立案及び活動実施の組織をつくる 

▲観光ガイドやトレッキングの指導者な
どが誕生し、観光商品づくりを推進！ 

▲心に残る料理研究グループやお土産
商品開発グループが生まれて、佐多エリ
アの産品開発推進！ 

H26 H27 H28 H29 H30 一般町民 地域づくり団体 観光事業者
観光事業者

以外の
農商工事業者

商工会・
新ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ組

織等
行政

● ● ● ● ● ●

具体的メニュー（案）

◇H26年度
・佐多岬及び佐多エリアの観光地域づくり人材の確保、育成。その人材を起用した滞在交流型プログラムやイベントの
　造成・企画
　※観光ガイド、滞在交流型プログラムのインストラクター、料理や産品開発の担い手等

◇H27年度
・佐多エリアにおける観光推進組織の構築と拠点の整備。

◇H28年度～
・南大隅町の観光地域づくり組織と連携した取組推進。

◇H29年度～
・取組の拡充、人材の拡充、自主財源確保のための取組などを検討しながら、自立継続可能な組織としての体制強
　化を行う。

取組時期 取組主体　※●が実施主体

概要
国立公園内の整備が行われている｢佐多岬｣について、整備終了後、観光地として本格的な誘客とリピーターの獲得を促
進するために、佐多エリアにおける観光人材やおもてなし人材の育成、観光商品づくり、料理メニュー・お土産商品の
開発等を推進していく。

既存人材、既存プログラムのブラッ

シュアップ、新規人材の確保、新規プ

ログラムづくり、お土産商品の開発
など

佐多岬のグランドオープンや南大隅町観光地域づくり組織の

発足などと連動した業務の拡充、人材の改善・教育などによ
る地域づくり、観光商品づくりの活性化及び推進体制の強化

推進組織と拠点の整備
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第５章／計画の推進に向けて 

南大隅町の様々な資源テーマに対するガイドの育成・ガイド組織の構築プロジェクト ④ 

自然 

歴史 
文化 風習 

伝統 

食べ物 
特産品 

▲｢南大隅歴史研究会｣の 
  歴史ガイド研修の様子 

▲有識者を招いた勉強会などの開催 

H26 H27 H28 H29 H30 一般町民 地域づくり団体 観光事業者
観光事業者

以外の
農商工事業者

商工会・
新ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ組

織等
行政

● ● ● ● ● ●

具体的メニュー（案）

◇H26年度
・｢南大隅の大自然物語（植物や生物に関すること）｣｢南大隅の海物語（海や漁業に関すること）｣
　｢南大隅の山物語（山登りに関すること）｣｢南大隅の歴史物語（伝説・史跡・寺社仏閣に関すること）｣など
　各ジャンルごとに町内外から有志を募り、ガイドの教則本となるマニュアル（冊子）づくりを行う。
　各物語の語り部（＝観光ガイド）を公募し、育成。語り部が活躍できる場づくりを行う。
・｢南大隅歴史研究会｣｢南大隅ふるさと検定｣との連携を図りながら推進。
　
◇H26年度～H27年度
・まち歩きのコースを造成し、来訪者に自分が住む地域を楽しく散策させることができるまち歩きガイドを育成。
　まち歩きコースのガイドマップ等も制作し、さらに地域の魅力を発信する。
・観光地域づくりのプラットフォームの立ち上げとともに、ガイドのネットワーク化、ガイド組織の構築を行う。
・ガイドのスキル研修、先進地視察なども積極的に実施。

◇H28年度～
・ガイド人材の確保、ガイド起用のプログラムや観光商品の拡充などを図り、取組と情報発信を推進していく。

取組時期 取組主体　※●が実施主体

概要
佐多岬の観光ガイド以外にも、他の自然エリアでのトレッキングや山登り、まち歩き、歴史・文化・芸能などのあらゆ
る地域資源に対して物語を伝えていけるガイドを育成し、ネットワーク化を図る。

既存人材のスキルアップ、新規人材

の確保、まち歩きコース策定とまち

歩きガイドの育成

活躍する場の拡充、ガイドのスキルアップなどの取組を継続

推進していく

組織構築とネット

ワーク化

各物語（ガイドマニュ

アル）の制作
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▲｢31度線モニュメント｣のリニューアルに際し、平成25年 
 度にデザイン公募がなされた中で、最優秀賞を獲得し 
 た作品 

第５章／計画の推進に向けて 

佐多岬誘客に向けた観光基盤の整備プロジェクト ⑤ 

H26 H27 H28 H29 H30 一般町民
地域づくり団体

・地域づくり

NPO
観光事業者

観光事業者
以外の

農商工事業者

商工会・
新ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ組

織等
行政

● ● ● ● ● ●

具体的メニュー（案）

◇H26年度
・観光基盤の整備が必要なスポットの抽出と整備計画の策定。

◇H27年度～
・地域づくりや観光振興において優先順位が高いものから整備を実施する。

取組時期 取組主体　※●が実施主体

概要
佐多岬ほか町内観光スポットのルート表示や、観光地における観光案内板及び公衆トイレの整備、道路のコンディショ
ン補修など、来訪者や観光客が町内を快適に周遊できるように観光基盤の整備を推進する。

整備が可能になった部分から整備を推進する
基盤整備が必要箇

所の抽出と整備計画
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２．計画の推進体制 

 本計画に記載されている内容を効果的に推進するためには、観光地域づくりの

組織が発足するまでは行政、発足以降はその組織が中心となり、まちづくり団体、

観光関係団体、観光事業者、その他の事業者などが協働して施策に取り組む体制

づくりが必要となります。 

 本計画の目的や意義を町全体で共有し、戦略的で効果的な観光地域づくりを促

進するため、観光地域づくりを担う組織の発足を急ぐほか、町民参加を対象とし

た定期的な勉強会、意見交換会などを実施しながら、町が一体となった施策の実

施に努めます。  

南大隅町 

【多様な主体が連携する本計画の推進体制】  

協
力
・連
携
・支
援 

国
・
県
・
周
辺
の
連
携
市
町
・
各
種
事
業
者 

（１）多様な主体の連携による計画の推進 

第５章／計画の推進に向けて 
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第５章／計画の推進に向けて 

（２）｢計画推進フォローアップ会議（仮称）｣の開催 

 本計画の策定にあたっては、町の各種団体のリーダーと有識者からなる計画策

定委員会や地域の実務者・実践者からなるエリア部会（ワーキング・グループ）

を設置して、本町の現状や課題等を踏まえ、様々な知恵やアイディアを出し合い

ました。 

 今後、本計画に盛り込まれた方針や施策、基本的取組を実現していくためにも、

計画策定に関わったメンバーに積極的に参加していただくことが必要です。 

 そこで本町では、計画策定委員やワーキングメンバーなどで構成される、本計

画の進捗や効果を適切にチェックする｢計画推進フォローアップ会議（仮称）｣の

設置を検討します。 

 この会議については、本計画の中に盛り込まれた様々な施策や具体的な取組の

推進について、議論を深めるとともに、メンバーにはそれぞれの分野でリーダー

シップを発揮してもらうことができるような、自立した会議体であることが望ま

れます。 

 さらに効果的な運営としていくために、会議メンバーを核として、町民や町内

外の事業者など意識が高い関係者の輪を広げ、分野ごとの検討会を行うなど、本

町とともに事業を推進し、計画を実現していきます。 

【｢計画推進フォローアップ会議（仮称）｣の構成イメージ】  
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第５章／計画の推進に向けて 

【進行管理のイメージ図】  

 観光振興の取組を戦略的に効果的に進めるためには、計画を実行し、評価し、

改善する｢PDCAサイクル｣に沿った進行管理が必要となります。 

 このチェックを｢計画推進フォローアップ会議（仮称）｣で実施していきます。 

●本計画（目標共有） 

PLAN 
計画 

DO 
実施 

CHECK 
評価・検証 

ACTION 
改善・再構築 

●施策や基本的取組 
 の実施 
●リーディングプロ 
 ジェクトの実施 

●各種調査の実施 
●調査結果の分析 
●事業効果の検証 
●目標の達成度の検証 

●本計画や施策 
 の見直しと改善 

継続的 
改善 

重要！ 
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第５章／計画の推進に向けて 

（３）多様な主体の役割分担の明確化 

 観光地域づくりを推進していく上で重要なことは、事業に関わる関係団体がそ

れぞれの役割を認識し、担い、ともに力を合わせて取り組むことです。 

 本計画を推進する中では、そのような体制を構築していきます。  

【計画推進に関わる関係各所の主な役割】  

民 

官 

それぞれの役割
を明確にし、 
官民が協働する 
観光地域づくり
の推進を図る 

○地域内外の関係団体とのネットワーク構築

○滞在交流型のプログラムやイベントの拡充、運営
○効果的な情報発信、戦略的なマーケティングの実施
○自主財源確保の取組（物販、飲食、お土産品の開発等）

○ボランティアやNPO人材の積極的な活用、起用
○町民の事業への参加の支援、体制づくりの支援

■観光地域づくり事業の推進

■町民団体、ボランティア、NPO等との連携

■観光地域づくりに向けた組織の強化

新たに設立予定の

観光地域づくり

組織

○特産品の開発、ご当地グルメの開発
○産品ブランド化の取組推進
○各種事業者とのネットワークづくり
○おもてなしの心あふれる接客サービス
○おもてなしの心あふれる観光商品の提供、サービスの提供

■観光地域づくり事業への参画【関係団体】
・商工会・漁協・JA

・宿泊施設・観光施設

・交通事業者

・飲食事業者

・生産者・加工事業者
・その他各種事業者

○南大隅町に対する誇りと郷土愛の共有
○南大隅町の自然景観の保全・保護の協働

○南大隅町の魅力の伝達、PR

○地域の歴史、伝統文化、風習等の保存・継承

○おもてなし事業への積極的な取組

○来訪者・観光客との温かな交流

○地域イベントへの積極的な参加
○観光ガイド等観光事業への参加

■計画の施策推進のための理解と参加【町民】

町民団体

ボランティア

NPO法人

連
携 

○関係各団体との連携

○施策や事業の計画的な推進、戦略的な推進
○効果的な情報の発信

○観光基盤の整備

○新たに発足させる観光地域づくり組織の取組支援・人材の確保

○観光人材の育成
○一般町民参加型の地域づくり講座、シンポジウム等の企画運営
○町民が推進する地域づくり事業等への経済的支援

○広域連携による魅力ある観光商品、観光ルートづくり
○県外からの観光客に向けた取組強化
○外国人旅行者への対応策の策定・推進
○教育研修旅行の誘致促進・民泊の開拓推進

■観光地域づくりの推進と総合コーディネート

■観光地域づくりプラットフォームとの連携

■町民団体の育成と支援

■広域連携の推進

南大隅町

県・広域市町連携
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■資料編／１．策定経過 

１．策定の経過 

 本計画の策定にあたっては、策定委員会を設置すると共に、地域の方々の意見

を聞き、計画に反映させるため、根占地区・佐多地区それぞれにて、エリア部会

との名称でワーキンググループを設置して検討を行った。 

（１） ｢南大隅町観光振興基本計画｣策定委員会の設置 

策定委員名簿 ① 

氏　名 所属・役職

 浮津　節男 南大隅町自治会長連絡協議会会長

 　北山　チヅ子 南大隅町地域女性会連絡協議会会長

 　永山　定 南大隅町商工会会長

　 白川  裕美 鹿児島きもつき農協根占支所長

　 安楽　隆 ねじめ漁業協同組合組合長

　 上籠　博己  　 おおすみ岬漁業協同組合組合長

　 田渕　悦二  　 南大隅町ツーリズム推進協議会会長

　 松元　勇治  　 南大隅町物産協会会長

　 白橋　大信  　 鹿児島県観光連盟　専務理事

 森 　哲志 鹿児島県観光課　観光地整備対策監

時村　敏博 大隅地域振興局　総務企画課長

白川　順二 南大隅町副町長

石畑　博 南大隅町総務課長

竹野　洋一 南大隅町経済課長

馬見塚　大助 南大隅町佐多支所長

木佐貫　徳和 南大隅町企画振興課長・観光推進室長
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■資料編／１．策定経過 

策定委員会の開催 ② 

■第１回策定委員会／平成25年10月7日（月） 

 本計画策定の主旨、(株)マインドシェア・坂元英俊氏による観光地域づくりに関する
ミニ講演（タイトル：「滞在交流型観光と地域づくり ～人が集まる町と地域づくりの考
え方～」）、計画策定にあたっての意見交換を行う。 

■第２回策定委員会／平成26年２月10日（月） 

 本計画の骨子（基本理念・基本方針・基本施策等）協
議し、意見交換を行う。 

■第３回策定委員会／平成26年２月27日（木） 

 本計画の全体の内容と、リーディングプロジェクトにつ
いて、協議検討を行う。また、計画策定にあたっての町民
アンケート調査の報告も実施。 

■第４回策定委員会／平成26年３月17日（月） 

 ｢南大隅町観光振興基本計画｣の全体の内容について、
最終協議、承認を行う。 
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■資料編／１．策定経過 

（２） ｢南大隅町観光振興基本計画｣エリア部会の設置 

エリア部会メンバー名簿 ② 

■根占エリア 

■佐多エリア 

氏　名 所属・役職

 須崎 　智 ネッピー館

 　下田   裕一 なんたん市場

石塚   康秀 道の駅ねじめ

　 水枝谷　清春 南大隅歴史研究会

　 堀之内　俊一 南大隅町ツーリズム推進協議会

　 福元　雄二 南大隅町商工会青年部

　 富田　昭仁 はえんかぜ

　 梅木　涼子 その他事務局推薦者

　観光推進室：田中輝政・愛甲真一・原琢磨・石畑光紀

氏　名 所属・役職

宮迫  孝子 ホテル佐多岬

濱田　千昭 さたでい号

石塚　富美子 さたでいランド

平川　美子 南大隅町商工会事務局

堀之内　俊一 南大隅町ツーリズム推進協議会

田中　マス子 伊座敷通り女性会

長濱　寛子 伊座敷通り女性会

田中　享冶 佐多岬公園管理推進員

　観光推進室：田中輝政・愛甲真一・原琢磨・石畑光紀
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■資料編／１．策定経過 

エリア部会の開催 ② 

■第１回策定エリア部会／平成25年10月7日（月） 

 本計画の策定にあたり、南大隅町の強み（自慢・誇り）／弱み（観光振興・地域づく
りの課題）抽出のワークショップを実施。根占エリア居住者・佐多エリア居住者混合2
チームで実施し、強みベスト3・弱みワースト３を決める。 
⇒計画の基本理念、基本方針等に反映させるべき部分を抽出 

■第２回策定エリア部会／平成25年11月８日（金） 

第１回エリア部会のワークショップの振り返り。（各抽出資源について、さらに深掘り
を行う）その後、南大隅町民が観光振興や地域づくりのために必要と思われる取り組み、
チャレンジしたい取り組みを具体的に“実施したいことシート”への記入作業を行い、
アクションプラン素案の抽出を行う。 
⇒計画の基本施策、施策の展開（基本取り組み）に反映させる内容の抽出 

■第３回策定エリア部会／平成25年11月26日（火） 

第２回エリア部会で実施されたワークショップの結果をとりまとめ、必要性・重要性の
視点から取組項目の再検証を行う。この回から佐多エリア・根占エリアに分かれて、２
地域で実施。 
⇒計画の基本施策、施策の展開（基本取り組み）に反映させる内容の抽出 

■第４回策定エリア部会／平成25年12月９日（月） 

第３回エリア部会で実施した再検証のワークショップを引き続き行う。 
⇒計画の基本施策、施策の展開（基本取り組み）に反映させる内容の抽出 

事務局において、第１回～第４回の策定エリア部会の結果を反映させて、 
基本方針初案・基本施策初案を策定。 

■第５回策定エリア部会／平成26年１月９日（木） 

ワークショップの結果からとりまとめた基本方針、基本施策、また、基本理念について、
協議検討を行う。 
⇒エリア部会における基本方針、基本施策、基本理念についての意見・アイディア抽出 
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■資料編／２．町民アンケート調査の実施 

２．町民アンケート調査の実施 

 エリア部会で抽出された取組の重要性・必要性や南大隅町のイメージについて

町内全世帯を対象にアンケート調査を実施した。 

■実施期間：平成26年１月中旬～2月上旬 

■実施手法：町内全世帯に郵送配布 

■回収サンプル数：951サンプル 

（１）回答者プロフィール 

年齢×性別 ① 

▲性別 

▲年齢 

【所見】 
男女比は男性が49％でほぼ半数。女性

は40％、無回答者が11％で、男性の回

答率の方が高い。 

年齢別に70代以上の回答率が45％で半

数に近い。50代以下の回答率は約30％。 

①男性 ②女性 ③無回答

①18～29歳 0 3 0 3

②30～39歳 5 11 0 16

③40～49歳 32 33 1 66

④50～59歳 84 59 9 152

⑤60～69歳 138 102 12 252

⑥70～79歳 128 94 37 259

⑦80歳以上 68 71 28 167

⑧無回答 9 7 20 36

合計 464 380 107 951

年齢 合計
性別
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■資料編／２．町民アンケート調査の実施 

居住地 ② 

【所見】 
回答者が最も多く住む地区は、①神山地区

（33.4％）である。次いで、⑨佐多地区

（16％）→⑦宮田地区（10.3%）→②滑川地区

（9.5％）の順。各地区の居住者数から鑑みるに、

城内地区が人口の割には回答率が少ない。 

地区名 人数

①神山地区 321

⑨佐多地区 152

⑦宮田地区 98

②滑川地区 90

⑥郡地区 65

⑧登尾地区 51

⑫無回答 39

⑤竹之浦地区 36

④城内地区 31

⑩大中尾地区 26

⑪辺塚地区 22

③大泊地区 20

合計 951

居住年数 ③ 

①2年未満
②2年以上
5年未満

③5年以上
10年未満

④10年以上
30年未満

⑤30年以上 ⑧無回答

①神山地区 3 3 13 62 227 13 321

②滑川地区 1 1 4 6 63 15 90

③大泊地区 0 0 0 2 15 3 20

④城内地区 1 1 0 2 24 3 31

⑤竹之浦地区 1 5 1 0 17 12 36

⑥郡地区 0 1 0 5 48 11 65

⑦宮田地区 1 3 2 18 67 7 98

⑧登尾地区 1 1 3 4 39 3 51

⑨佐多地区 2 3 3 33 104 7 152

⑩大中尾地区 0 1 1 3 21 0 26

⑪辺塚地区 0 0 2 3 15 2 22

⑫無回答 0 0 0 4 5 30 39

合計 10 19 29 142 645 106 951

地区名

居住年数

合計

【所見】 
回答者の約7割（69％）が南大隅町に30年以上の居住者。次いで、10年以上

30年未満（15％）という結果になっており、8割以上が10年以上、南大隅町に

住み続けている方々という結果が出ている。従って、南大隅町の現状をよく分

かっている回答者が圧倒的に多いと判断することができる。 
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■資料編／２．町民アンケート調査の実施 

（２）各設問の集計結果 

①非常に重要である ②重要である   ③やや重要である  ④あまり重要ではない 
⑤重要ではない   ⑥よくわからない 

Q２ 
南大隅町の観光振興や地域づくりに関する23項目の取組みを記しています。 

各項目の、重要性や必要性についてご回答ください。 

１．佐多岬の再開発の推進とそれにともなった佐多エリアのにぎわいづくり

２．｢稲尾岳｣や｢辻岳｣などの登山観光の振興及び認知度向上

３．1300年の伝統がある｢御崎祭り｣の観光化及び認知度の向上

４．｢パノラマパーク西原台｣や｢ウィンドファーム展望所｣など、
　　眺望がよい場所を活かした観光商品づくり及び認知度の向上

５．諏訪神社などの寺社仏閣、禰寝氏の歴史、佐多旧薬園の歴史など、
　　南大隅町の歴史や文化を活かした観光商品づくり及び認知度の向上

６．｢ドラゴンボートフェスティバル｣や｢佐多岬マラソン｣など
　　スポーツイベントの開催による観光振興

７．｢さたでい号｣やスキューバ-ダイビング、シュノーケリング、釣りなど
　　 海での体験プログラムを核とした観光商品づくり

８．照葉樹林や亜熱帯植物など植生を活かした体験プログラムやイベントづくり

９．町内の様々な産業や生業を活かした体験プログラムやイベントづくり

10．バイクや自転車、キャンピングカーなどで来訪する
　　 アウトドア嗜好の観光客に向けた観光商品づくりや利便性の向上

11．南大隅町の歴史や自然を語る町の案内人（ガイド）の育成と組織の構築

12．南大隅町全体での来訪者をおもてなしする雰囲気づくり
　　 南大隅町が“観光のまち”であることの町全体でのイメージづくり

13． 南大隅町民が町の雄大な自然を守り、継承していることのイメージづくり

14．道路の整備や道路サイン、観光案内板、公衆トイレ等の設置

15．植栽や間伐、雑草除去による景観保全、整備

16．観光客が町内を周遊できる公共の乗り物の整備

17．根占⇔山川航路の活性化と指宿市・南九州市との観光連携

18．鹿屋市や肝属町など大隅地方の他市町との広域連携による観光振興

19．外国人旅行者の誘客とおもてなしの体制づくり

20．新聞や情報誌、TV局などメディアへの情報発信の強化

21．インターネットによる情報発信の強化（WEBやSNSによる情報発信）

22．旅行会社やバス会社などと連携した観光商品づくりの強化

23．例えば｢観光協会｣のような観光振興や観光による地域づくりを推進する
　　 民間による専門組織の設立

※回答結果は次ページ 
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■資料編／２．町民アンケート調査の実施 

①非常に重要 ②重要 ③やや重要
④あまり重要

ではない
⑤重要ではない ⑥よくわからない ⑦無回答

1 116 337 185 64 26 66 157

2 61 289 237 114 31 59 160

3 144 279 228 72 16 58 154

4 88 290 245 83 28 68 149

5 127 315 241 72 14 38 144

6 180 380 189 39 19 22 122

7 103 285 253 86 23 54 147

8 60 224 272 129 34 71 161

9 126 316 239 57 25 40 148

10 119 287 253 84 28 41 139

11 99 317 233 79 27 52 144

12 167 338 202 44 17 36 147

13 155 334 226 36 17 36 147

14 295 334 146 17 8 17 134

15 164 390 183 24 10 23 157

16 99 290 230 118 23 26 165

17 255 327 177 24 7 22 139

18 169 342 221 31 10 31 147

19 56 231 316 115 28 49 156

20 144 277 253 61 18 38 160

21 121 267 249 70 25 63 156

22 133 323 226 50 21 41 157

23 88 279 255 79 32 66 152

24無回答 ― ― ― ― ― ― ―

取組の
番号

重要度

【所見】 
「非常に重要である」との回答率が高い上位５つは、 
 
14.道路の整備や道路サイン、観光案内板、公衆トイレの設置 
17.根占⇔山川航路の活性化と指宿市・南九州市との観光連携 
18.鹿屋市や肝属町など大隅地方の他市町との広域連携による観光振興 
６.｢ドラゴンボートフェスティバル｣や｢佐多岬マラソン｣など 
  スポーツイベントの開催による観光振興 
15.植栽や間伐、雑草除去による景観保全、整備 
 
となっており、17・18の回答から広域観光連携の必要性を町民の多くが感じていることが
分かる。また、14・15の回答率が高いことから、町民が自然や景観の保全・保護に必要性
を感じていることが分かる。 
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■資料編／２．町民アンケート調査の実施 

Q３ 
南大隅町の観光振興や地域づくりのイメージに必要な言葉、ふさわしい言葉を選び、○を
つけてください。○は３つまででお願いします。 

（　　） ① 本土最南端 （　　） ② 北緯31度線 （　　） ③ 佐多岬

（　　） ④ 南国情緒豊か （　　） ⑤ 天然記念物の宝庫 （　　） ⑥ 国立公園特別保護区域

（　　） ⑦ 岬浪漫の町 （　　） ⑧ スローな時間が流れる町 （　　） ⑨ 癒しの町

（　　） ⑩ 太陽の光が降りそそぐ町 （　　） ⑪
恵まれた大自然との共生
自然環境の保護・保全
美しい自然・景観の継承

（　　） ⑫
人の魅力を育て、伝える町
町民が協働・参画する町づくり

（　　） ⑬ 住んでよし、訪れてよしの町 （　　） ⑭ おもてなしの町づくり （　　） ⑮ 交流人口拡大・都市との交流

（　　） ⑯
古来からの歴史・文化の継承
禰寝氏が築いた歴史・文化の継承

（　　） ⑰ みさきちゃん （　　） ⑱ ネッピー

（　　） ⑲ 自然と歴史が融合する町 （　　） ⑳ 人のあたたかさに触れる町 （　　） ㉑ 南国の海と風に触れる町

【所見】 
ベスト５は、 
①「本土最南端」 
②「佐多岬」 
③「北緯31度線」 
④「南国の海と風に触れる町」 
⑤「住んでよし、訪れてよしの町」 
である。 
 
「本土最南端」と回答する方が、圧倒
的に多いことが分かる。南大隅町の町
民にとって、「本土最南端」「佐多
岬」「北緯31度線」は３点セットと
言ってもよいほど、自慢や誇りに感じ
ている資源であることが分かる。 

選択肢 人数

㉒無回答 ―

①本土最南端 609

③佐多岬 367

②北緯31度線 229

㉑南国の海と風に触れる町 192

⑬住んでよし、訪れてよしの町 142

⑪恵まれた自然との共生
　自然環境の保護・保全
　美しい自然景観の継承

119

⑳人のあたたかさに触れる町 110

⑱ネッピー 103

⑩太陽の光が降り注ぐ町 85

④南国情緒豊か 75

⑲自然と歴史が融合する町 72

⑭おもてなしの町づくり 68

⑰みさきちゃん 59

⑧スローな時間が流れる町 58

⑥国立公園特別保護区域 52

⑫人の魅力を育て、伝える町
　町民が参画・協働するまちづくり

45

⑦岬浪漫の町 38

⑯古来からの歴史・文化の継承
　禰寝氏が築いた歴史・文化の継承

35

⑨癒しの町 33

⑤天然記念物の宝庫 31

⑮交流人口拡大・都市との交流 25

合計 2,547
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■資料編／２．町民アンケート調査の実施 

Q４ 

現在、佐多岬においては、環境省や県と連携しながら再整備が進んでいます。あなたが考
える佐多岬のイメージはどのようなものですか？ 

以下から２つまで選んで○をつけてください。 

（　　） ① 風の岬 （　　） ② 太陽の岬 （　　） ③ 大自然の岬・自然美岬

（　　） ④ 浪漫の岬 （　　） ⑤ 孤高の岬 （　　） ⑥
ジャングル岬・原生林の岬
ガジュマルの岬

（　　） ⑦
神秘の岬・パワースポットの岬
神聖な岬・神宿る岬

（　　） ⑧
癒しの岬
スローな時間が流れる岬

（　　） ⑨ 秘境の岬

（　　） ⑩ 絶景の岬 （　　） ⑪ 夕陽の岬 （　　） ⑫ 人と大自然がふれ合う岬

（　　） ⑬ 歴史の岬 （　　） ⑭ みさきちゃんに会える岬 （　　） ⑮ 最果ての岬

（　　） ⑯ 南国の花薫る岬 （　　） ⑰ 記憶（思い出）に残る岬 （　　） ⑱ 光あふれる岬

【所見】 
ベスト５は、 
①「絶景の岬」 
②「大自然の岬・自然美岬」 
③「最果ての岬」 
④「南国の花薫る岬」 
⑤「人と大自然がふれ合う岬」 
である。 
 
自然や景観の素晴らしさが佐多岬の
“ウリ”と考えている町民が多いこと
が分かる。「神秘の岬、パワースポッ
トの岬、神聖な岬、神宿る岬」という
回答も多く、佐多岬を“パワースポッ
ト”としてのイメージづくりを考えて
いる町民が多いことがうかがえる 

選択肢 人数

⑲無回答 ―

⑩絶景の岬 242

③大自然の岬・自然美岬 225

⑮最果ての岬 177

⑯南国の花薫る岬 141

⑫人と大自然がふれ合う岬 140

⑪夕陽の岬 111

⑦神秘の岬・パワースポットの岬
　神聖な岬・神宿る岬

104

⑥ジャングル岬・原生林の岬
　ガジュマル岬

98

②太陽の岬 92

⑰記憶に残る岬・思い出に残る岬 64

⑧癒しの岬
　スローな時間が流れる岬

51

⑬歴史の岬 48

①風の岬 47

④浪漫の岬 38

⑱光あふれる岬 38

⑨秘境の岬 32

⑭みさきちゃんに会える岬 23

⑤孤高の岬 10

合計 1,681



３．エリア部会で提案された具体的な取組案 

 根占・佐多それぞれのエリア部会において、本町の観光振興や地域づくりに必要・重要と提案された取組を示します。 
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■資料編／３．エリア部会で提案された具体的な取組案 

（１） 南大隅町全域で推進する取組案 

Ｎｏ 取組・事業の名称 新規／既存 エリア 主な活動（取組概要） 取組の主体 着手・完了

1
■南大隅の農魚産品を素材とした
　 特産品、お土産品、ご当地グルメの開発

新規 南大隅町全域で

・南大隅の豊富な農産品、魚介類を素材とした特産品・お土産品を開発し、
　戦略的なPRを行い、販路の開拓、販売を促進していく
　※うつぼ、とさか、じゃがいもなど地域の農魚産品を主としたもの
　※お菓子類、つけあげなど既存商品のブラッシュアップ／新商品の開発
　※売っていくための計画策定

・民間の団体
・各民間事業者

1～3年以内

2 ■食のブランド化計画 新規 南大隅町全域で

テレビで紹介された海鮮丼（黄金伝説秘境めし第一位）を南大隅町全域で名産品としてア
ピール。その日に獲れた魚介類を使った「新鮮」「安い」「ボリュームあり」の海鮮丼・時海
丼がテレビで紹介され、県外からの問合せも多かったが、時海があまり開いておらず、限
定数食のためあまり人が集まらない。食材の安定供給と町内飲食店への補助、メニューの
定着化。

・民間の団体
（南大隅未来創造塾）
・各民間事業者

1～3年以内

3 ■まち歩き（集落歩き）プログラムの開発
既存
新規

南大隅町全域で

・町内それぞれの所にすばらしい観光資源がある。
　町を訪れる人たちが気軽に散策できるようなコースづくりをし、
　ガイドがしやすいようにしたい。
　※コースの設定
　※ガイドブック（まち歩きMAP）の制作
　※HPの制作
　※情報発信、集客
　※ガイドの育成

（今後できれば）
・新しい組織
（観光協会やNPOなど）

（今は）
・民間の団体（歴史研究会）

1～3年以内

4
■魅力ある体験プログラムの造成
■既存プログラムの見直し
■体験プログラム運営組織の構築

新規 南大隅町全域で

・海、山、川、史跡、祭、食など、いくつかのカテゴリーに分けて地元住民による実体験をも
とに、本当にチャレンジして楽しく魅力的な体験プログラムの掘り起こしを行う。
・また既存のプログラムの見直しも併せて行い、南大隅町の体験プログラム一覧を作成す
る。
・グリーンツーリズム協議会とも連携し、農家体験との組合せも図りつつ、個人・団体向けも
全てこれを一元化し対応できるようにして運営する。

・民間の団体
 （南大隅未来塾
　　＆ツーリズム協議会）
・新しい組織
（観光協会やNPOなど）

1～3年以内

5
■照葉樹林散策～トレッキング～登山の
　 プログラム造成

新規
南大隅町全域で

（錦江町側も利用）

・照葉樹林をテーマに、森の生態系をメニュー化し、体力レベルに合わせたコースの作成と
ガイドの育成を行う。
・幼稚園児～小学校→散策、どんぐり拾いなどから、本格的な登山まで

1～3年以内

6 ■佐多岬のハーブと植物を利用した手作りコスメイベント 既存 南大隅町全域で
・月桃・レモングラス・グァバ・バナナの木・生姜などを蒸留したりエキス化することを体験
し、手作りコスメを作ってもらうイベント
・昨年はお年寄り80名を対象にメイクアップ講座を実施

民間の団体

7
■自然に囲まれた民泊生活をしませんか？
～都会の生活に疲れた方々のいやしの旅～

新規 南大隅町全域で

・都会では体験できない田植え、稲刈り、農作業体験などの開発
・収穫したもので食事（調理から食事まで全て）
・自分たちが収穫したものは、格別だということの体験
・いろりなどある古い古民家の発掘と再生

・行政
長期的にゆっくりと
時間をかけて

8
■全国の大学生の聖地
　（若い時には苦労をかってでもしなさい）プロジェクト

新規 南大隅町全域で

・東京農大や帝京大はすでに定期的に本町を訪れているが、それにとどまらず、広く他大
学にも受入募集を行い、学生さんにターゲットを絞った独自の受入プログラムを作成し、体
験してもらう。
・今後の人生のヒントを得る目的の学生に、ありのままの田舎暮らしを体感してもらう。

・任意の協議会・実行委員会
 （ツーリズム協議会）

長期的にゆっくりと
時間をかけて

9 ■地域外の人　ビーチフェス　クリーンアップ作戦 新規 南大隅町全域で
・クリーンアップイベント、ウミガメ保護
・磯クリーンアップ、流木
・環境学習（ゴミアート）

任意の協議会・実行委員会
長期的にゆっくりと
時間をかけて



◆65◆ 

■資料編／３．エリア部会で提案された具体的な取組案 

Ｎｏ 取組・事業の名称 新規／既存 エリア 主な活動（取組概要） 取組の主体 着手・完了

10 ■「海」に関する体験メニュー作り及び人材育成 新規 南大隅町全域で

・既存のカヌー類（B&G関連）を活用し、海をテーマにした着地型体験メニューの造成。
（＊既存部材の修理や施設改修、新しいシーカヤックの購入なども併せて検討）
・専門家を招聘してのメニューづくり
（既出、他地域で行われている内容でも可。ロケーションで十分に差別化を図れる）
・東側、西側、湾内、外洋などレベルに合わせたメニュー分け
・びろう島を利用したプログラム

1～3年以内

11
■日本一夕日が美しい街
～夕暮れにかかるイベントまで～

新規
根占エリア
佐多エリア

・スペインのイビサ島にある「café del mar」をイメージしている。毎夕、1000人くらいの観光
客がただ世界一の夕陽を観たいために浜辺に集い、素晴らしい音楽と食と共に夕陽を眺め
る場所。この取組を参考事例として、自然が味わえて、五感を刺激する町としたい。
・佐多岬を「日本一夕日が美しい場」と宣言することで、周辺整備、アクセスＵＰ、グッズ、
食、期間限定イベントや空き家のリースなど、夕陽から広がるまちづくりを行う。
・佐多岬のハード整備については、従来の展望台ではなく、芝生に座る絶景といったエコロ
ジーでサスティナブルなものとしたい。
・枇榔島でのアコースティックライブとグルメのイベントなども実施。
　（人数限定、年一回のプレミア企画）

・民間の団体
（南大隅未来創造塾）
・各民間事業者
・行政
・商工会、
・任意他の協議会・実行委員会
・新しい組織
（観光協会やＮＰＯ）

1～3年以内

12 ■総合マリンスポーツ計画 既存 南大隅町全域で
海から見える南大隅を体験してもらう。
その中でクルージングやシュノーケリング、いろいろなマリンスポーツを体験してもらう。

・民間の団体
（南大隅未来創造塾）

長期的にゆっくりと
時間をかけて

13 ■南大隅情報ポータルサイト（マップ・ブログ・ＰＲ活動） 既存 南大隅町全域で
地域の宝物発掘と情報発信
※平成22年度より実施中

各民間事業者
（合同会社岬）

長期的にゆっくりと
時間をかけて

14 ■阿多カルデラ、自然の保護・保全を基本とした情報発信 新規 南大隅町全域で
ジオパーク・エコパークとしてテーマを定め、観光・食など地域全体の特色として整理し、Ｗ
ＥＢ等での情報発信、また商品開発等に統一感を持たせる。

新しい組織
（観光協会やＮＰＯ）

1～3年以内

15
■南大隅町を飛び出して、他地域（都市住民）との
　コミュニケーションの場づくり事業

新規 南大隅町全域で 人が集まる場所（都市部、ネット空間）で南大隅の良さを語る。場（カフェ）をつくる。 1～3年以内

16 ■南大隅版DASH村づくりプロジェクト 新規 南大隅町全域で
・DASH村をつくりたい
・根占、佐多地区にてログハウス、キャンプ場（バイカー宿泊）の整備

・商工会（青年部）
・新しい組織
（観光協会やNPOなど）
・民間の団体
（はえんかぜ、青年団）

1～5年以内

17
■観光客のための地域内交通のバリアフリー化
■広域連携による観光活性化

既存 南大隅町全域で

・交通弱者の為バス運行（佐多岬、イベント）
・各拠点、無料バス運行
・町外の温泉とのコラボ
　※高山温泉ドーム（肝属町）、メセナ温泉（曽於市）、
　※スポーツ大会、グランドゴルフ、フットサルなどスポーツイベントの広域連携

・民間の団体
・各民間事業者

18 ■観光振興の「負の遺産」の徹底した排除・再生プロジェクト 新規 南大隅町全域で

・まず観光振興において、悪いイメージにつながる「もの」や「場所」のリストアップ、
　絞り込みを行う。（例＞廃墟、雑草など）
・その後、「場所」に関しては環境整備、「もの」に対しては徹底して取り除き、
　あるいはそうでなければ再生を行う。

・行政 1～3年以内

19 ■公衆トイレの美化計画 新規 南大隅町全域で
・公衆トイレ、施設のトイレなどの洋式化及び美化
・また公園施設の美化
・他とは違う取組み（トイレ　日本一キレイ的な）

・民間の団体
・行政

1～3年以内

20 ■南大隅に看板立てようプロジェクト 新規 南大隅町全域で
町内にある看板の見直し、統一感を図る。また外から見た視点での内容の看板の設置を
行う。（内容的に観光客に不快感を与えるものが多いのでは・・・）

行政 1～5年以内



◆66◆ 

■資料編／３．エリア部会で提案された具体的な取組案 

（２） 根占エリアで推進する取組案 

Ｎｏ 取組・事業の名称 新規／既存 エリア 主な活動（取組概要） 取組の主体 着手・完了

1 ■｢道の駅ねじめ｣集客交流事業の活性化 既存
南大隅町全域で

根占エリア

・物産館の充実
・生鮮食品の販売等
・大浜海浜公園という名称なので、少し遊べる場所が欲しい（行政次第）

・各民間事業者
（合同会社 岬）
・行政
・商工会

1～3年以内

2
■南大隅の食農融合による
　滞在交流事業促進プロジェクト

新規 根占エリア

・地域の農業振興に寄与する集客交流事業を推進していく
（地域の農業や農産品を核とした滞在交流型観光事業の活性化）
　※体験型農業の中心的組織の構築
　※6次産業化＆農商工連携の拠点づくり
　※特産品（商品）の開発など（パッケージデザインの改良等）
　※インターネットを活用した情報発信の活性化（HP、SNS等）
　※場所（空き家利用）の斡旋

・民間の団体（はえんかぜ） 1～3年以内

4 ■観光交流のあらゆる窓口一元化プロジェクト 新規 根占エリア

・外部から、または町内の方が南大隅町で、旅行したい、体験したい、
　住みたい（農業したい、レストランを開きたい）などの様々な要望に対し、
　一元化して窓口的機能を有する組織を構築する。
・拠点をつくり、地域内外の様々な人達が集まる、ゲストハウスのようなイメージで運営。
　将来的には、その場に地元の食材をつかった料理を提供するレストランも併設する。

・民間の団体
（南大隅未来創造塾）

3 ■ゴールドビーチラバーズライブ 既存 根占エリア
・夕陽をバックに音楽を楽しむイベントの企画・実施
※平成23年度より実施中

新しい組織
（観光協会）

長期的にゆっくりと
時間をかけて

5
■雄川の滝に至る道の新交通システムの構築プロジェクト

新規 根占エリア
・道幅が狭いが、その道路自体が木のトンネルで、とても自然を満喫できるものなので、こ
の環境を活かし、ゆっくりとしたスピードで入口まで行けるような交通システムを構築する。
（セグウェイ、トゥクトゥク、サムローなど）

長期的にゆっくりと
時間をかけて

（３） 佐多エリアで推進する取組案 

Ｎｏ 取組・事業の名称 新規／既存 エリア 主な活動（取組概要） 取組の主体 着手・完了

1 ■佐多の老村（ローソン）づくり 新規 佐多エリア

・地域の廃校の活用（大泊小、竹三浦小、郡小、大中尾小、辺塚小）
・高齢者学級などを開催し、高齢者の方々の活躍でもって、各地域の活性化を行う
・地域の人達と観光客とのコミュニケーションの場の構築
・名称は｢老村（ローソン）｣
・各集落での特産品の開発などを推進
・ATM（A：新しい　T：お茶　M：冷たい水）の取組を行う

・ソフト事業は民間の団体
・廃校活用に向けた
もろもろの整備等は行政協働

H27年度
1～3年以内

2

■Sa Ta（さぁ　たのしく）計画
■MOT（南大隅町　タウン）計画
（M：みんなで　O：おもてなしを　T：たずさわろう、手伝う）

既存
新規

佐多エリア

・佐多の観光案内、とにかく佐多地域への入り込み数を増やすための取組
　※佐多のマップつくり
　※いい所を案内していてあげたい、知ってほしい→ガイドの育成
　※佐多岬への看板・案内板
　※本土最南端｢佐多岬｣という名称のバス停をつくりたい
・佐多岬のクルージング
・びろう島の観光化

・ソフト事業は各民間事業者
・看板製作などは行政協働

H26年度
１～3年以内

3 ■｢南大隅さたでいランド｣集客交流事業の活性化 既存 佐多エリア

・イベント参加
・Facebookを活用した情報発信やサービスの実施
・特産品（開発品）のネット販売
・今後、自社のホームページ作成
・施設内花壇設置
・施設内遊具設置（行政希望）

・民間の団体
・各民間事業者（合同会社 岬）
・行政

1～3年以内



◆67◆ 

■資料編／３．エリア部会で提案された具体的な取組案 

Ｎｏ 取組・事業の名称 新規／既存 エリア 主な活動（取組概要） 取組の主体 着手・完了

4 ■｢石蔵物産館（伊座敷）｣集客交流事業の活性化 新規 佐多エリア

・おみやげ品や物産品販売。観光案内所
・ツアールートに石蔵をとり入れてもらい、休憩などに利用してもらう。またツアー以外の旅
行者にも気軽に立ち寄っていただける様な「café」などを設置する
・設備の見直し（空調設備など・・・）

・民間の団体
・各民間事業者

１～5年以内

5 ■｢大泊地区の山に登ろう｣プロジェクト 新規 佐多エリア
・身近な山の登山道を整備する
・その山の歴史等、いわれ等、案内のガイドブック制作

・行政
・民間の団体

1～3年以内

6 ■天然ブリの餌付け体験プログラムの造成 新規 佐多エリア
・天然ブリの餌付け体験のプログラム化
・大戸マリ港でのブリの釣り体験のプログラム化
・情報発信や集客の手法の構築

・行政
・大隅佐多岬漁協との連携

1～3年以内

7 ■御崎祭りの後方支援（ツアー・かつぎ隊・ＰＲ） 既存 佐多エリア

・1300年の歴史のストーリー化（情報発信）
・本物の伝承（人材育成）
・来訪者が楽しめるプログラム等の造成
※平成23年度より実施中

新し組織（観光協会）
長期的にゆっくりと
時間をかけて

8 ■遊休耕地利用による農産物の商品開発 新規 佐多エリア
佐多の遊休地を利用し、鳥獣被害を受けない農産物づくりを行う
商品開発から販路の開拓

・行政
・大隅佐多岬漁協との連携

1～3年以内

9 ■本土最南端バス停集落　南大隅バージョンナビ 新規 佐多エリア
本土最南端バス停を作りＰＲ、情報発信。
コミュニティバスを最南端佐多岬まで走らせる。
3Ｄメガネをかけて佐多岬の風景などが見える体験

各民間事業者 1～3年以内
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南大隅町観光振興基本計画 

～海・山・岬と“もてなす笑顔”をまちの活力に！～ 

佐多岬へ人々を誘う本土最南端のまちづくり 


