


 

 

  

 

  



はじめに 

 

“なんたん”の地域経済を活性化させる観光の振興 
 

南⼤隅町は、⽇本列島の「南の⽞関⼝」⿅児島県⼤隅半島の最南端に位置し、海・⼭・川

の⾃然に恵まれた町です。また、本⼟最南端「佐多岬」には北緯 31 度線が通過しています。 

本町の観光振興は、平成 25 年を観光元年と位置付け、平成 26 年 3 ⽉、南⼤隅町観光振興

基本計画を策定しこれまで 5 年間、佐多岬観光を重点施策として取り組んでまいりました。 

その間、南⼤隅町観光協会が設⽴、根占港と指宿港間で⾼速船が就航、佐多岬や雄川の滝

を巡る観光周遊バスが運⾏、そして今春佐多岬公園がグランドオープンし、おおよその観光

基盤が整ってまいりました。 

また、全国和⽜能⼒共進会での佐多⽜の活躍、パッションフルーツ、アボカド、パインア

ップルなどの熱帯果樹栽培・岩ガキの養殖も販売までこぎつけるなど各種政策の成果が発現

してきた期間でもありました。 

⼀⽅、2020 年に開催される東京オリンピック・パラリンピックを契機に、今後更なる外

国⼈観光客の増加が予想される中、受⼊環境の整備をはじめとしたインバウンド対策が必要

となります。 

このような中、本町の課題や社会経済情勢を踏まえ「南⼤隅町第２次観光振興基本計画」

を策定いたしました。「 “なんたん” の地域経済を活性化させる観光の振興」を基本理念とし

た本計画に基づき、地域と⼀体となった「観光地域づくり」を推進してまいります。 

結びに、本計画策定にあたり、⼤変貴重なご意⾒、ご提案をいただきました町⺠の皆様を

はじめ、観光推進の観点から熱⼼にご審議いただきました「南⼤隅町第２次観光振興基本計

画策定委員」の皆様に深く感謝申し上げます。 

 

 

 

 

平成 31 年 3 ⽉ 

南⼤隅町⻑ 森⽥俊彦 
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第１章 計画策定の趣旨 

 

１－１ 計画策定の⽬的 
南⼤隅町では、平成 26（2014）年 3 ⽉に「南⼤隅町観光振興基本計画 2014－2018」

（以下、「第１次計画」という。）を策定し、「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」の実現に向けて、本町の観光地域づくりに

取り組んできました。 

第１次計画策定から 5 年が経過し、平成 31（2019）年から 3 ヵ年連続で国際的な⼤型

スポーツイベントが開催されます。2019 年は⽇本国内で初めてのラグビーワールドカップ、

2020 年には東京オリンピック・パラリンピック、2021 年には関⻄で⽣涯スポーツの国際

⼤会であるワールドマスターズゲームズ（WMG）が予定されており、今後更なるインバウ

ンド（訪⽇外国⼈観光客）の増加が期待されています。 

また、本県においても 2019 年に全国⾼校総合体育⼤会（インターハイ 南部九州３県

と沖縄県で開催）、J2 昇格を果たした⿅児島ユナイテッド FC のリーグ戦があり、2020 年

には「燃ゆる感動かごしま国体」（⿅児島国体）と全国障害者スポーツ⼤会が開催されるな

ど国内からの⼊込客数の増加も⼤いに期待されるなど観光を取り巻く環境が⼤きく変化し

てきています。 

そこで、本町では、観光に関する現状や第１次計画の検証等を踏まえ、佐多岬や雄川の

滝等の観光資源及び本⼟最南端の⽴地を活かして、農業・漁業・商⼯業などの⽣産分野や

地域の⾃然・歴史・⽂化を活⽤した多様な体験・滞在・交流型観光の更なる育成を図り、

新たな観光産業を創出するとともに、⽬指すべき⽅向性とその実現に向けた具体策を観光

振興基本計画として策定します。 
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１－２ 計画の位置付け 
本計画は、平成 27（2015）年 3 ⽉に策定した「南⼤隅町第２次総合振興計画」（2015

－2024）に基づく重点計画と位置付けるとともに、平成 27（2015）年 10 ⽉に策定した

「南⼤隅町まち・ひと・しごと創⽣総合戦略」（2015－2019）やその他の各種関連計画と

の整合性を図っていきます。 

【本計画の位置付け】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－３ 計画の期間 
本計画は、2019 年度から 2021 年度までの３年間を計画期間とします。 

但し、観光を取り巻く環境変化や観光客のニーズや価値観の多様化等に迅速に対応する

ため、期間中の進捗状況や効果検証結果等を踏まえながら、必要な計画内容の変更や⾒直

しを随時⾏っていくものとします。 

【計画の期間】 

 

  

南⼤隅町第２次総合振興計画（2015 年度 2024 年度） 

○まちの将来像：「⼦や孫に感動を伝えるまちづくり」 

○10 年間の活動のコンセプト：「新たな始動、そして躍動へ！」 

南⼤隅町まち・ひと・しごと
創⽣総合戦略 

その他各種関連計画

【重点計画】 

南⼤隅町第２次観光振興基本計画
整合性

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

南⼤隅町観光振興基本計画

南⼤隅町総合振興計画

南⼤隅町まち・ひと・しごと創⽣総合戦略

観光⽴国推進基本計画

⿅児島県観光振興基本⽅針

第２次総合振興計画・前期基本計画 第２次総合振興計画・後期基本計画

第１次観光振興基本計画2014－2018

第１次         創⽣総合戦略

第２次計画2019－2021 第３次計画2022－2024

第２次         創⽣総合戦略

観光⽴国推進基本計画

⿅児島県観光振興基本⽅針
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１－４ 上位・関連計画における観光振興の⽅向性 
本計画を策定するにあたり、本町に係る上位・関連計画として、観光⽴国推進基本計画、

⿅児島県観光振興基本⽅針、南⼤隅町第２次総合振興計画、南⼤隅町まち・ひと・しごと

創⽣総合戦略における観光振興の⽅向性をそれぞれ以下のように整理しています。 

 

（１）観光⽴国推進基本計画（国） 

本計画は、「観光⽴国推進基本法」（平成 18（2006）年法律第 117 号）に基づく観光

⽴国の実現に関する基本的な計画であり、平成 29（2017）年 3 ⽉ 28 ⽇に閣議決定さ

れました。「明⽇の⽇本を⽀える観光ビジョン」（平成 28（2016）年 3 ⽉ 30 ⽇決定）

を踏まえ、観光は⽇本の成⻑戦略の柱であり、地⽅創⽣への切り札であるという認識の

下、拡⼤する世界の観光需要を取り込み、世界が訪れたくなる「観光先進国・⽇本」へ

の⾶躍を図るものです。 

計画期間は、2017 年度から 2020 年度の４年間となっており、４つの基本的な⽅針と

４つの講ずべき施策が盛り込まれています。 

 

【「観光⽴国推進基本計画」（2017－2020）の概要】 
＜観光⽴国の実現に関する施策についての基本的な⽅針＞ 

①国⺠経済の発展（観光を我が国の基幹産業へ成⻑させ、⽇本経済を牽引するとともに、地域に活⼒を与える） 

②国際相互理解の推進 

③国⺠⽣活の安定向上 

④災害、事故等のリスクへの備え 

＜観光⽴国の実現に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策＞ 

①国際競争⼒の⾼い魅⼒ある観光地域の形成 

⇒ 世界⽔準の DMO の形成、⽂化財・歴史的資源・⾃然等の観光資源としての活⽤、景観の

保全、国際拠点空港の整備、クルーズ船の受⼊拡充 等 

②観光産業の国際競争⼒の強化及び観光の振興に寄与する⼈材の育成 

⇒ 旅⾏業法の改正を通じた地域独⾃の旅⾏商品の創出、⺠泊サービスへの対応、観光経営⼈

材の育成、宿泊業の⽣産性向上 等 

③国際観光の振興 

⇒ オールジャパンによる訪⽇プロモーションの実施、ビザの戦略的緩和、通訳ガイドの充実、

ランドオペレーター登録制度の導⼊、通信環境整備 等 

④観光旅⾏の促進のための環境の整備 

⇒ 外国⼈観光旅⾏等の災害被害軽減 等  
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また、観光⽴国の実現に関して 2020 年度までに達成すべき７つの⽬標を設定してい

ます。本計画に掲げられた⽬標、参考指標は以下の通りとなっており、４つの⽬標値は

訪⽇外国⼈旅⾏者に関する数値、他の３つの⽬標値は、⽇本⼈の国内旅⾏消費額、⽇本

⼈の海外旅⾏者数、アジア主要国における国際会議の開催件数に占める割合となってい

ます。 

 

【観光⽴国推進基本計画に掲げられた⽬標、参考指標】 

 

  

⽬標値 実績値
2020年まで 2015年

消費額 21兆円 20.4兆円

宿泊観光旅⾏の年間平均宿泊数 2.5泊
（若年層3泊）

2.27泊
（若年層3.18泊）

宿泊観光旅⾏を⾏わない国⺠の割合 40％程度
（若年層40％程度）

46.8％
（若年層40.2％）

地⽅部の延べ宿泊者数 3億1000万⼈泊 2億9447万⼈泊

地⽅部の旅⾏中⽀出 12兆円 10.6兆円

旅⾏者数 4000万⼈ 1974万⼈

消費額 8兆円 3.5兆円

リピーター数 2400万⼈ 1159万⼈

参考指標 再訪意向（回答割合） 現⾏⽔準維持 93.3%

地⽅部の延べ宿泊者数 7000万⼈泊 2514万⼈泊

アジア主要国における国際会議の開
催件数に占める割合

アジア最⼤の開催国
（3割以上） 26.1%

参考指標 MICE等のビジネス⽬的の訪⽇外国
⼈旅⾏者数 650万⼈ 403万⼈

旅⾏者数 2000万⼈ 1621万⼈

参考指標 若年層の旅⾏者数 350万⼈ 254万⼈
※若年層＝20 29歳
※地⽅部＝三⼤都市圏（埼⽟、千葉、東京、神奈川、愛知、京都、⼤阪、兵庫の８都府県）以外の地域
※アジア主要国＝⽇本、中国、韓国、オーストラリア、シンガポールの５カ国

ＭＩＣＥ

⽇本⼈
海外旅⾏

⽬標①

⽬標②

⽬標③

⽬標④

⽬標⑤

⽬標⑥

⽬標⑦

訪⽇外国⼈
旅⾏

項⽬

⽇本⼈
国内旅⾏ 参考指標
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（２）⿅児島県観光振興基本⽅針 

本⽅針は、「観光⽴県かごしま県⺠条例（平成 21（2009）年 3 ⽉ 27 ⽇公布・同年 4

⽉ 1 ⽇施⾏）に基づく基本⽅針」として策定され、推進期間は平成 27（2015）年度か

ら平成 31（2019）年度までの 5 年間となっており、具体的な施策の体系と⼤隅地域の

施策の⽅向は以下の通りとなっています。 

 

【「⿅児島県観光振興基本⽅針」の施策の体系と⼤隅地域の施策の⽅向】 

 

○⼤隅地域の施策の⽅向 
⇒ 地域の特性を踏まえ、豊かな⾃然環境や良好な景観、歴史的資源、「本物」の素材による⾷

の魅⼒を⽣かした観光地づくりやグリーン・ツーリズム等の体験型観光を推進する。 
⇒ また、東九州⾃動⾞道やフェリー等を活⽤した他地域との広域的な観光ルートの形成等を

進めるとともに、スポーツキャンプの誘致やアジア・太平洋農村研修センター等における
国際交流等に取り組む。 
  

施策の基本的⽅向 基本的施策

魅⼒ある癒しの観光地づくり 地域の観光資源の保全、活⽤及び創出

地域の特性を⽣かした良質なサービスの提供の確保

観光関係施設等の整備

新たな観光旅⾏の分野の開拓等

観光地における環境の保全

国内外からの誘客促進 観光客の来訪の促進等

スポーツキャンプ等の誘致

外国⼈観光客の来訪の促進等

相互交流の促進

「おもてなし先進県⿅児島」づくり ⾼齢者、障害者、外国⼈等に配慮した観光関係施設等の整備

移動の利便性の向上等に関する情報提供

観光を担う⼈材の育成

啓発・学習の推進

観光旅⾏の安全の確保

統計調査・研究
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（３）南⼤隅町第２次総合振興計画 

本計画は、より良いまちづくりを総合的かつ計画的に推進するための町政の基本⽅針

としての役割と性格を持つものであり、本町の最上位計画と位置付けられています。 

計画期間は、2015 年度から 2024 年度までの 10 年間となっており、まちの将来像、

基本理念、前期の基本政策、重点戦略の取組等は以下の通りとなっています。 

 

【南⼤隅町第２次総合振興計画の概要】 
項⽬ 内   容

まちの将来像 ⼦や孫に感動を伝えるまちづくり
10 年間の活動のコンセプト 新たな始動、そして躍動へ！

基本理念 
①町⺠と⾏政が知恵と⼒を出しあって⾏動する協働のまちづくり
②地域の宝を活かして⼈々がふれあう交流のまちづくり 
③笑顔に満ち未来につなげる希望のあるまちづくり 

前期基本政策 

①活⼒ある産業と交流のまちづくり
②思いやりのある健康・医療・福祉のまちづくり 
③誇りのもてる教育・⽂化のまちづくり 
④⾃然環境と共⽣する安全なまちづくり 
⑤効率的な⾏財政と町⺠との協働によるまちづくり 

前期重点戦略の取組 

Ⅰ 「南⼤隅町で暮らす」プロジェクト
Ⅱ 「南⼤隅町で働く」プロジェクト 
Ⅲ 「南⼤隅町でもてなす」プロジェクト 
Ⅳ 「南⼤隅町で癒す」プロジェクト 

【「①活⼒ある産業と交流のまちづくり」における「観光業の振興」の具体的施策】 
第１項 「佐多岬」を核とした観光の魅⼒づくり
（１）プログラムづくりと“⾷”の魅⼒の創出 
（２）佐多岬観光の情報発信の強化 
（３）佐多岬の観光基盤づくり 
（４）「雄川の滝」の観光の魅⼒づくり 
（５）観光地の景観美化 
（６）教育研修旅⾏の受け⼊れに向けた取組の推進 
第２項 観光地域づくり推進体制の構築 
（１）主要宿泊施設や休憩地の整備 
（２）観光⼈材の確保・育成と「南⼤隅町観光協会」の整備 
（３）指宿⼭川・根占航路の利⽤促進 
（４）外国⼈旅⾏者受⼊体制の整備 
第３項 広域連携による観光振興の取組の推進 
（１）⺠間主体の観光商品づくりの推進 
（２）近隣市町との広域連携による観光の振興 
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（４）南⼤隅町まち・ひと・しごと創⽣総合戦略 

本戦略は、本町が抱える⼈⼝減少や少⼦⾼齢化、地域経済縮⼩等の課題を解決し、新

たなまちづくりを推進するための⽅針及び具体的施策をとりまとめたものです。 

本戦略では、計画期間を平成 27（2015）年度から平成 31（2019）年度までの５年

間とし、４つの基本⽬標とその具体的施策を掲げています。 

 

【南⼤隅町まち・ひと・しごと創⽣総合戦略における４つの基本⽬標】 

基本⽬標① 
南⼤隅町への移住・定住を促進するとともに、安⼼して⼦育てができる環境を整備する

   南⼤隅町で暮らすプロジェクト 

基本⽬標② 
産業を育成し、安定した雇⽤を創出する 

   南⼤隅町で働くプロジェクト 

基本⽬標③ 
観光振興により交流⼈⼝を増やす 

   南⼤隅町でもてなすプロジェクト 

基本⽬標④ 
町⺠の暮らしを守るとともに、地域コミュニティの充実を図る 

   南⼤隅町で癒すプロジェクト 

 

【「観光振興により交流⼈⼝を増やす 南⼤隅町でもてなすプロジェクト」の具体的施策】 

数値⽬標 基準値 ⽬標値 

観光⼊込客数 236,139 ⼈（H26） 320,000 ⼈（H31） 
 

施策 具体的な施策・事業 重要業績評価指標（KPI）

①観光地域づくりへ
の町⺠参加促進と
推進組織の整備 

・南⼤隅町観光協会の運営⽀援と⾃⽴促進
・「佐多岬コンシェルジュ」の養成・おもて

なし講座の実施 
・観光アカデミー事業 
・ツーリズム推進協議会事業 

・佐多岬コンシェルジュの数
平成 26 年度 18 ⼈ 

↓ 
平成 31 年度 30 ⼈ 

②旅⾏者に選ばれる
観光商品づくり 

・⿅児島県南部広域連携観光物流構築事業
・周遊観光ツアー実証運⾏事業 
・佐多岬着地型体験メニュー整備、造成 
・ふるさと納税返礼品の充実 等 

・観光⼊込客数
平成 26 年度 236,139 ⼈

↓ 
平成 31 年度 320,000 ⼈

③町内観光スポット
への誘客に向けた
基盤の整備 

・情報発信環境整備事業
・観光施設等への無料公衆無線 LAN 設置 
・草刈り、清掃、花植え等による景観整備
・トイレ・道路・駐⾞場等の整備 等 

・LAN 設置箇所数
平成 26 年度 ０箇所 

↓ 
平成 31 年度 ３箇所 
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第２章 南⼤隅町観光の現状と課題 

 

２－１ 観光の現状 
本町の観光の現状について、「佐多岬」と「雄川の滝」の⼊込客数の推移、「⼭川根占フ

ェリー」と「⾼速船」（指宿港－根占港）の利⽤者数の推移、本町の⼈⼝と経済活動の動向

をそれぞれ以下のように整理しました。 

 

（１）「佐多岬」の⼊込客数の推移 

①「佐多岬」の年別⼊込客数の推移 

「佐多岬」の平成 30（2018）年の⼊込客数は 95,444 ⼈となっており、過去 10 年間

の推移をみると、NHK ⼤河ドラマ「⻄郷どん」放映の影響で突出して増加している状況

がうかがえます。 

 

【「佐多岬」の年別⼊込客数の推移】 

 
資料：町観光課 
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②「佐多岬」の⽉別⼊込客数の推移 

「佐多岬」の平成 30（2018）年の⽉別⼊込客数をみると、5 ⽉が 13,450 ⼈で最も多

く、次いで 8 ⽉が 11,487 ⼈となっています。 

過去 10 年間（平成 20（2008）年 平成 29（2017）年）の⽉別⼊込客数の平均値を

みると、同様に 5 ⽉が 8,007 ⼈で最も多く、次いで 8 ⽉が 6,428 ⼈となっています。 

なお、平成 30（2018）年は、過去 10 年間の各⽉の平均値をどの⽉も⼤きく上回って

います（平均 2.1 倍）。 

 

【「佐多岬」の⽉別⼊込客数の推移】 

 
資料：町観光課 
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（２）「雄川の滝」の年別・⽉別⼊込客数の推移 

「雄川の滝」の平成 30（2018）年の⼊込客数は 164,329 ⼈となっており、過去 3 年

間と⽐較しても突出して多くなっています。 

また、同年の⽉別⼊込客数を平成 29（2017）年と⽐較すると、どの⽉も 2 3 倍、3

⽉は 6.45 倍と⼤幅に上回っています（平均 3.2 倍）。 

なお、「佐多岬」と同様に、5 ⽉と 8 ⽉の⼊込客数が多くなっており、平成 30（2018）

年はそれぞれ 18,307 ⼈、30,735 ⼈となっています。 

 

【「雄川の滝」の年別・⽉別⼊込客数の推移】      単位：⼈ 

 
注：   は、雄川の滝整備⼯事のためデータなし。 

  平成 25 年に⿅児島銀⾏カレンダーに「雄川の滝」掲載。 

  ⼊込客数の年計は、H27 年 22,524 ⼈、H28 年 15,208 ⼈、H29 年 57,155 ⼈、H30 年 164,329 ⼈。 

資料：町観光課 

  

１⽉ ２⽉ ３⽉ ４⽉ ５⽉ ６⽉ ７⽉ ８⽉ ９⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉

Ｈ27年 1,030 642 1,395 1,693 3,693 811 1,316 1,781 5,470 4,693

Ｈ28年 681 4,090 3,154 1,979 3,077 2,227

Ｈ29年 1,236 1,548 3,851 9,238 3,805 6,038 12,089 6,703 4,840 5,129 2,678

Ｈ30年 4,002 4,439 9,977 13,780 18,307 9,820 13,427 30,735 17,528 16,484 16,766 9,064

Ｈ30年/Ｈ29年 3.24 - 6.45 3.58 1.98 2.58 2.22 2.54 2.61 3.41 3.27 3.38
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（３）「⼭川根占フェリー」の年別・⽉別利⽤者数の推移 

「⼭川根占フェリー」の平成 30（2018）年の利⽤者数は 73,127 ⼈となっており、

平成 24（2012）年以降でみると最も多くなっています。 

⽉別利⽤者数をみると、平成 30（2018）年は、過去 6 年間の⽉別利⽤者数の平均値

を 5 ⽉と 12 ⽉以外はどの⽉も上回っています（平均 1.2 倍）。 

 

【「⼭川根占フェリー」の年別・⽉別利⽤者数の推移】 

 

 
注：平成 23 年 3 ⽉南九 19 号（２トン）運航開始。同年 8 ⽉なんきゅう 2（136 トン）運航開始。 

  利⽤者数の年計は、H24 年 62,512 ⼈、H25 年 70,264 ⼈、H26 年 62,737 ⼈、H27 年 57,761 ⼈、 

 H28 年 60,333 ⼈、H29 年 62,127 ⼈、H30 年 73,127 ⼈。 

資料：町観光課 
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（４）「⾼速船」（指宿港－根占港）の年別・⽉別利⽤者数の推移 

平成 29（2017）年 4 ⽉に就航した指宿港と根占港を結ぶ「⾼速船」の平成 30（2018）

年の利⽤者数は 9,757 ⼈となっています。 

平成 30（2018）年の⽉別利⽤者数を平成 29（2017）年と⽐較してみると、5 ⽉か

ら 9 ⽉にかけては前年を下回っていましたが、10 ⽉以降は前年を⼤きく上回って推移し

ています。 

 

【「⾼速船」（指宿港－根占港）の年別・⽉別利⽤者数の推移】  単位：⼈ 

 

 
注：平成 29 年 4 ⽉運航開始。 

資料：町観光課 

 

 

  

年 １⽉ ２⽉ ３⽉ ４⽉ ５⽉ ６⽉ ７⽉ ８⽉ ９⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 計

Ｈ29年 760 1,710 1,008 813 1,111 1,179 491 580 599 8,251

Ｈ30年 479 282 899 797 967 971 608 998 646 868 1,059 1,183 9,757
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（５）本町の⼈⼝動向 

本町の平成27（2015）年の総⼈⼝は7,542⼈で、３階層別⼈⼝割合は年少⼈⼝が9.5％、

⽣産年齢⼈⼝が 45.0％、⽼年⼈⼝が 45.6％となっており、既に⽼年⼈⼝が⽣産年齢⼈

⼝を上回っています。 

また、国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所が平成 30（2018）年に推計した本町の将来推

計⼈⼝をみると、2020 年の総⼈⼝は 6,397 ⼈（▲15.2％）で、⽼年⼈⼝割合は 49.0％

とほぼ 2 ⼈に 1 ⼈が 65 歳以上になると予想されています。さらに、30 年後の 2045 年

には総⼈⼝が 2,501 ⼈（▲66.8％）まで減少すると⾒込まれています。 

⼥性についてみると、平成 27（2015）年の時点で 65 歳以上の割合が 51.2％とほぼ

半数が65歳以上となっており、50歳以上の割合でみると71.9％と7割を超えています。

30 年後には、15 49 歳の割合が約 1 割、50 歳以上の割合が 8 割を超えると⾒込まれ

ています。 

 

【本町の⼈⼝動向（⼈⼝構成と将来推計⼈⼝）】    単位：⼈ 

 
資料：国勢調査（平成 27 年）、国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所（⽇本の地域別将来推計⼈⼝（2018 年推計） 

 

  

男 ⼥ 計 男 ⼥ 計 男 ⼥ 計

3,510 4,032 7,542 3,040 3,357 6,397 1,303 1,198 2,501

369 344 713 299 276 575 65 60 125

0 14歳⼈⼝／総数 10.5% 8.5% 9.5% 9.8% 8.2% 9.0% 5.0% 5.0% 5.0%

1,768 1,624 3,392 1,425 1,260 2,685 470 291 761

15 64歳⼈⼝／総数 50.4% 40.3% 45.0% 46.9% 37.5% 42.0% 36.1% 24.3% 30.4%

1,373 2,064 3,437 1,316 1,821 3,137 768 847 1,615

65歳以上⼈⼝／総数 39.1% 51.2% 45.6% 43.3% 54.2% 49.0% 58.9% 70.7% 64.6%

789 585 127

15 49歳⼈⼝（⼥性）／総数 19.6% 17.4% 10.6%

2,899 2,496 1,011

50歳以上⼈⼝（⼥性）／総数 71.9% 74.4% 84.4%

2015年（実数）

65歳以上⼈⼝（⽼年⼈⼝）

15 49歳⼈⼝（⼥性）

50歳以上⼈⼝（⼥性）

2020年（推計） 2045年（推計）

総数

0 14歳⼈⼝（年少⼈⼝）

15 64歳⼈⼝（⽣産年齢⼈⼝）
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（６）本町の経済活動の動向 

本町の経済活動について地域経済分析システム（RESAS）より平成 25（2013）年の

地域経済循環図をみると、付加価値額（売上⾼－売上原価）は 201 億円（第 1 次産業

30 億円、第 2 次産業 25 億円、第 3 次産業 146 億円）となっており、第 3 次産業の占

める割合が 7 割を超えています。 

これらが所得に分配され、地域外からの流⼊ 98 億円を加えて、299 億円（雇⽤者所

得 113 億円、その他所得 186 億円）が地域の所得となっています。 

地域経済循環率は 67.3％となっており、地域の所得に関して地域外に依存している状

況がうかがえます。 

 

【本町の経済活動（⽣産・分配・⽀出）の動向】 

○地域経済循環図（2013 年） 

 

 

 

 
注：「その他所得」は、財産所得、企業所得、交付税、社会保障給付、補助⾦等雇⽤者所得以外の所得。 

  「その他⽀出」は、「政府⽀出」＋「地域内産業の移輸出・移輸⼊」。 

資料：地域経済分析システム（RESAS） 
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平成 25（2013）年の⽣産額については、総額で 342 億円（第 1 次産業 69 億円、第

2 次産業 56 億円、第 3 次産業 217 億円）となっています。 

これを産業別（中分類）にみると、農業が 58 億円で最も多く、次いで建設業（39 億

円）、公共サービス（37 億円）、住宅賃貸業（36 億円）、公務（33 億円）などとなって

います。 

 

【2013 年産業別（中分類）⽣産額（総額：342 億円）】 

 
注：第１次産業⽣産額 69 億円、第２次作業⽣産額 56 億円、第３次産業⽣産額 217 億円 

資料：地域経済分析システム（RESAS） 

  

⽔道 廃棄物処理
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⾐服・⾝回品
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２－２ 観光に関する住⺠の意識 
本町の観光に関する住⺠の意識について、平成 30（2018）年 10 ⽉から 11 ⽉にかけて

実施した住⺠アンケート調査結果を以下のように整理しました。 

 

【「南⼤隅町の観光に関する住⺠アンケート調査」結果の概要】 

調査項⽬ 調査結果 

◆本町の観光についての考え 

・「観光に関⼼がある」、「南⼤隅町にとって観光は重要な役割

を果たしている」、「今よりも観光客を増やすべきである」

と思う⼈が６割を超える。 

・その⼀⽅で、「南⼤隅町の観光にもっと関わりたい」と思う

⼈は 35％にとどまり、「どちらともいえない」が最多。 

◆観光客増加によって期待される

効果、⼼配される影響 

・期待される効果は、「南⼤隅町の知名度が上がる」（55％）、

「まちに賑わいが⽣まれる」（43％）、「観光客の消費によ

って飲⾷業や宿泊業が潤う」（40％）の順。 

・⼀⽅⼼配される影響は、「騒⾳やゴミの増加」（64％）、「交

通渋滞や路上駐⾞など交通環境の悪化」（55％）、「⾃然破

壊」（29％）の順。 

◆本町の観光において誇れるもの

・「本⼟最南端に位置する佐多岬」（75％）と「四季折々に表

情を変える雄川の滝」（66％）が突出しており、他の資源

は４割に満たない。 

◆町内の施設・観光スポット等の

認知度 

・「⾃宅近隣の施設や観光スポット、店などであれば、ある程

度答えられる」が 38％で最多。 

・「町内であれば、ほとんど・ある程度答えられる」は 39％

にとどまり、「ほとんど分からない」も 14％みられる。 

◆観光地として整備すべきもの 

・「トイレ、休憩所」（40％）、「飲⾷施設」（37％）、「特産品・

⼟産物店」（33％）、「観光スポットを結ぶ交通機関」（32％）

の順。 

◆本町の観光振興に必要な取組 

・「道路、バス等交通機能を充実させること」（49％）、「地域

や商店街等を活性化すること」（42％）、「特産品・⼟産品

に関する既存商品のブラッシュアップと新たな商品開発を

⾏うこと」（37％）の順。 
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２－３ 町外居住者の本町のイメージ・認知度、観光ニーズ等の状況 
町外居住者の本町に対するイメージや観光資源に関する認知度・興味度、観光ニーズ等

について、南⼤隅町観光ニーズ・イメージ認知度調査結果（平成 30 年度実施）、佐多岬観

光受⼊体制強化事業でのツアー参加者向けアンケート調査結果（平成 29 年度実施）、旅⾏

会社へのヒアリング調査結果等から以下の通り整理しました。 

 

（１）南⼤隅町のイメージと魅⼒ 

①町外居住者からみた本町のイメージ 

町外居住者の本町のイメージについて来訪者と⾮来訪者別にみてみると、来訪者では

「佐多岬がある町である」「本⼟最南端の地である」「⾃然や景勝地を⾒て回ることがで

きる地域」が上位 3 位までに挙げられています。 

⼀⽅、⾮来訪者では「遠そうである」が 1 位に挙げられており、来訪者との違いがみ

られています。 

 

【南⼤隅町のイメージ】 

○来訪者       ○⾮来訪者 
順位 イメージ 順位 イメージ

１ 佐多岬がある町である  １ 遠そうである 

２ 本⼟最南端の地である  ２ 本⼟最南端の地である 

３ 
⾃然や景勝地を⾒て回ることができる
地域 

 ３ 
⾃然や景勝地を⾒て回ることができる
地域 

４ 
ドライブ・ツーリングを楽しめる地域
である 

 ４ 佐多岬がある町である 

５ 朝⽇・⼣陽がきれいな地域である  ５ 朝⽇・⼣陽がきれいな地域である 

６ 遠そうである  ６ 
農村、⼭村、漁村の雰囲気を味わえる
地域 

７ 
農村、⼭村、漁村の雰囲気を味わえる
地域 

 ７ 南国情緒豊か 

８ 南国情緒豊か  ８ 
ドライブ・ツーリングを楽しめる地域
である 

９ 雄川の滝がある町である  ９ 海辺でゆったり滞在できる地域 

10 海辺でゆったり滞在できる地域  10 地元ならではの⾷事が美味しい 

資料：「南⼤隅町観光ニーズ・イメージ認知度調査」結果（平成 30 年度） 
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②旅⾏会社からみた本町のイメージと魅⼒ 

旅⾏会社からみた本町のイメージと魅⼒についてみると、本町のイメージとして NHK

⼤河ドラマ「⻄郷どん」放映の影響で「雄川の滝」のイメージが強くなっていることが

うかがえます。 

また、「近くて遠いところ（⾏ってみたいけどなかなか⾏けない場所）」、「アクセスが

不便、遠い」といった意⾒も挙げられています。 

本町の魅⼒については、「⾃然と景観」が多く挙げられており、商品としては「本⼟、

九州の最南端」、「他の地域では⾒られない景⾊」といったことなどが“売り”になるとの

意⾒がありました。 

また、「今から未開発の観光資源がまだまだ出てきそう」といった期待感も寄せられて

います。 

 

【旅⾏会社からみた南⼤隅町のイメージと魅⼒】 
旅⾏会社 南⼤隅町のイメージ 南⼤隅町の魅⼒

Ａ社 
（県内） 

・⼤河ドラマ「⻄郷どん」オープニング
タイトルバックで映し出される「雄川
の滝」がある場所という認識が強い。 

・いい意味で遠い。⾃然が多い。 

Ｂ社 
（県内） 

・⾃然が多い。雄川の滝。 
・今から未開発の観光資源がまだまだ出

てきそう。 
Ｃ社 

（県内） 
・近くて遠いところ（⾏ってみたいけど

なかなか⾏けない場所）。 
・滝、清流、⾥⼭があること。 

Ｄ社 
（県外） 

・佐多岬と雄川の滝（観光客は「南⼤隅
町」は知らない）。 

・佐多岬は、本⼟、九州の最南端が魅⼒。
雄川の滝は、⽔のきれいさで、⼤河ド
ラマオープニングでの放映効果で認知
度が⾼まったこと。 

Ｅ社 
（県外） 

・雄川の滝のイメージが強くなった。 
・他の地域では⾒られない⼤隅ならでは

の景⾊を味わえる。 

Ｆ社 
（県外） 

・本州最南端の⾃治体。南国のイメージ
が強い。 

・アクセスが不便、遠い、宿泊箇所が少
ない。 

・本州で亜熱帯植物の⾃⽣エリアが既存
するのは他に類を⾒ない魅⼒ある⾃治
体である。佐多岬・雄川の滝が観光の
キーワード！。 
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（２）南⼤隅町の観光資源に関する認知度・興味度 

本町の観光資源に関する認知度と興味度のマトリックス分析結果をみると、認知度と

興味度が共に特に⾼い項⽬として「佐多岬」と「雄川の滝」が挙げられており、現在の

⼈気項⽬となっています。 

また、認知度が低く、興味度が⾼い項⽬の筆頭として「天空のレストランと南天の天

体ショー」が挙げられており、今後のお宝項⽬となっています。 

 

【南⼤隅町の観光資源に関する認知度・興味度】 

○全体 

 
○来訪者     ○⾮来訪者 
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南⼤隅の歴史や⽂化
御崎神社

諏訪神社

ホテル佐多岬ネッピー館

なんたん市場

フェリーなんきゅう

⾼速船なんきゅう10号

⽔中展望船

マリンアクティビティ体験

⼭岳トレッキング

空中テント泊

天空のレストランと南天の天体ショー

早朝の雄川の滝トレッキング
と⽔辺のモーニング

【特産品】   ⻩⾦    

【特産品】うつぼ（キダカ）

【特産品】アボカド 【特産品】辺塚だいだい

【特産品】バレイショ

20%

40%

60%

80%

20% 40% 60% 80%

︻

興
味
度
︵
と
て
も
興
味
が
あ
る
＋
や
や
興
味
が
あ
る

︶
︼

【 認知度 （ よく知っている＋だいたい知っている ＋聞いたことがある ） 】

＜拡⼤図＞
【南⼤隅町の観光資源に関する認知度×興味度】
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≪⾮来訪者に聞いた≫【南⼤隅町の観光資源に関する認知度×興味度】

資料：「南⼤隅町観光ニーズ・イメージ認知度調査」結果（平成 30 年度） 
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（３）観光ニーズ等 

町内居住者の観光ニーズ等について、平成 29（2017）年度に実施したツアー参加者

向けアンケート調査結果からツアーに関する満⾜度をみてみると、全体評価は『満⾜し

た』（「とても満⾜した」と「やや満⾜した」の合計）が 8 割を超えています。 

これを項⽬別にみると、どの項⽬でも『満⾜した』が 5 割を超え、『満⾜しなかった』

を⼤きく上回っています。但し、「とても満⾜した」割合をみると、物産館では 14.3％

にとどまり、他の項⽬に⽐べて低くなっています。 

本町内物産館での平均消費額は合計で 2,388 円となっており、内訳をみると、「⼟産

品（菓⼦・漬物類）」が 1,661 円で全体の約 7 割を占め最も多く、次いで「ドリンク・

スイーツ」が 180 円（7.5％）、⽣鮮品が 149 円（6.2％）などとなっています。 

 

【ツアーに関する満⾜度と本町内物産館での平均消費額】 

○ツアーに関する満⾜度 

 
○本町内物産館での平均消費額      単位：円 

⼟産品 
（菓⼦・ 

漬物類） 
冷蔵⾷品 
冷凍⾷品 

ドリンク・ 
スイーツ ⽣鮮品 酒類・ 

⼯芸品 その他 合  計 

1,661 39 180 149 136 224 2,388

69.6％ 1.6％ 7.5％ 6.2％ 5.7％ 9.4％ 100.0％
注：不明回答を除く。 

資料：「佐多岬観光受⼊体制強化事業でのツアー参加者向けアンケート調査」結果（平成 29 年度）
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２－４ 来訪者の動線の状況 
来訪者の動線について「南⼤隅町来訪者動線調査（平成 30 年度）」結果からみてみると、

「雄川の滝」の来訪者が「佐多岬」を訪れる割合は 59％となっており、訪問順は「雄川の

滝」→「佐多岬」の⽅が 10 ポイント程度⾼い傾向にあります。 

また、「佐多岬」の来訪者が「道の駅ねじめ」に⽴寄る割合は 45％となっており、往路

で利⽤する⽅が 23 ポイント⾼い傾向にあります。 

なお、休憩場所としてコンビニエンスストアの利⽤が、往路で 55％、復路で 44％とそ

れぞれ最も多くなっています。 

 

【来訪者動線モデル】 

○「雄川の滝」来訪者 

 
○「佐多岬」来訪者 

 
資料：「平成 30 年度 南⼤隅町来訪者動線調査事業 実施報告書」（平成 31 年 1 ⽉） 
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⽇帰り客の本町内での滞在時間について、「雄川の滝」や「佐多岬」など⽬的地での滞在

時間（60 80 分）、町内での⾷事や休憩時間（60 分）の仮定値を設定し推計した結果は

178 分となっています。 

また、⼊込流量のピーク時間帯について、全体の出発時間の約 4 割を占める時間帯であ

る 8 時から 9 時 30 分をもとに、本町までの仮想移動時間を 180 分と設定し推計した結果

は 11：00 15：28 となっています。 

 

【⽇帰り客の町内での滞在時間と⼊込流量のピーク時間帯の推計】 

○⽇帰り客の町内での滞在時間の推計 

・⽬的地（「雄川の滝」や「佐多岬」等）での滞在時間：60 80 分（仮定値）・・・① 

・平均訪問箇所数：1.7 箇所・・・② 

・観光スポットでの滞在時間：102 136 分（①×②）・・・③ 

・町内での⾷事や休憩時間：60 分（仮定値）・・・④ 

∴町内での滞在時間：162 196 分（③＋④） → 中央値： 178 分  

○⼊込流量のピーク時間帯の推計 

・出発時間帯：8：00 9：30（全体の 38％）・・・① 

・流量ピークの始期と終期の推計 

［始期］8：00＋180 分（本町までの仮想移動時間）＝ 11：00 

［終期］9：30＋180 分（同上）＋178 分（平均滞在時間）＝ 15：28 

∴⼊込流量のピーク時間帯： 11：00 15：28  

 

 

 

 

 

 
資料：「平成 30 年度 南⼤隅町来訪者動線調査事業 実施報告書」（平成 31 年 1 ⽉） 
  

8：00 13：58

9：30 12：30 15：28

11：00

町内  ⼊込流量   時間帯 
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２－５ これまでの観光振興の取組 
第１次計画に基づく観光振興の取組に関する主な成果と課題等について、以下の通り整

理しました。 

【第１次計画（南⼤隅町観光振興基本計画 2014－2018）の施策体系】 
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【基本⽅針１】「佐多岬」を核とした観光の魅⼒づくり 

(1)佐多岬及び周辺地域における滞在交流型プログラムづくり 
事項 事項の詳細 成果や課題等

マリン 
アクティビティ 

シーカヤックやスタンドアップバドルボ
ード等の備品を購⼊し、カヤックガイド養
成を⾏い、12 ⼈がインストラクターの資
格を取得。 

旅⾏者が体験できる準備は整ったが、イン
ストラクターと旅⾏業者等が連携し、体験
メニューの商品化を図るという当初の⽬
的には達していない。 

(2)“佐多岬の⾷”の魅⼒の創出とお⼟産品等の開発 
事項 事項の詳細 成果や課題等

グッズ等の制作 
ルアー、キャンドル、⽊製の佐多岬到達証
明書、コースター、みさきちゃんふーせん
ガム、マンホールグッズ等を開発・制作。 

商品は年々増え、販売実績も伸びてはいる
が、「佐多岬＝何」という鉄板商品の開発
には⾄っていない。 

お⼟産や弁当 
の開発 

どんひら雅寿司、岩ガキのパスタソース、
カンパチと⽩豚の焼売、とびうおのお茶漬
け、トロピカルティー。 

⽣産体制の確⽴と販路拡⼤。 

(3)佐多岬観光の情報発信の強化 
事項 事項の詳細 成果や課題等

観光 PR ⾞の活⽤ 町内外のイベントや観光地に出向き、観光
PR や特産品の販売を実施。 南⼤隅町の認知度向上が図られた。 

(4)佐多岬の観光基盤づくり 
事項 事項の詳細 成果や課題等

ハード整備 観光案内所、北緯 31 度線モニュメントの
設置及び佐多岬公園等のリニューアル。 

佐多岬公園周辺の整備を終え、平成 31 年 3
⽉ 24 ⽇グランドオープン予定。 

レストラン・ 
ホテル計画 ⺠間資本による事業提案。 ⼤泊周辺のレストラン建設や⼤泊⼩学校改

修によるホテル化等の計画案が出ている。

トイレ休憩施設 ⺠家や⺠間事業所をトイレ休憩施設として
利⽤させてもらえる仕組みを構築。 

⽬印となる旗等を掲げ⼀定の効果はある
が、周知不⾜のためか利⽤実績は少ない。

(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 
事項 事項の詳細 成果や課題等

コンシェルジュ 
の養成 町認定の 23 ⼈のコンシェルジュが誕⽣。 

旅⾏業者から有料で依頼を受け案内する
といった旅⾏商品としての成果は出てい
るが、真の最南端コースの案内をするとい
った当初の⽬的とは違う形になっている。

 

【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 
(1)“海・海岸”ゾーンの観光の魅⼒づくり 

事項 事項の詳細 成果や課題等

⼤浜海⽔浴場 海開きと併せて宝探しやサンダル⾶ばしな
どのイベントを開催。 

砂浜の綺麗さや⼣⽇の景勝地であるため、
さらなる PR が必要である。 

ふれあいパーク 展望施設の改修。 ⾊あせた展望台の外壁改修を実施しイメー
ジアップが図られた。 

(2)“⾥⼭”ゾーンの観光の魅⼒づくり 
事項 事項の詳細 成果や課題等

フォト 
ロゲイニング 

歩いて⾥⼭を巡り、定められた時間内にチ
ェックポイントを⾒つけ、写真撮影するこ
とで得点を競うイベントを開催。 

名所に限らず様々な場所をチェックポイン
トにすることで、新たな魅⼒を発信するこ
とが出来たが、参加者数が伸びない状況。
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(2)“⾥⼭”ゾーンの観光の魅⼒づくり（続き） 
事項 事項の詳細 成果や課題等

宿泊キャパシティー
事業 

（空中泊テント） 

宿泊は空中テント、⼣⽇や星空観察を楽し
みながら屋外で地元⾷材をメインとしたデ
ィナーを提供、翌朝は雄川の滝トレッキン
グと⽔辺のモーニングを提供。 

若い観光客に町内で⻑く滞在してもらうこ
と、併せて満⾜度を⾼め、本町の⾃然の魅
⼒を広く発信してもらうことを⽬的とし
た。⽬的は達成した感があるが、台⾵等の
悪天候により営業できない⽇が多く、稼働
率の向上など営業⽇の調整が必要。 

⽶づくり体験 
⽥植えから収穫、試⾷までの⽶づくり体験
を通じて地元住⺠と交流を深める機会を創
出した。 

都⼼部の若者と地域住⺠との交流が深まっ
た。交流⼈⼝の拡⼤に寄与。 

(3)「雄川の滝」の観光の魅⼒づくり 
事項 事項の詳細 成果や課題等

アクアベースカフェ
（コンテナハウス）

訪問者の満⾜度向上、観光協会の収益事業
として、カフェを設置運営。 

仮設のカフェを設置し、訪問者の満⾜度向
上にはつながったが、想像以上の経費がか
かり運営は⾚字。移設、電気⽔道⼯事を終
え来季に期待する。 

電気・⽔道施設 
の整備 

雄川の滝駐⾞場まで電気・⽔道施設を 30
年度中に整備。 

利便向上につながる。コンテナハウスの経
費節減効果。 

町道の整備 県道から滝駐⾞場までの町道を整備。 

集客増を⾒込み町道整備を実施し、以前よ
りは通⾏しやすくなったが、満⾜いくまで
には⾄っていない。しかし、地形的な問題、
⽤地の問題等もあり改善は難しい。 

※トイレ施設と駐⾞場・遊歩道（県が整備中）、展望デッキ（県が建設）。 

(4)歴史・⽂化・伝統を活かした観光の振興 
事項 事項の詳細 成果や課題等

維新 150 周年事業
⻄郷さあ展⽰館 ⻄郷さあ展⽰館をオープン、記念講演開催。 

展⽰品募集、案内役のおもてなし隊を結成
するなど、魅⼒向上のみならず地域活性化
の機運醸成につながった。 

ドラゴンボート 
フェスティバル 地域商⼯会が主となり開催。 

国内外から参加していただき、交流の機会
創出につながった。また「ドラゴンの町」
としての認知向上に寄与。 

(5)バイカー・サイクリストに魅⼒的な観光の振興 
事項 事項の詳細 成果や課題等

バイク 
ミーティング 全国的なバイクイベントを佐多岬で開催。 

集結したライダーに対し、⾷事の振る舞い
やステージイベント等おもてなしを実施。
また、トレッキングやマリンスポーツなど
の体験メニューを提供して、バイカーの聖
地「佐多岬」を PR した。 

レンタサイクル 根占港周辺施設とホテル佐多岬にレンタサ
イクルを設置。 

公共交通機関での訪問者に喜ばれている
が、利⽤実績は少ない。 

(6)南⼤隅町の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 
事項 事項の詳細 成果や課題等

教育旅⾏推進事業 協議会の運営、受⼊家庭の募集。 
教育旅⾏に係る体験活動や⺠泊受⼊コーデ
ィネート及び都⼼部へのセールス活動を実
施しているが、受⼊家庭が⾜りない状況。
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(7)南⼤隅町の産品ブランド構築の取組の推進 
事項 事項の詳細 成果や課題等

特産品の 
パッケージ制作 

統⼀したパッケージを使⽤した包装紙や段
ボールを制作。 

「⾷べて旅して」の統⼀したパッケージを
制作して南⼤隅産品を PR。 

亜熱帯果樹の推進 特産品、ブランド商品の開発。 パッション、アボカド、パインアップル等の
作付を増やし、特産品としての⽣産に成功。

岩ガキ 新しい漁業に着⼿。 岩ガキの出荷、レトルト商品としてのお⼟
産化。 

佐多⽜の推進 畜産の振興。 ブランド化を⽬指す。 

 

【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 

(1)まちづくり団体及び町⺠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 
事項 事項の詳細 成果や課題等

観光協会設⽴ 観光推進事業の核となるべき「観光協会」
を設⽴。 収益事業拡⼤等による⾃⽴⾃⾛を⽬指す。

受⼊体制強化事業 ツアーを実施し、おもてなしを学ぶ。 
アンケートを実施し、課題は整理できた。
今後各事業者に周知し、おもてなし⼒強化
につなげたい。 

(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 
事項 事項の詳細 成果や課題等

寺⼦屋事業 
⺠泊や農業実習受⼊を通して地域づくりに
積極的に取り組んでいる⽅を中⼼に勉強会
を実施。 

建設的な意⾒交換や様々な業種の⽅々と意
⾒交換ができ、交流が深まった。 

天⽂同好会設⽴ 

宿泊キャパシティ拡⼤事業（マジカルステ
イ）におけるアクティビティとして星空観
察を実施。その担当及び指導者役を担う天
⽂同好会が設⽴された。 

旅⾏商品としての魅⼒アップにとどまら
ず、互いに意⾒交換する機会が創出され、
地域活性につながっている。 

(4)外国⼈旅⾏者の受け⼊れ体制の整備 
事項 事項の詳細 成果や課題等

クローズド 
Wi-Fi 整備 雄川の滝、佐多岬、パノラマパークに設置。 ⽇本語を含め、５⾔語で案内。 

案内⼈等の設置  未対応で設置のめどが⽴っていないため、
31 年度に⾃動翻訳機の購⼊を計画。 

 

【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 

(1)⾃然環境の保護・保全及び景観の保持に関する町⺠の意識啓発のための取組の推進 
事項 事項の詳細 成果や課題等

おもてなし 
看板コンテスト 

住⺠参加型のおもてなし看板づくりコンテ
ストを開催。 

観光地を意識した看板づくりを実施し、観
光地づくりの意識が醸成された。 

花いっぱい活動の
推進 

観光地地域の花壇づくりに対して、花苗を
⽀給。 

雄川の滝周辺の住⺠によるおもてなしとし
て、休耕地を活⽤した花壇づくりが実施。

雄川の滝 
国⽴公園編⼊ 

国⽴公園満喫プロジェクトにおいて、国や
県と連携し、雄川の滝を国⽴公園に編⼊。 

雄川の滝の認知度向上、環境保全の強化に
つながった。 
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(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)町⺠による町内美化運動の推進 
事項 事項の詳細 成果や課題等

錦江湾クリーン 
アップ事業 

県内の海岸をもつ地域が⼀体となって海岸
を清掃する事業。 

「魅⼒ある錦江湾の創造」を合⾔葉に海岸
清掃を⾏い環境保全の意識醸成を図った。

南端町づくり事業 毎⽉第３⼟曜⽇、住⺠参加型の清掃活動を
実施。 

⻘少年活動からスタート。現在、⾃治会や
地域公⺠館を中⼼に町全体の活動に発展。

フラワービュー 
事業 

根占交番前、伊座敷交差点（佐多駐在所前）、
尾波瀬トンネル出⼝に花壇を整備。 おもてなしと景観美化の推進を図った。 

(4)景観保持に関するルールづくりの検討 
事項 事項の詳細 成果や課題等

ふるさと環境美化
条例の制定 

観光のまちにふさわしい環境を確保するた
め条例を制定。 

空き⽸のポイ捨てや飼い⽝のフンの放置を
防⽌する等清潔で美しい町づくりを推進。

 

【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 

(1)顧客ニーズの把握を⾏うマーケティング調査の推進 
事項 事項の詳細 成果や課題等

認知度ニーズ調査
動線調査 

旅⾏者の実態と観光施策のギャップを把握
するための調査を実施。 

町の認知度やニーズ、動線等を調査し観光
振興基本計画の参考資料とした。 

(2)WEB や SNS を活⽤した情報発信の強化 
事項 事項の詳細 成果や課題等

ＭＹ旅プロモーシ
ョン事業 

公式インスタグラムの⽴ち上げ、プロのカ
メラマンによる撮影等情報の定期的配信。
インスタグラム、ライン、ヤフー等での広告。 

認知度向上。 

(3)多様なメディアを活⽤した情報発信の推進 
事項 事項の詳細 成果や課題等

ＭＹ旅プロモーシ
ョン事業 

本町のイベントや⾵景を活⽤したテレビ番
組を制作し、発信。 

認知度向上。 
ふるさとＣＭ 

の作成 KKB ふるさと CM ⼤賞への参加。 

 

【基本⽅針６】広域連携による観光振興の取組の推進 

(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 
事項 事項の詳細 成果や課題等

根占港発着観光 
周遊バスの運⾏ 

主要観光地を巡るバス事業を無料実証運⾏
から定期路線へと事業化に成功。 

公共交通機関での観光客の利便性が向上。
利⽤者増に向けた取組が必要。 

(2)近隣市町との広域連携による観光の振興 
事項 事項の詳細 成果や課題等

(株）おおすみ 
観光未来会議設⽴ 

⼤隅半島 4 市 5 町が連携した観光戦略に基
づく施策を実⾏する中核組織を設⽴。 連携を図りやすくなった。 

指宿地域や 
近隣市町との連携 

インスタグラマーの招聘事業、県内外イベ
ントでの観光 PR、教育旅⾏のセールス、
⾹港・タイ・シンガポールを対象とした誘
客活動等を近隣市町と連携して実施。 

単独市町で取り組むより多くの観光素材を
提供することが可能となり、魅⼒ある地域
（ゾーン）として PR できた。 
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２－６ 観光振興に向けた課題 
これまでの調査・検証結果等を踏まえ、本町のこれからの観光振興に向けた課題を以下

の通り整理しました。 

課題１ 観光マーケティングの視点に⽴って、観光振興を地域経済の活性化につなげる  

・各主体が様々な観光に係る取組を進める際には、“消費につながる魅⼒的な商品づ

くり”（マーケティング）の視点に⽴ち、観光振興を地域経済の活性化につなげて

いくことが重要です。 

課題２ 多様化・⾼度化する観光客のニーズに対応した演出を⾏う  

・本町を訪れた観光客が「また来たい」と思えるような「⼼に残る」観光資源の⾒

せ⽅、活かし⽅など新たな演出が必要です。 

課題３ 「佐多岬」と「雄川の滝」を地域の核となる観光資源と位置付け、その他の資源
と結びつけて更なる活⽤を⽬指す  

・本町がこれからも多くの⼈に選ばれる観光地になるためには、「佐多岬」と「雄川

の滝」を地域の核となる観光資源と位置付け、その魅⼒を継続的に発信するとと

もに、町内の他の資源と結びつけて更なる活⽤を⽬指していくことが重要です。 

課題４ 国内外からの旅⾏者が快適に過ごせる受⼊環境を整備する  

・国内外の旅⾏者が快適に観光できるように、ホームページの充実、観光案内板、

サイン、標識の多⾔語化など、官⺠連携による受⼊環境を整備していくことが重

要です。 

課題５ 観光の産業化を⽀える⼈材を育成する  

・観光の産業化に取り組むためには、住⺠も含め本町が⼀体となって、訪れた観光

客への“おもてなし”意識を醸成していくとともに、マーケティングの視点を持って

活動できる⼈材を育成していくことが重要です。 

課題６ 多様な媒体を活⽤して、町内での情報共有と町外への魅⼒発信を更に強化する  

・町内における官⺠の取組に関する情報を共有化するとともに、多様な媒体を活⽤

して本町の魅⼒をタイムリーにかつ効果的に発信していくことが重要です。 

課題７ 町内各主体の役割分担を明確化し、本町が⼀体となって観光振興に取り組む体制
を強化する  

・本町の観光を担う関係機関等のそれぞれの強みを総合的に発揮して、相乗効果を

⽣み出しいていく官⺠連携のネットワークを構築していくことが重要です。 
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第３章 基本⽅針 

 

３－１ 基本理念 
観光は裾野の広い総合産業です。観光振興は、地域に幅広い経済波及効果をもたらし、

雇⽤創出効果も⾼く、少⼦⾼齢化による地域活⼒の低下や地域経済の停滞が⾒込まれる中

で、地域の存続や活性化に⼤きく寄与するものと考えられます。 

本町では、平成 30（2018）年、NHK ⼤河ドラマ「⻄郷どん」放映の影響で、「雄川の

滝」の年間⼊込客数が 164,329 ⼈と前年の約 3 倍に増加しました。また同年の「佐多岬」

の⼊込客数も 95,444 ⼈と前年の約 2 倍に増加しています。 

その⼀⽅で、来訪者の増加による地域への経済波及効果や雇⽤創出効果を町内で幅広く

享受できていない状況にあります。 

本町には、農業、漁業、商⼯業などの⽣産分野や各地区で古くから守られ、育まれてき

た⾃然・歴史・⽂化など魅⼒的な地域資源があります。これら地域資源と「雄川の滝」や

「佐多岬」を重層的に組み合わせて多様な体験・滞在・交流型観光の更なる育成・充実を

図り、本町の経済成⻑を牽引する主要産業の⼀つに発展させていく必要があります。 

こうしたことから、本町における観光振興の基本理念は、以下のように設定します。 

 

 
 

  

＜基本理念＞ 

“なんたん”の地域経済を活性化させる観光の振興 

  ダイナミックな「躍動」に向けた本⼟最南端のまちの挑戦   
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３－２ 基本⽅針 
基本理念である「 “なんたん” の地域経済を活性化させる観光の振興」を実現するため、

観光振興の課題に対する取組の⽅向性を基本⽅針として以下に⽰します。 

 

【基本⽅針（課題に対する取組の⽅向性）】 

観光振興に向けた課題 基本⽅針（取組の⽅向性） 
①観光マーケティングの視点に⽴って、観光振興

を地域経済の活性化につなげる 

⇒（1）消費額拡⼤に向けた仕組みの構築 
②多様化・⾼度化する観光客のニーズに対応した

演出を⾏う 
③「佐多岬」と「雄川の滝」を地域の核となる観

光資源と位置付け、その他の資源と結びつけて
更なる活⽤を⽬指す 

④国内外からの旅⾏者が快適に過ごせる受⼊環
境を整備する ⇒（2）おもてなし環境の整備 

⑤観光の産業化を⽀える⼈材を育成する 
⑥多様な媒体を活⽤して、町内での情報共有と町

外への魅⼒発信を更に強化する 
⇒（3）戦略的な情報共有と発信 

⑦町内各主体の役割分担を明確化し、本町が⼀体
となって観光振興に取り組む体制を強化する 

⇒（4）観光推進体制の強化 

 

 

（１）消費額拡⼤に向けた仕組みの構築 

①多様な体験・滞在・交流型観光の育成・充実（資源の魅⼒向上と価値の創出） 

②来訪者にとって魅⼒的な⾷や⼟産品等の商品開発 

（２）おもてなし環境の整備 

①来訪者ニーズに対応した公共空間の整備 

②観光を⽀える⼈材の発掘、育成（町⺠の意識改⾰含む） 

（３）戦略的な情報共有と発信 

①観光動向・ニーズの継続的把握と関係者との情報共有の仕組みづくり 

②効果的な観光プロモーションの推進 

（４）観光推進体制の強化 

①各主体の役割分担の明確化と本町⼀体となった推進体制の構築 

②⺠間事業者等との広域連携の強化  

取組の⽅向性に基づく具体的施策
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３－３ 取組の視点 
基本⽅針に基づく観光振興に取り組むにあたり、ポイントとなる視点を以下に⽰します。 

 

（１）主なターゲットの設定 

本計画では、実効性のある計画とするため、本町の⽴地条件や観光の特性等を踏まえ、

誘客の主なターゲットを以下の通り設定します。 

 ターゲット１   指宿地区を訪れる観光客 
平成 29（2017）年の指宿地区の⼊込観光客は 3,822 千⼈（宿泊客数 646 千⼈、⽇帰り

客 3,176 千⼈）で、国内からの宿泊客を発地別にみると、関東地区が最も多く、次いで北

九州地区、近畿地区となっています。また、国籍別外国⼈宿泊客の内訳をみると、⾹港が

最も多く、次いで台湾となっており、この２国で全体の 6 割を超えており、指宿地区を訪

れる観光客を誘客のターゲットと想定します。 

 ターゲット２   ⿅児島市⺠ 

県都⿅児島市の⼈⼝は約 60 万⼈で県全体の 4 割近くを占めています。平成 30（2018）

年度実施した「南⼤隅町来訪者動線調査」の対⾯式調査（定点調査）でも県内居住の回答

者の中で⿅児島市が最も多くなっており、⿅児島市⺠を景観やドライブ・ツーリング等を

⽬的とした⽇帰り客の誘客のターゲットと想定します。 

 ターゲット３   主要都市居住者（東京/⼤阪/福岡） 

NHK ⼤河ドラマ「⻄郷どん」の放映をきっかけに、「雄川の滝」の認知度が東京、⼤阪、

福岡等の主要都市でも⾼まっています。これらを⼀過性に終わらせることなく、継続的に

本町の露出度を主要都市部で⾼めていくための戦略的な情報発信が必要となります。その

ためにも主要都市の居住者を誘客のターゲットと想定します。 

 ターゲット４   スポーツイベント参加者（インバウンド含む） 

平成 31（2019）年から 3 ヵ年連続で国際的な⼤型スポーツイベントが国内で開催され

ます（2019 年ラグビーワールドカップ、2020 年東京オリンピック・パラリンピック、2021

年ワールドマスターズケームズ）。また、本県でも全国⾼校総合体育⼤会（2019 年）や⿅

児島国体（2020 年）の開催が予定されており、スポーツイベント参加者を誘客のターゲッ

トと想定します。 
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（２）連携プロジェクトの考え⽅ 

連携プロジェクトとは、観光客のニーズ等を踏まえ、既存の観光資源を掛け合わせる

ことで、今までにない体験型・交流型の観光商品を企画・実践し、観光客に本町の新た

な魅⼒・楽しみ⽅を提供するものです。 

これらの取組により、観光振興に関する課題を同時解決するとともに、来訪者の町内

での滞在時間を延ばし、消費額の拡⼤を⽬指していきます。 

 

【連携プロジェクト（事例）の考え⽅】 

○南⼤隅サイクルツーリズムプロジェクト 

 

 

 

 

 

 

○ “なんたん”のオンリーワンプロジェクト 

 

 

 

 

 

 

○南⼤隅ヒトめぐりプロジェクト 

 

 

  

地形 
（細い道）

⽂化 
（名所旧跡） ×

スポーツ 
（⾃転⾞）× 

・町内散策のコース設定を⾏
い、移動⼿段として⾃転⾞を
活⽤するプロジェクト。 

・名所旧跡などの⽂化資源を巡
り、特産品を味わいながら、
⾃然・景観をゆっくりと体験
する。 

農業 
⽣産者 

製品 
加⼯業者 

漁業 
⽣産者× × 

・町内のものづくり（⽣産者、
加⼯業者等）の現場を観光資
源として活⽤するプロジェ
クト。 

・来訪者に⽣産者のものづくり
への思いを伝え、⽣産現場を
⾒てもらう。 

神社・祭り 
イベント 

景観 × ⾷× 

・町内の神社・祭り、イベント、
景観、⾷といった他にはな
い、“とっておき”を組み合わ
せるプロジェクト。 

・町⺠とのふれあいを交えなが
ら、“なんたん”のとっておき
を体験する。 
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（３）来訪者の情報収集プロセスと満⾜度の関係 

体験型・交流型の観光商品を企画・実践するにあたり、来訪者の情報取集プロセスと

満⾜度について以下のような関係があることを⼗分踏まえて、取り組む必要があります。 

着地での情報収集の充実度が旅の満⾜度を左右し、特に、現地での⼈系の情報による

「空き時間の有効活⽤」「驚きの体験・偶然の発⾒」「新しい知識の習得」「地元の⽳場・

旬な体験」「地元の⼈とのふれあい」などは、来訪者に期待を超える満⾜度を感じてもら

えるといわれています。 

 

【来訪者の情報収集プロセスと満⾜度の関係】 

 

  

紙メディア系

ネット系

紙メディア系

⾮⾔語領域（感覚）

⼈系

ネット系

着地

︵
期
待
を
超
え
る
︶
満
⾜
度

計画失敗のリスク低減

驚  体験 偶然 発⾒

地元の⼈とのふれあい

空き時間の有効活⽤

旅の顕在ニーズの充⾜

推
奨
意
向

リ
ピ
ー
ト
意
向

発地

⼈系

店の雰囲気 標識
・看板・カーナビ情報など

現地の⼈

旅⼈同⼠

宿泊施設のスタッフ

観光案内所 家族 職場 同僚

現地のパンフ・地図等 ガイドブック・情報誌

旅⾏サイト（PC）

検索 SNS・クチコミ（PC）

ネット（携帯・スマホ）

着地で決めること
⾷事処
空いた時間で回れる観光
スポット・体験プログラム
詳細な交通ルート・スケ
ジュール

発地で決めること
◆宿泊施設
◆主要な観光スポット
◆⼤まかな観光ルート
◆現地までの交通⼿段

ネット（スマホ・タブレット）

地元の⽳場・旬な体験

情報⼊⼿によるベネフィット

趣味やサークルなど
の友⼈

新  知識 習得

“予想通りに素晴らしい”

“予想を超えて素晴らしい”

★期待を超える
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３－４ 数値⽬標 
本町の基本理念の実現に向けて、取組の成果を⽰す数値⽬標を以下のように設定します。 

数値⽬標の設定にあたっては、⼊込客数、町内での滞在時間（平均訪問箇所数）と併せ

て、本町の⼀体的な取組を推進し、地域経済の活性化を⽬指すことから、町⺠、来訪者、

町内事業者の 5 つの視点から設定しました。 

 

【５つの視点】 
視 点 内  容 

⼊込客数 どのくらいの⼊込があったか 
町内での滞在時間 どのくらい町内に滞在しているか（町内で何箇所訪問しているか） 
町⺠の視点 町⺠は観光に関わりたいと思っているか（来訪者を歓迎しているか）
来訪者の視点 満⾜しているか 
町内事業者の視点 売上増につながっているか 

 

【５つの視点に基づく成果指標】 
視 点 成果指標 

⼊込客数 「佐多岬」の⼊込客数 
町内での滞在時間 ⽬的地での滞在時間×町内での平均訪問箇所数＋⾷事・休憩時間 
町⺠の視点 「本町の観光にもっと関わりたい」と思う町⺠の割合 
来訪者の視点 全体評価の満⾜度（「とても満⾜した」⼈の割合） 
町内事業者の視点 来訪者１⼈当たりの平均消費額（⽇帰り） 

 

【５つの視点に基づく数値⽬標】 
指標設定 基準値

（2018 年） 
⽬標値

（2021 年）
⼊込客数 
⇒ 「佐多岬」の⼊込客数（⼈） 

95,444 ⼈ 100,000 ⼈ 

町内での滞在時間（分）
⇒ 平均訪問箇所数 1.7 箇所、昼⾷等時間 60 分（仮定値）

178 分 235 分 

町⺠の視点 
⇒ 「南⼤隅町の観光にもっと関わりたい」と「⾮常にそ

う思う」町⺠の割合（％） 
10.0％ 25.0％ 

来訪者の視点 
⇒ 全体評価の満⾜度「とても満⾜した」⼈の割合（％）

37.4％ 50.0％ 

町内事業者の視点
⇒ 来訪者１⼈当たりの平均消費額（⽇帰り）（円）※ 

3,588 円 5,000 円 

※物産館での平均消費額＋昼⾷代＝2,388 円＋1,200 円＝3,588 円（2018 年） 
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第４章 具体的⽅策 

 

本計画の体系図は以下の通りとなっています。 

 

【南⼤隅町第 2 次観光振興基本計画の体系図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本理念 基本⽅針 

＜基本⽅針１＞ 
消費額拡⼤に向けた仕組
みの構築 

＜基本⽅針２＞ 

おもてなし環境の整備 

＜基本⽅針３＞ 

戦略的な情報共有と発信 

＜基本⽅針４＞ 

観光推進体制の強化 

(1) 多様な体験・滞在・交流型
観光の育成・充実 

(2) 来訪者にとって魅⼒的な
⾷や⼟産品等の商品開発 

(1) 来訪者ニーズに対応した
公共空間の整備 

(2) 観光を⽀える⼈材の発掘、
育成 

(1) 観光動向・ニーズの継続的
把握と関係者との情報共
有の仕組みづくり 

(2) 効果的な観光プロモーシ
ョンの推進 

(1) 各主体の役割分担の明確
化と本町⼀体となった推
進体制の構築 

(2) ⺠間事業者等との広域連
携の強化 

“な
ん
た
ん
”の
地
域
経
済
を
活
性
化
さ
せ
る
観
光
の
振
興 

〜 

ダ
イ
ナ
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ま
ち
の
挑
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〜 
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４－１ 消費額拡⼤に向けた仕組みの構築 
 

（１）多様な体験・滞在・交流型観光の育成・充実 

観光を推進する各主体が、観光客のニーズ等を踏まえ、町内の観光資源の⾒せ⽅や活

かし⽅を検討し、多様な体験・滞在・交流型観光の育成・充実を図り、観光消費額の拡

⼤に向けた取組を推進します。 

 

【具体的⽅策】 

①佐多岬及び周辺地区でのイベントの実施 

・佐多岬公園周辺の整備が終了し、それら資源を活⽤して本町の観光拠点の１つである

佐多岬及び周辺地区での交流イベントの開催に積極的に取り組み、本⼟最南端地区へ

の集客促進を図ります。 

②⾃然、産業、⽂化、スポーツを活⽤したアクティビティの開発 

・⾃然、産業、⽂化、スポーツ等本町の地域資源を組み合わせた多様な体験交流型プロ

グラムを開発し、体験メニューとして商品化を図り、来訪者の本町での滞在時間を延

ばす仕掛けづくりに取り組みます。 

・離島を除く九州で唯⼀ 333ｍのトラックを有する⾃転⾞競技場を活⽤したスポーツ合

宿をはじめ、様々なスポーツの合宿誘致に取り組みます。 

③⺠泊や教育旅⾏の受⼊態勢の強化 

・⺠泊や教育旅⾏の受⼊態勢の強化に向けて、町⺠への周知・協⼒要請を⾏い、受⼊家

庭を増やし、多様な来訪者の受⼊環境を整備していきます。 

④２次交通確保に向けた取組 

・指宿地区から⾼速船を利⽤して来訪する観光客等の本町内での移動⼿段を確保するた

め、町内の交通事業者等と連携し、継続運⾏に向けた観光周遊バスの利⽤促進やレン

タサイクル事業の拡充等に取り組みます。 

⑤観光消費につながる既存イベントの充実 

・本町内で⾏われているイベント⾃体の更なる魅⼒化を図るとともに、地域経済に波及

していくための仕掛けを検討し、観光消費につながるような既存イベントの⾒直し・

充実を図ります。 
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（２）来訪者にとって魅⼒的な⾷や⼟産品等の商品開発 

本町の地域特性や素材を活かした特産品づくりなど、来訪者にとって魅⼒的な商品開

発に取り組みます。また、１次計画で取り組んだ熱帯果樹、岩ガキ、佐多⽜等の産品ブ

ランド構築の取組を引き続き推進します。 

 

【具体的⽅策】 

①南⼤隅町の産品を素材としたフードメニューの開発及び販路拡⼤ 

・1 次計画で開発したお⼟産や弁当などフードメニュー（どんひら雅寿司、岩ガキのパ

スタソース、カンパチと⽩豚の焼売、とびうおのお茶漬け、トロピカルティー等）の

更なる開発や⽣産体制の確⽴に取り組むとともに、それら商品の販路拡⼤に向けて、

パッケージデザインの制作や⾷に関するマーケティング等に取り組みます。 

②南⼤隅町を象徴するお⼟産商品の開発及び販路拡⼤ 

・南⼤隅⾼校の⽣徒とのコラボ企画等によるお⼟産商品を開発し、販売については、⼩

売店やマスコミ等と連携し効果的かつタイムリーに⾏うなど戦略的に取り組み、本町

を象徴する商品に育てていきます。 

③地域特産品ブランドの構築 

・１次計画で取り組んできた特産品ブランドの構築をさらに推進し、“南⼤隅町ブランド”

として広く PR し、特に販路開拓に⼒を⼊れていきます（なんぐうばれいしょ、⻩⾦カ

ンパチ、辺塚だいだい、⼤将季、パインアップル、アボカド、パッションフルーツ、

岩ガキ、佐多⽜等）。 

 

    
 

  

＜パインアップル＞ ＜辺塚だいだい＞ 

＜岩ガキ＞
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４－２ おもてなし環境の整備 
 

（１）来訪者ニーズに対応した公共空間の整備 

来訪者のニーズ把握に努め、観光施設等の魅⼒向上や機能の維持のために、各施設等

の実情に応じた修繕・改修や駐⾞場・公衆トイレ等の環境整備を⾏います。 

また、外国⼈観光客も含めた来訪者が、ストレスなく快適に町内観光を楽しめるよう、

引き続き Wi-Fi などの通信環境の整備や観光案内板の設置・多⾔語化を推進するととも

に、トイレ環境の改善に取り組みます。 

 

【具体的⽅策】 

①観光拠点の整備や来訪者を周遊させる仕組みづくり 

・諏訪地区に拠点となる休憩機能を備えた駐⾞場を整備し、雄川の滝へ訪れる観光ツア

ーバスの乗換えや来訪者の滞在時間の延⻑、観光地を周遊させるための仕組づくりを

⾏います。 

②観光施設や公衆トイレ等の機能向上に向けた修繕・改修 

・道の駅根占やなんたん市場（物産館）等の改修に取り組み、施設の機能向上を図り、

来訪者にとって快適かつ利便性の⾼い空間を提供していきます。また、来訪者の消費

を喚起するため、施設の品揃えやサービス等の充実を図っていきます。 

③国内外旅⾏者のための分かりやすい案内サインの普及 

・国内外旅⾏者が町内の⽬的地にストレスなく到着できるような案内板を設置します。

また外国⼈観光客の利便性向上のため、案内板等の多⾔語化を推進します。整備にあ

たってはピクトグラム（絵⽂字）等を活⽤し、外国⼈に分かりやすい表⽰にします。 

④インバウンド対策の強化 

・多⾔語翻訳機など観光案内ツールの導⼊や Wi-Fi 環境の更なる整備促進を図り、外国

⼈観光客の受⼊体制を強化します。 

・マリンポートかごしまに寄港するクルーズ船客を呼び込むため、マリンポートかごし

ま－根占港間の交通⼿段となる⾼速船の運航実現に向けた取組の強化を図ります。 

⑤景観美化の取組 

・１次計画の取組を継承し、町内の主要観光スポットの景観美化に向けた取組や町内美

化運動等を推進します。  
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（２）観光を⽀える⼈材の発掘、育成 

来訪者が、何度も本町を訪れ、本町の良さを推奨してもらえるよう、⼼地よい接客や

観光案内等ができる⼈材の発掘、育成に取り組みます。また、“消費につながる魅⼒的な

商品づくり”（マーケティング）の知識と経験を持った⼈材を発掘、育成し、観光振興を

地域経済の活性化につなげていきます。 

さらに、本町⼀体となった取組が必要であることから、町⺠とも情報共有を図りなが

ら、来訪者に対するおもてなし意識の醸成を図ります。 

 

【具体的⽅策】 

①観光ガイドの確保・育成とガイド組織の強化 

・１次計画の期間中に町認定の佐多岬コンシェルジュが 23 ⼈誕⽣しました。更に佐多岬

コンシェルジュの確保に取り組むとともに、ガイドの質の向上に向けた研修機会を提

供し、⼈材育成にも⼒を⼊れていきます。また、観光ガイドの定着と安定した運営を

図るため、ガイド組織の強化を図ります。 

②町⺠の郷⼟意識とおもてなし意識の醸成 

・町⺠や事業者に対して本町の観光の現状や取組内容、来訪者の声等について周知活動

を⾏います。また、幹線道路等で「ようこそ南⼤隅町へ」「またお越しください」とい

う気持ちを町⺠の協⼒による“⼿ふれ”などで表現するといった演出を⾏い、これらの

取組を通して、町⺠の郷⼟意識とおもてなし意識の醸成を図ります。 

③売れる観光商品づくりの実践 

・地域資源を題材に体験型プログラムを考え、販売していく実践的な取組（テストマー

ケティング）を通して、売れる観光商品づくりができる事業者、⼈材を育成・発掘し

ていきます。 

 

 

  

＜佐多岬コンシェルジュのガイド⾵景＞
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４－３ 戦略的な情報共有と発信 
 

（１）観光動向・ニーズの継続的把握と関係者との情報共有の仕組みづくり 

観光動向や来訪者のニーズを把握するため、「雄川の滝」や「佐多岬」など町内の主要

な観光地でのアンケート調査やネット調査等を継続的に実施します。調査結果について

は、観光関係者と情報共有を図り、PDCA サイクルを回しながら観光振興に向けて効果

的な取組に反映させていきます。 

 

【具体的⽅策】 

①来訪者のニーズや動向及び意向調査等の実施 

・国内外の観光客の動向やニーズ等を的確に把握し、各事業を効果的に推進していきま

す。また、観光消費額や満⾜度などを継続的に調査することで、各事業の効果を検証

し、地域が稼げる環境づくりを進めていきます。 

②都市部における本町のイメージ調査の実施 

・主なターゲットの１つである主要都市居住者を対象とした本町のイメージ調査を継続

的に実施し、都市部における本町のイメージの変化等を把握していきます。 

③観光関係者との観光客動向に関する情報共有 

・定期的に観光関係者との情報交換の場（観光会議）を設け、①、②の調査結果や観光

関係者の取組状況等に関する情報共有を図っていきます。 

 

 

 

 

  

＜JR ⻄⽇本「春。かごしま」キャンペーン巨⼤広告（⼤阪駅）＞ 
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（２）効果的な観光プロモーションの推進 

観光動向や市場ニーズ等を調査・分析し、新たな観光商品の企画・開発に取り組むと

ともに、ターゲットを絞り、多様な媒体を活⽤した効果的な情報発信を⾏います。 

また、計画期間中に国内、県内で開催されるスポーツイベントを⾒据えて、国内外へ

本町の魅⼒を PR します。 

 

【具体的⽅策】 

①様々なメディアを活⽤した情報発信の強化 

・既存の公式 Web サイト、SNS などを活⽤したリアルタイムの情報発信や新聞・情報

誌などの紙媒体とテレビ・ラジオなどの電波媒体での情報発信を強化していきます。 

②官⺠連携による観光商品の開発 

・旅⾏会社や交通事業者と連携した観光商品づくりを推進していきます。その際には、

⾃ら積極的に旅⾏会社や交通事業者にタイミングよく情報を提供する取組を強化して

いきます。 

③ターゲットを意識したプロモーションの展開 

・本町の魅⼒や情報を全国各地に発信するため、関⻄、福岡、⿅児島地区から「南⼤隅

町ディープ・トリップ・アンバサダー（PR レディー）」が 18 ⼈選任されています。タ

ーゲットと想定している関⻄、福岡、⿅児島市等で開催されるイベント等へ積極的に

参加し、観光 PR を⾏うとともに、上記アンバサダーを活⽤して Web や SNS 等によ

る情報発信を強化していきます。 

④他⾃治体との相互連携の強化 

・近隣市町や霧島錦江湾国⽴公園関係市町、⽇本本⼟四極交流盟約を締結している稚内

市、根室市、佐世保市、佐⽥岬を有する伊⽅町などと連携を深め、相互交流による観

光振興を推進していきます。 
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４－４ 観光推進体制の強化 
 

（１）各主体の役割分担の明確化と本町⼀体となった推進体制の構築 

本町の観光振興の仕組みづくりに向けて、観光協会、⺠間事業者、⾏政、町⺠・各種

団体など各主体の役割分担を明確にするとともに、それぞれが主体的に、かつ連携を図

りながら本町の観光振興を推進する体制を構築します。 

【具体的⽅策】 

①観光に関わる各主体の役割分担の明確化 

・観光商品づくり、イベントの企画・開催、観光プロモーション、空間整備など各事業

効果的かつ効率的に実施されるよう、観光に関わる各主体の役割を明確にし、戦略的

に事業を実施していきます。 

②南⼤隅町観光協会の組織強化 

・本町の観光振興の中核を担う推進⺟体として設⽴された南⼤隅町観光協会の組織を強

化し、観光事業者や関係機関との相互協議・調整や観光に関する情報の⼀元化を図り

ます。また、独⾃財源の確保など⾃⽴・⾃⾛に向けた取組を強化していきます。 

 

（２）⺠間事業者等との広域連携の強化 

多様化・⾼度化する観光客のニーズに対応するため、町内外の⺠間事業者との連携を

更に強化し、観光資源のブラッシュアップや新たな観光商品の開発、誘客に向けたプロ

モーション活動等に取り組みます。 

【具体的⽅策】 

①近隣市町との広域連携による観光商品の開発 

・⼤隅地域や指宿地区等の近隣の市町と連携して、地域資源を広域的に組み合わせたバ

スめぐりツアーなどの観光商品を開発し、広域的なプロモーション展開を図ります。 

②官⺠連携による誘客に向けたプロモーションの展開 

・産業やスポーツ等に関わる⺠間事業者と連携し、ターゲットを絞った誘客に向けて効

果的なプロモーションを展開していきます。 

③ＤＭＯと連携したマーケティングの強化 

・⼤隅地域の DMO である㈱おおすみ観光未来会議と連携して、来訪者のニーズ、⾏動

特性等に関するマーケティングをさらに強化し、効果的な施策展開を図ります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考資料＞ 
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資料－１ 策定の経緯 

 

＜策定の主な経緯＞ 

年 ⽉ ⽇ 内   容 

平成 30 年 8 ⽉ 31 ⽇ 

 平成 30 年 9 ⽉ 6 ⽇ 
GAP 調査（インターネットアンケート）実施 

平成 30 年 9 ⽉ 26 ⽇ 

第 1 回 南⼤隅町第２次観光振興基本計画策定委員会の開催 

［議事内容］ 

・南⼤隅町第２次観光振興基本計画策定業務事業計画案につ

いて 

平成 30 年 10 ⽉ 

  平成 30 年 11 ⽉ 

住⺠向けアンケート調査の実施 

ヒアリング調査（旅⾏会社等）の実施 

平成 30 年 12 ⽉ 5 ⽇ 

第２回 南⼤隅町第２次観光振興基本計画策定委員会の開催 

［議事内容］ 

(1)町の上位計画における観光振興の⽅向性 

(2)既存統計データからみた観光の現状 

(3)アンケート調査結果 

(4)外部評価ヒアリング調査結果 

(5)基本⽅針案 

平成 30 年 11 ⽉ 

  平成 31 年 1 ⽉ 
来訪者動線調査の実施 

平成 30 年 12 ⽉ 

  平成 31 年 2 ⽉ 
ヒアリング調査（町内関係者等）の実施 

平成 31 年 3 ⽉ 7 ⽇ 

第 3 回 南⼤隅町第２次観光振興基本計画策定委員会の開催 

［議事内容］ 

・南⼤隅町第２次観光振興基本計画案について 
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資料－２ 計画策定委員会委員名簿 

＜計画策定委員会委員名簿＞ 

（敬称略） 

 ⽒   名 団体・役職 

委 員 湯⽥ 義光 南⼤隅町⾃治会⻑連絡協議会 会⻑ 

委 員  ⿅間 久美⼦ 南⼤隅町地域⼥性会連絡協議会 会⻑ 

委 員  松元 勇治 南⼤隅町商⼯会 会⻑ 

委 員 畠中 和⽂ ⿅児島きもつき農協根占⽀所 ⽀所⻑ 

委 員 安楽 隆  ねじめ漁業協同組合 組合⻑ 

委 員 ⼭野 ⼀三 おおすみ岬漁業協同組合 組合⻑ 

委 員 ⼤村 明雄 南⼤隅町観光協会 会⻑ 

委 員 神宮司 達夫 南⼤隅町ツーリズム推進協議会 会⻑ 

委 員 ⽯塚 康秀 南⼤隅町物産協会 会⻑ 

委 員 ⽩川 順⼆ 南⼤隅町 副町⻑ 

委 員 相⽻ 康徳 南⼤隅町 総務課⻑ 

委 員 尾辻 正美 南⼤隅町 企画課⻑ 

委 員 川元 俊朗 南⼤隅町 経済課⻑ 

委 員 ⾺⾒塚 ⼤助 南⼤隅町 佐多⽀所⻑ 

委 員 打越 昌⼦ 南⼤隅町 観光課⻑ 

委 員 ⼩園 絢⼦ 南⼤隅町 地域観光プロデューサー 

委 員 ⽊之下 哉⼦ 
（株）おおすみ観光未来会議
 事業推進部チーフディレクター 
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資料－３ アンケート調査の実施概要 

（１）「南⼤隅町の観光に関する住⺠アンケート調査」の実施概要 

①実施概要 

＜実施概要と回答者の属性＞ 
○実施概要 

調査の狙い 
住⺠の観光に対する考え⽅やニーズ等を把握するとともに、本町の観光振興計
画策定に関する住⺠への周知を図ることを⽬的とする 

調査対象 全世帯
調査⽅法 ⾃治会⻑による配布・回収
調査時期 平成 30 年 10 ⽉ 11 ⽉
回収状況 603 件

調査項⽬ 

・属性（性別、年代、職業、居住地区）
・南⼤隅町の観光についての考え 
・観光客増加によって期待される効果、⼼配される影響 
・南⼤隅町の観光において誇れるもの 
・町内の施設・観光スポット等の認識度 
・観光客にお勧めの施設・料理・イベント・⼟産品等 
・観光地として整備すべきもの 
・南⼤隅町の観光振興に必要な取組 
・南⼤隅町の観光についての⾃由意⾒ 

○回答者の属性 

【性別】   【年代別】   【職業別】 

 

 

 

 

 

 

【居住地区別】 

 

 

  
 男⼥⽐ 半々 

 回答者の約 4 分の 3 が 60 歳代以上 

 神⼭地区、佐多地区で 5 割超 



- 48 - 

②アンケート調査票 
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- 50 - 
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（２）「南⼤隅町観光ニーズ・イメージ認知度調査」（GAP 調査）の実施概要 

＜実施概要＞ 

調査対象 

インターネットリサーチ「マクロミル」のモニタ会員 2,224 名
※SQ インターネットリサーチ「マクロミル」のモニタ会員 5,000 名を対象と

して、⿅児島県南⼤隅町に来訪したことがある⼈、来訪したことがない⼈
に回答を分けスクリーニング調査を実施  

ターゲット設定 

[年 代] 20 代、30 代、40 代、50 代、60 代以上
[性別⽐] 男性 53.0％ ⼥性 47.0％ 
[居住都道府県] 
 東京都：445 名 ⼤阪府：401 名 福岡県：446 名 宮崎県：386 名 
 ⿅児島県：546 名 計 2,224 名 

調査期間 平成 30 年 8 ⽉ 31 ⽇（⾦） 平成 30 年 9 ⽉ 6 ⽇（⽊） 

調査項⽬ 

・属性（性別、年齢、居住都道府県）
・南⼤隅町の認知度、訪問回数、来訪⽉、交通⼿段、滞在時間 
・南⼤隅町へ旅⾏した際の周遊エリア、同⾏者 
・南⼤隅町のイメージ、観光資源に関する認知度、興味度、経験度 
・南⼤隅町での仮の観光スポットやイベント・企画に対する興味度 
・南⼤隅町の旅⾏情報の⼊⼿⽅法 
・南⼤隅町への来訪意向、来訪⽬的、⾏きたいと思わない理由 

 

（３）「佐多岬観光受⼊体制強化事業でのツアー参加者向けアンケート調査」の実施概要 

＜実施概要＞ 

調査の狙い 
造成した旅⾏商品の参加者を対象にアンケート調査を実施し、南⼤隅町内の
資源やおもてなしに対する評価・感想等を把握し、今後の受⼊体制強化検討
の際の基礎資料とする。 

調査対象 本事業で造成した旅⾏商品の参加者（18 歳以上）
調査⽅法 旅⾏会社の協⼒を得て、旅⾏会社による直接配布・直接回収 
調査時期 平成 29 年 12 ⽉ 平成 30 年 2 ⽉の概ね３か⽉間
回収状況 428 件

調査項⽬ 

・今回のツアーの参加⼈数、同⾏者
・どこで今回のツアーを知ったか 
・参加しようと思ったきっかけ 
・南⼤隅町の訪問経験と回数 
・今回のツアーに関する満⾜度 
・南⼤隅町内の物産館での消費額 
・南⼤隅町内でのおもてなしに関して満⾜したこと、不満だったこと 
・今回ツアーにまた参加したいか 
・属性（性別、年齢、職業、居住地） 
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（４）「平成 30 年度南⼤隅町来訪者動線調査」の実施概要 

＜実施概要＞ 
対⾯式調査 ネット調査 

◆調査の⽬的及び設計⽅針
・調査地点における現地での来訪傾向を把握

するとともに、実際に⽴寄りスポットを調
査することで、来訪ルートを浮彫にするこ
とを⽬的とする。 

◆調査地点 
・「雄川の滝」と「佐多岬公園」の２か所 

◆回収サンプル数 
・251 サンプル（雄川の滝：101 サンプル、

佐多岬公園：150 サンプル） 
◆調査時期 

・平成 30 年 11 ⽉ 1 ⽉ 
◆調査項⽬ 

・来訪者属性／同⾏者形態／来訪きっかけ／
交通⼿段／来訪動線／旅中情報／消費予定
額／CS 調査等 

◆調査の⽬的及び設計⽅針 
・南⼤隅町への来訪経験者を対象としたネッ

ト調査を実施。来訪箇所や町内周遊を浮彫
にすることを⽬的とする。 

◆調査対象 
・2018 年 5 ⽉ 10 ⽉の期間における南⼤隅

町への来訪経験者（7,617 名） 
◆有効回答数 

・観光⽬的来訪者（671 サンプル） 
◆調査時期 

・平成 30 年 11 ⽉ 12 ⽉ 
◆調査項⽬ 

・回答者属性／来訪⾏程／来訪スポット／当
⽇出発時間／⾷事消費エリア／コンビニ、
SA、道の駅の⽴寄り時間等 

＜調査結果の概要＞ 
対⾯式調査 ネット調査 

◆佐多岬（150 サンプル）
・平均年齢：44 歳 
 → 男性 60％、⼥性 40％ 
・居住地：県外 65％。県内 35％ 
 → 県外内訳：福岡 29％、宮崎 10％ 
・⽇帰り：27％、宿泊（帰省等含む）：73％
 → 町内滞在時間平均：228 分 
・来訪回数平均：2.2 回（「多数」回答除く）
・来訪⽬的：景観 29％、ドライブ 21％ 

◆雄川の滝（101 サンプル） 
・平均年齢：37 歳 
 → 男性 36％、⼥性 64％ 
・居住地：県外 44％、県内 54％ 
 → 県外内訳：福岡 25％、宮崎 16％ 
・⽇帰り：70％、宿泊（帰省等含む）：30％
 → 町内滞在時間平均：168 分 
・来訪回数平均：1.1 回 
・来訪きっかけ⽬的：景観 21％、TV20％ 

◆来訪⽬的
・観光 67％、仕事 21％、帰省等 13％ 

◆来訪箇所数（観光⽬的平均訪問箇所数 1.7）
・１箇所 42％、２箇所 22％、３箇所 11％ 

◆⽇帰り、宿泊分類 
・⽇帰り 63％、宿泊町内 11％、町外 26％ 

◆来訪地割合（MA 集計：786 サンプル） 
・雄川の滝 67％、佐多岬 62％ 

◆昼⾷実施率 
・町内 44％、町外（⼤隅半島内）30％ 

◆⼣⾷実施率 
・町内 15％、町外（⼤隅半島内）24％ 

◆再来訪意向 
・雄川の滝 66％、佐多岬 60％ 

◆出発時間帯 
・8：00 9：30 の間に出発 38％ 

◆佐多岬の「国⽴公園」としての認知度 
・「知っている」66％ 

 



 

 

  

 

  



 

 

  

 

  




