
国立公園満喫プロジェクト 第２回霧島錦江湾地域協議会 
議事次第 

 
                                    日時：平成２８年 １１ 月 ２２ 日（火） 

１３：００～１４：３０ 
場所：飯野地区コミュニティセンター 

 
 
１．開 会 
 
２．議 事 
（１）ステップアッププログラム2020作成の進捗状況について 

 
（２）ステップアッププログラム2020（案）について 

 
（３）今後の進め方について 

 
（４）意 見 交 換 

 
（５）そ の 他 

 
３．閉 会 



配付資料一覧 
 
 
資料１  第1回霧島錦江湾地域協議会議事概要 
 
資料２  ステップアッププログラム2020策定の進捗状況 
 
資料３  ステップアッププログラム2020（案） 
 
資料４  デービッド・アトキンソン氏視察スケジュール（案） 
 
次第、出席者名簿、座席表 
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10 えびの市 市長 村岡 隆明
11 観光商工課長 吉留 伸也
12 観光商工課観光係長 後藤 洋一
13 高原町 まちづくり推進課 花牟禮　秀隆
14 鹿児島市 観光交流局長 圖師 俊彦
15 指宿市 観光課長 今柳田　浩一
16 観光課 園田 浩一郎
17 垂水市 副市長 岩元　明
18 水産商工観光課観光推進係長 大迫 隆男
19 水産商工観光課主事補 山本　剛樹
20 霧島市 市長 前田　終止
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22 企画部企画政策課サブリーダー 徳永　健治
23 商工観光部観光課主幹 竹下　淳一
24 商工観光部観光課主任主事 藤村 朋裕
25 商工観光部霧島ジオパーク推進課長 坂之上 浩幸
26 商工観光部霧島ジオパーク推進課グループ長 肥後　克典
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32 (一社)九州観光推進機構 海外誘致推進部長 坂本　久敏
33 海外誘致推進部 安達 文俊
34 (公財)みやざき観光コンベンション協会 観光・スポーツランド推進局長 甲斐　裕二
35 (公社)鹿児島県観光連盟 （欠席）
36 宮崎県 環境森林部長 大坪 篤史
37 環境森林部自然環境課長 廣津 和夫
38 環境森林部次長 川野 美奈子
39 環境森林部自然環境課主幹 甲斐　健仁
40 環境森林部自然環境課技師 松田　祥平
41 鹿児島県 鹿児島県環境林務部長 東條　広光
42 環境林務部自然保護課長 長田　啓
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国立公園満喫プロジェクト 第 1 回霧島錦江湾地域協議会 

議事要旨 

 

１．日時：平成 28 年 9 月 8 日（木）9：00～10：30 

２．場所：ホテル京セラ 別館 2 階 フラワー（会議室） 

３．出席者：別紙のとおり 

 

４．議事 

■開会 

○宮崎県環境森林部長 挨拶 

・この協議会では、霧島錦江湾国立公園の世界水準のナショナルパークへと改変していく具体的

なステップアッププログラムを作成し、外国人の観光客を惹きつける戦略について協議してい

くということになっている。このステップアッププログラムの策定については、国立公園内部

の改革のみならず、公園までのアクセスルートの整備や、民間の力をいただきながら進めてい

くことが必要なため、民間の方々にも構成員としてご参加いただいている。 

・霧島錦江湾国立公園はこれまでにおいても、多くの観光客が訪れている名所ではあるが、この

事業が実施されることで、一層の整備が進み世界にも広く発信され、国内観光客のみならずイ

ンバウンドが増加することで、霧島地域全体の振興にも寄与すると思う。 

・霧島地域においては、既に北きりしま田舎物語推進協議会による農家民泊や、環霧島地域周遊

列車おもてなしツアーなど、地元の自治体を中心に日ごろから連携して先導的な取り組みを行

っている。 

・具体的な施策の実施については、関係団体との連携が必要不可欠であるため、構成員の皆様に

は、ぜひとも積極的なご協力をお願いしたい。 

 

○鹿児島県観光林務部長 挨拶 

・プロジェクトの実施個所として霧島錦江湾国立公園が選定されたことについては、自然景観や

温泉などのポテンシャルや歴史、文化、食などの地域資源とともに、これまでの自然保護や観

光振興などに取り組んでこられた地元の方々の熱意が評価されたものと理解している。 

・霧島錦江湾国立公園の利用者数については、平成 4 年をピークに減少傾向にある。一方、近年

県内の外国人宿泊者数は増加しており、今後の国立公園への外国人利用者の増加も期待できる。 

・今後、環境省、宮崎県、鹿児島県、関係地元市町村、民間事業者がこれまで以上に連携を深め

ていければよい。どうぞ宜しくお願いします。 

 

○環境省九州地方環境事務所事務所長 挨拶 

・四月の熊本地震においては、多方面よりご支援いただいたことを感謝申し上げたい。観光の面

でいうと、九州全体が一時非常に落ち込んでしまったということもあり、そのようなことから
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も九州はひとつであるということを力強く感じた。 

・地震からの復興や九州を一体化していくということも踏まえ、南北を軸として阿蘇くじゅう国

立公園と霧島錦江湾国立公園を選ばせていただいた。これらのエリアを力強く立ち上げること

によって、九州全体の観光を盛り上げていきたい。 

・本プロジェクトは、明日の日本を支える観光ビジョンに挙げられている 10 本の柱の一つとし

て始められている。世界水準のナショナルパークとして国立公園を磨き上げることによって、

インバウンドによる利用を、日本全国では 2020 年までに 4,000 万人にすることが目標となっ

ているが、そのうち 1,000 万人をひきつけられるような魅力のある国立公園にしようというも

のである。 

・選定されたモデル地域においては、先行的に集中的に投資を行う。目的はインバウンドへの対

応であるが、もう一つの目的は質の高いサービスを提供していくということである。これまで

にない大胆な発想を持って取り組んで参りたい。どうぞ皆様の忌憚のないご意見とご協力をお

願いしたい。 

 

○霧島市長 挨拶 

・各市町村において 9 月議会の忙しい時期に、両県にまたがる関係する地方自治体、諸団体が一

同に集まることは大変厳しいことであると思うが、8 地域の中でトップを走っていく気概でや

っていきたい。 

・本プロジェクトでは、80 年の国立公園活動の中でこれまで踏み込むことのできなかった課題

に対して、両県境、市町村境、またそれぞれの壁を乗り越えて、取り組んでいく大きなチャン

スをいただいたと思っている。国づくりの神話の舞台である霧島地域、そして桜島の錦江湾と

ともに、地域の持つポテンシャルを掘り起こし、連携を高めながら前に進め、地元の情熱が結

実することを祈っている。 

・今回の事業は、ハードもソフトにもしっかりと取り組むと環境省より伺っている。国交省、観

光庁、環境省等省庁においても横の連携も強化していただき、我々も地域に耳を傾けながら、

それぞれ役割を果たしていければよい。 

 

■協議会の設置について 

○事務局から資料１－１、１－２に基づき説明。 

【鹿児島市】 

・地域部会の名称について、錦江湾奥地域部会となっているが、鹿児島市としては桜島という言

葉を出したい。桜島・錦江湾奥地域部会に変更できないか。 

 

【霧島市】 

・霧島市は、山岳の国立公園のエリアと海側の桜島錦江湾の国立公園のエリアと両方にまたがる

唯一の自治体になるため、構成については、両方の部会の兼任をさせていただきたい。 
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■議事 

議事（１）国立公園満喫プロジェクトについて 

○環境省から資料２－１、２－２、２－３に基づき説明。 

【霧島市】 

・我々にとって一番関心があるのは予算。自然環境の保全、保護はもちろん重要だが、世界の国

立公園をみると、より自然保護をしながら、上手に利活用しているところもある。そのように

日本の国立公園においても利活用に踏み込んでもらいたい。利活用を進めるにあたり、環境省

ではどれほどの予算があるのかご教示いただきたい。 

 

【環境省】 

・資料 2-2 にある通り、今年の補正予算として約 103 億円、来年度を通しては約 101 億円を要求

している。 

 

議事（２）九州インバウンドの動向について 

○九州運輸局から資料３に基づき報告。 

※質疑無し 

 

議事（３）について 

○事務局から資料４、参考資料（新聞記事）に基づき説明。 

 

議事（４）について 

○事務局について口頭にて下記の通り説明 

・霧島錦江湾国立公園において満喫プロジェクトを推進していくためのターゲット設定やコンセ

プト、取り組む課題について、本協議会で話し合いたい。各事項については、事務局会議での

検討や、今後設置する 3 つのワーキンググループにより議論していくことにしているが、上質

で自然と調和した宿泊・滞在拠点の整備と、それらを中心とした自然景観の徹底した改善、大

自然の中に身を置き体験できるような大胆な利用の拡大に向けた取り組みを各省、地元関係者

と連携して進めることとしている。 

・その中で、環境省としてはＩＴを活用した情報提供の実施や、ビジターセンター・歩道等の再

整備を行うほか、国立公園ならではの観光資源の素材発掘、統一ブランドイメージに基づく海

外プロモーション等を検討している。 

・環境省による直轄整備の対象地としては、所管地やえびの、高千穂河原、指宿などの集団施設

地区になると考えている。 

・なお、本プロジェクトは地元の熱意をくみ取り推し進めていくものであり、地元への支援とし

て、県・市町村等へ、満喫プロジェクト等推進事業の交付金として整備費 1/２の補助などの
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事業がある。これ以外にも観光庁の交付金、その他省庁の事業を活用しながら、地元と一体と

なって事業を進めていきたい。 

 

【宮崎県】 

・同県では 3 つのビューポイント「えびの高原」「夷守台」「御池・高千穂峰」を提案させて頂い

た。地域のストーリーと合わせて観光資源を魅せていくには、ポテンシャルのある地域である

と思っている。しかしながら、宮崎からえびの高原までには、定期バスが毎週 1 便しかない、

また宿泊施設の不備等の課題も抱えている。この 3 つの地域と鹿児島県の高千穂河原等を観光

客が周遊できるようなアクセスをぜひ作り上げたい。 

 

【鹿児島県】 

・スケジュールについては、年内にステップアッププログラムを提出するということとなってお

りかなり厳しい。協議会のメンバーには是非とも覚悟を持ってご協力いただきたい。 

・整理すべき問題としては、まずは、霧島錦江湾国立公園のブランドを固めるストーリー性のあ

るコンセプトを作ることが求められている。鹿児島県では多彩な自然、火山や温泉、歴史など

に関連する観光資源が豊富にある。霧島地区については、天孫降臨の神話など地域の歴史や神

社をうまく組み合わせながら、ブランドに変えていくことが大事ではないか。ターゲットにつ

いては、東アジアからの客が増えているが、集団としてくるか個人としてくるかなど多様な旅

行形態について、どう対応していくか。アクセスルートの整備については、環境省からはなる

べくすっきりとした景観が求められているように思う。利用拡大については、特にビューポイ

ントをどのような形で設定するかが重要。えびの高原、高千穂河原、指宿、桜島ということに

なるのではないかと思うが、地域部会、ワーキンググループの中で大いに議論していきたい。 

 

【環境省】 

・補足であるが、環境省としては施設整備やソフトの面での調査事業等も予定している。それ以

外にも、国立公園の仕組み上、民間の方々にもどのように協力していただくかという話もある

ので、地元の市町村の方々の役割も重要になってくる。説明の中にもあった 1/2 交付金による

施設整備というのは、県だけでなく地元の市町村の方にも使っていただけることになっている。

また、国立公園内のさまざまの施設は、国・県・市町村・民間の施設等あるので、それぞれの

立場で色々な仕組みを活用しながら、よりよい取り組みにしていただきたい。 

 

【鹿児島県観光連盟】 

・ステップアッププログラム 2020 で挙げるべき項目として、ビューポイントの設置や宿泊施設

の誘致、新たなサービスなど時間のかかるような項目が入っているが、果たして 12 月までに

完成できるだろうか。ある程度の方向性を示すにとどまるのではないかと思うが、どの程度の

仕上がりが求められているのか。 
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・ビューポイントについても、人によってイメージしているものが異なるのではないかと思う。

イメージだけでもよいので次のことについて教えていただきたい。 

・ビューポイントとは、展望スポットをイメージしているのか。国立公園はかなり規制がかかっ

ているが、規制緩和も視野に入れているのか。歩道の整備について、既存のルートの再整備や

新規の遊歩道の整備は容認するのか。ルート沿いの景観障害物の撤去に当たっては、樹木の伐

採も容認するのか。 

 

【環境省】 

・ビューポイントについては、ややこしい表現となっているが、かっこ書きで重点取組地域とあ

るように、展望施設というよりはもう少し広いエリアを想定している。まずは、取り組みを重

点的にやっていくエリアを決め、そこをビューポイントと呼んでいる。 

・宿泊施設の誘致等における規制緩和については、現状としてはそこまで踏み込んだ話は想定し

ていない。今の枠組みの中でまだできることがたくさんある。例えば、公園計画の利用施設計

画を柔軟に見直していくという考え方もある。まずはそういう点を含めて考えてもらいたい。 

・歩道の整備については、もちろん既存のルートの再整備はあると考えている。また、新規の遊

歩道の設置については、場所によると考えている。最初から否定をすることはないが、魅力的

なポイントについて、地域の合意が得られ、自然環境への影響も少ない、ということであれば

あるのかと思うが、場所ごとに判断しなければならないと思っている。 

・ルート上の障害物（自然物）についてだが、維持管理の中で安全を確保しなければならないの

で、危険なものについては除去しなければならないと考えている。 

 

【環境省】 

・このスケジュールで提出できるのか、地方環境事務所においても不安に感じているところもあ

る。ステップアッププログラムは、それをきれいな形で提出することが目的ではなく、2020

年時点のインバウンド利用に向けて着実に前進していかなければならず、その過程であると考

えている。つまり、ステップアッププログラムについては、途中過程のものでも構わないと考

えている。項目によっては熟度の差がある中で、いかに短期的に効果をあげるような戦略、加

えて中期的な将来につながるようなことを同時に念頭に入れながら作成しなければならない

ため、かなりあら削りな部分が残っていても仕方がない。今後展開していく上で、修正・追加

するものとしてとらえていただければと思う。 

 

【鹿児島市】 

・桜島錦江湾奥部会を考えたときに、プログラム作成という観点で行くと、個々の地域はジオパ

ークとして大まかな計画が既にあるため、また、方向性についてはほぼ同じだと思うので、不

可能なことはないと思う。ただし、これまで錦江湾ジオパークなどで作成してきた計画は、で

きる範囲のことだけを組み込んでいたが、これからは国が絡んでくれることで、これまで諦め
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ていたことや、後回しにしてきたことに取り組むことができるのでは 

・具体的に言うと桜島周辺の Wi-Fi の整備については、これまで費用対効果が分からないため踏

み込むことができなかった。また、アクセスのためのバス整備や、錦江湾の海側の利用促進に

ついても、取り組むことができなかった。 

・部会はどのようにスタートするのかを教えてほしい。 

 

【環境省】 

・霧島錦江湾については、霧島部会では宮崎県。残り二つの部会については鹿児島県を中心に進

めていきたいと考えている。詳細が決まった時点でお知らせしたい。 

 

【小林市】 

・決められたスケジュールの中で効率的に進めていくためには、メンバーの方向性、コンセプト

を合わせることが重要であるので、協議会ではその辺を示していただきたい。 

・インバウンド受け入れについては、インバウンドの消費者目線で戦略を練ることが必要。遠方

からの観光客を呼ぶためには、しっかりとしたイメージや戦略、特にプロモーションが重要で

あり、環境省にもどのようにしていくのか示してほしい。基本的に海外からの観光客は、

Twitter や Web サイトを調べて来る。ヨーロッパではそれぞれの地区にて観光推進部隊のよう

なものがあり、観光客がどこで何をしたいのかということに応じて、それぞれのサイト作りを

行っている。プロモーションの方法については、観光庁が中心となって研究されていると思う

ので、ぜひとも知見を借りたい。 

・スケジュールについては、2020 のオリンピック・パラリンピックに向けてというのも大事で

あるが、2019 のラグビーワールドカップにタイムラインを持っていくことも重要。4 万人来る

ことが想定されており、客層については、富裕者層も多く、消費額も高い、また期間について

は 7 週間とかなり長い。 

 

【九州観光推進機構】 

・インバウンドは九州でも増えているが、福岡市への集中が進んでいるように感じる。その理由

としては、国際線が多いこともあるが、個人旅行化が進んでいることが考えられる。 

・現在鹿児島宮崎を廻っているインバウンドを見ると、その二つの空港を利用した周遊が多くな

っていると思うが、この度、縦のラインができたことで、福岡空港と鹿児島・宮崎を結ぶ流れ

をもっと太くしていくことが重要だと思っている。霧島錦江湾の魅力を本プロジェクトで深め

ていくことで、今後縦の流れも促進したい。 

・個人旅行化が進む中では、ＪＲやレンタカーの整備もあると思うが、十分に国立公園を楽しん

でもらうためにはきめ細かでない部分もあると思うので、地元の意見も含めてアクセスを改善

していく必要があると思う。 
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【南大隅町】 

・南大隅町では国、県のご協力のもと国立公園内の佐多岬の開発を行っている。昨日も 31 度ラ

インの除幕式も行ったところである。国立公園内ということで様々な規制があり、地元の思う

ように進まないこともあったが、本プロジェクトでは、自然環境を壊すことなく、上手く規制

緩和が図れればよい。 

 

【宮崎観光コンベンション協会】 

・地域が何を売りたいのか、発信したいのかということをしっかりととりまとめていく意味では、

本プロジェクトはとてもいい機会だと考えている。我々も含めて各地域の本気度が試されると

思っているので、しっかりと協力したいと考えている。 

 

【指宿市】 

・指宿市では、知林ヶ島、長崎鼻、開聞岳、池田湖というように、海・山・湖といろんな形で国

立公園に指定されている。現在の取組としては、知林ヶ島において潮が引いた時に現れる 800

ｍの道を、ちりりんロードと命名して、何とかインバウンドの客を引き寄せようとしている。

ただし、ちりりんロードは 3 月～10 月しから現れず、時間帯も限られている。年間２．５万

～３万来客があるが、ほとんどは砂蒸しが目的である。知林ヶ島の手前にビジターセンターの

ような施設を設立し、島の情報を提供したり、ロードを渡る際の安全確保などに取り組めたら

いい。集団施設地区でもあるので環境省と一緒に取り組んでいきたい。 

 

■閉会 

○環境省九州地方環境事務所事務所長 挨拶 

・地元の熱意を示していただいたと共に国の取組への激励を頂いたと感じている。アメリカ型で

はなく日本型の国立公園を目指すに当たり、日本の国立公園制度の特徴としては、公有地と民

有地が混在し、利用だけでなく産業も重なっているのが特徴であり、強みでもある。つまり多

様な主体による発想、連携が可能であり、それを深めていける点である。各地域で既に動いて

いるものも多いため、それを中心に高めていくことでステップアッププログラムを作っていけ

ればと思う。どうぞよろしくお願いします。 

  



 
 

別紙：出席者（敬称略） 

 

九州森林管理局 計画保全部長 吉永 俊郎 

九州運輸局 観光部長 伊地知 英己 

環境省 自然環境局国立公園課 課長補佐 河野 通治 

環境省 九州地方環境事務所長 北沢 克巳 

宮崎県 環境森林部 技術次長 那須 幸義 

鹿児島県 環境林務部長 東條 広光 

都城市 みやこんじょＰＲ課 主査 松下 孝史 

小林市 観光政策参与 矢野 雄二郎 

えびの市 観光係 主事 森高 諭子 

高原町 まちづくり推進課 横田 秀二 

鹿児島市 環境局 局長 山口 順一 

指宿市 観光課 課長 今柳田 浩一 

垂水市 水産商工観光課 観光推進係長 大迫 隆男 

霧島市 市長 前田 終止 

姶良市 企画部 商工観光課 観光係長 坂下 晴彦 

湧水町 商工観光課 課長補佐 福寿 裕臣 

南大隅町 企画観光課 補佐 川田原 孝二 

(一社)九州観光推進機構 海外誘致推進部長 坂本 久敏 

(公財)みやざき観光コンベンション協会 専務理事 冨髙 敏明 

(公社)鹿児島県観光連盟 専務理事 白橋 大信 



ステップアッププログラム 2020 の進捗状況について 
 
 

 9 月 8 日 第１回地域協議会 
 
国立公園満喫プロジェクトに選定された国立公園として、ステップアッププロ

グラム 2020 を策定、承認、進捗管理をするための機関として霧島錦江湾地域協

議会を設立。満喫プロジェクトの趣旨、ステップアッププログラムの概要を説

明した。また、霧島錦江湾国立公園を「霧島地域」、「桜島・錦江湾奥地域」、「指

宿・佐多地域」の３つの地域に分け、地域部会を設立することの了承を得た。 
意見交換では、満喫プロジェクトに対する要望や期待する意見が出された。 
 
 

 9 月中旬～ 市町へのヒアリング 
 
ステップアッププログラムのたたき台を作成するため、各地域部会事務局から

関係する市町に地元で取り組みたいことについてのヒアリングを実施。 
 

 事務局にてステップアッププログラムのたたき台（案）を作成 
 

 10 月中旬～下旬 地域部会の開催 
 

10 月中旬から下旬にかけて各地域で地域部会を設立・開催した。地域部会では、

たたき台を元に、コンセプト、ターゲット、アクセスルート、ビューポイント

の設定について意見交換を行った。また、ビューポイントで実施する事項につ

いては、利用者目線の地元ならではの提案が多く出された。 
 

 事務局にて、地域部会の意見を踏まえてステップアッププログラムを修正 
 

 10 月下旬～11 月上旬 地域部会構成員へのヒアリング 
 

地域部会の構成員へ改めてヒアリングを実施。訪日外国人旅行者を増やす様々

な提案が寄せられた。 
 
 
 事務局において、地域部会、市町や部会構成員へのヒアリングを通じ、事務

局内で整理し、ステップアッププログラム 2020（案）としてまとめた。 

資料２ 



8月 9月 10月 11月 12月

上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

ステップアップ
プログラム2020

地域協議会

事務局会議


ୠ

ভ

霧島地域部会

桜島・錦江湾奥地域部会

指宿・佐多地域部会

第１回 第２回 第３回

8/2 8/26

たたき台
提出 提出

ステップアッププログラム2020の進捗状況

ヒアリング

9/27 10/11 11/16

9/8 11/22 12/21

10/18

10/26

10/28

市町ヒアリング 部会員ヒアリング

資料２



主なアクセスルート

主要交通拠点からの主なアクセスルート主要交通拠点とアクセスルート

霧島地域

桜島・錦江湾奥地域 指宿・佐多地域

主要交通拠点
■共 通

【空 港】 鹿児島空港、宮崎空港、熊本空港，福岡空港

【新幹線】 鹿児島中央駅

■霧島地域

【高速道路IC】 九州自動車道と宮崎自動車道の各IC（構成市町）
【鉄 道】 JR各駅（構成市町）

■桜島・錦江湾奥地域

【高速道路IC】 溝辺鹿児島空港IC、姶良IC、鹿児島IC、隼人東IC、国分IC
【定期船】 桜島フェリーターミナル、垂水フェリーターミナル

【クルーズ船】 マリンポートかごしま

■指宿・佐多地域

【高速道路IC】
【鉄 道】 JR各駅
【定期船】 山川港、根占港
【高速船】 鹿児島港南埠頭、指宿港

空港～鹿児島中央駅（バス利用）
空港IC～高速道路（最寄IC）～主要道（国・県道等）のルート
鹿児島中央駅～バス（自動車含む）やJR，路面電車を利用したルート
マリンポートかごしま～バス（自動車含む）やJR，路面電車を利用した

ルート
上記ルート＋フェリー（桜島，垂水）を利用したルート

空港→鹿児島中央駅（バス利用）→指宿（JR利用）
空港IC→高速道路等（最寄りIC）→主要道路（国・県道等）
鹿児島中央駅からバス（自動車含む）やJR
フェリー（山川～根占）
高速船（鹿児島港南埠頭～指宿港）

九州自動車道と宮崎自動車道の各IC～主要道（国・
県 道）のルート
鹿児島空港～バスを利用するルート
JR各駅とバスを利用するルート

別紙１－１



別紙１－２
２）アクセスルート上で実施する事項

取組方針 アクセスルート上で実施する事項 実施されている事項

ICや駅、空港における案内看板等の設置（外国語表記・QRコード）、国立公園情報提供の充実（リニューアル）を検討

安全対策としての情報板（電光掲示板）の設置を検討

アクセスルート上における新たな展望所の設置

Wi-Fi整備等の実施

鹿児島空港・宮崎空港・ＪＲ主要駅からの二次アクセスの整備（周遊バスの運行等）を検討

えびの高原などへの路線バスの誘致や充実を検討

ICやJR駅周辺に外国人観光客対応のレンタカー・レンタサイクルの設置を検討

外国人観光客のアクセス拠点づくりについて検討

主要交通拠点のトイレ等のユニバーサルデザイン化を検討

「（仮称）美しい宮崎づくり推進条例（平成29年4月施行予定）」に基づく、景観の保全又は創出などの推進

松枯れ対策及び沿線の紅葉等植栽の実施

景観阻害となる樹木の部分伐採等，沿線樹木の適切な管理を検討

沿線の廃屋の撤去や空家対策について検討

老朽化したホテルの改修を検討

その他 鹿児島空港の空港展望デッキのリニューアル

取扱方針 アクセスルート上で実施する事項 実施されている事項

各施設（主要交通拠点地等及び移動手段）の説明看板の多言語化

主要施設（桜島コンシェルジュセンター、桜島内主要展望所等）への観光情報・防災情報（火山活動、大雨、事故など）を入
手できるデジタルサイネージの導入

ICや駅、空港における案内看板の設置（外国語表記・QRコード）、空港展望デッキ及び国立公園情報提供の充実（リニューア
ル）

各施設のタックスフリーシステムの導入について検討

各施設（主要交通拠点地等及び移動手段）のトイレ等のユニバーサルデザイン化及びWi-Fi整備等
Wi-Fi整備：市定期観光バス、観光電車、桜島内の展望所、総
合観光案内所（鹿児島中央駅、桜島フェリー）

観光周遊バス、シャトルバスの運行
定期観光バスの運行（桜島自然遊覧コース等）、クルーズ運
行、バス・フェリー等の一日乗車券の発行

鹿児島空港・ＪＲ主要駅からの二次アクセスの整備（周遊バスの運行等）

その他 道路・歩道の拡幅

利便性の向上

快適な環境整備

的確な情報発信

的確な情報発信

利便性の向上

町並み景観の整備

霧
島
地
域

桜
島
・
錦
江
湾
奥
地
域



取扱方針 アクセスルート上で実施する事項 実施されている事項

各施設（主要交通拠点地等及び移動手段）の説明看板の多言語化

ICや駅、空港における案内看板の設置（外国語表記・QRコード）、空港展望デッキ及び国立公園情報提供の充実（リニューア
ル）

各施設（主要交通拠点地等及び移動手段）のトイレ等のユニバーサルデザイン化及びWi-Fi整備等

交通施設等のバリアフリー化の検討

既存バスの利便性の向上（増便等）

JR指宿駅から市内主要観光地までを結ぶ観光に特化した周遊バス路線の検討（外国語アナウンス）

鹿児島空港・ＪＲ主要駅からの二次アクセスの整備（周遊バスの運行等）

ルート上の展望の妨げになる障害物（広告物、景観阻害木）の撤去

電線の地中化の検討

街路樹や花木の植栽、街灯の整備

その他 指宿スカイラインの線形改良による移動時間の短縮

指
宿
・
佐
多
地
域

町並み景観の整備

利便性の向上

快適な環境整備

的確な情報発信



桜島・錦江湾奥地域 指宿・佐多地域

霧島地域

地域毎のビューポイント配置

ビューポイントの設定

ビューポイント（重点取組地域）

■霧島地域

えびの高原・白鳥温泉 生駒高原・夷守台

高千穂河原エリア 御池・高千穂峰

■桜島・錦江湾奥地域

桜 島 主要展望地

■指宿・佐多地域

指宿エリア 佐 多

別紙２－１



別紙２－２
２）ビューポイントに係る事項
①ビューポイント（重点取組地域）の設定　②ビューポイント等において実施する事項

ビューポイントの概要 実施する事項
周囲を火山に囲まれた高原で、登山や火口
湖探勝等の基地となっている。ノカイドウやミ
ヤマキリシマ等の希少な植物に加え、噴気や
温泉等の火山現象も見られる。

（上質な宿泊施設の誘致）
・ホテル跡地やピクニック広場の活用を検討（高級ホテルやグランピング施設の誘致など）

（ツアー・プログラム開発とガイド育成）
・気軽に登れるトレッキングルートや四季折々の火口湖景観、貴重な野生動植物、温泉地獄や天然のサウナ、食、神話などの文化等を活かしたツアー
開発
・火口湖での水上アクティビィティの開発を検討（SUP、カヌー、水遊び等）
・新燃岳周辺のガイド付き限定利用を検討
・公園外でのアウトドアアクティビティとの連携を強化
・長距離の登山コースやロングトレイルの開発を検討
・登山利用者の車両運搬（登山口～下山口）サービスの検討

（まちなみ等の景観改善）
・古くからの温泉街（京町温泉等）の景観改善（老朽化した施設の建替え）の検討
・展望確保やノカイドウ保全のための抜き伐りの実施

（インバウンド対応のための施設整備等）
・えびのエコミュージアムセンターの国際化対応の強化を実施
・火山ガスの立入り禁止柵など安全施設の適切な管理や、多言語による迅速な火山活動状況の情報提供
・観光案内の核となる「道の駅」における観光案内及び施設の充実及び他の観光地との連携
・えびの園地を外国人観光客が利用しやすいように改修を実施
・県道えびの高原小田線の末永地区において大型車の離合困難箇所を段階的に整備
・宮崎側からの２次アクセスの充実（路線バスの誘致、国産高級車を使用したタクシーの導入等）を検討
・キャンプ村、白鳥温泉の施設を外国人観光客が利用しやすいように改修し、魅力ある温泉滞在プランの策定を検討

霧島南部の登山や自然探勝の拠点であり、
ミヤマキリシマやアカマツ林等の良好な自然
環境を有する。また、霧島神宮古宮址といっ
た史跡も存在する。

（ツアー・プログラム開発とガイド育成）
・高千穂河原ビジターセンターにおけるツアーデスクの設置、登山用品等の物販、研修室等の整備を検討
・魅力ある登山ルートの整備を行い，登山競技会場としての誘致を検討
・トレッキングコースとともに、森林セラピーロードやオルレコースなど、多様なプログラムを併用し、温泉とマッチングさせた健康的プログラムの開発と
ＰＲ

（インバウンド対応のための施設整備等）
・防災機能や世界的な火山博物館機能を備えたビジターセンターの整備・改修を検討
・新燃岳の噴火以降，閉鎖している野営場の再開について，民間活用によるグランピング施設の導入の可能性も含めて検討
・噴火に伴う規制範囲内で登山できるルートの整備を検討
・各登山道における利用環境の向上（携帯トイレに関する案内やトイレブースの設置、登山口の駐車場整備等）を検討
・霧島山や桜島等が眺望できる展望所の設置を検討
・広域の案内マップの作成
・周辺でアウトドアが楽しめる宿泊施設の整備
・外国人観光客に対応した温泉施設の整備等について検討
・年間約７５０万人が訪れる霧島神宮周辺の開発により、滞在型観光と周辺への波及効果を高める取組
・霧島神水峡遊歩道の延長及び再整備

九州で唯一の４つ星キャンプ場である「ひな
もりオートキャンプ場」やポピー、コスモス等
の四季折々の花が楽しめる「生駒高原」を有
するエリアであり、幅広い利用者が訪れてい
る。

（ツアー・プログラム開発とガイド育成）
・雄大な自然や美しい夜空、四季折々の花を活かしたキャンプや散策プログラムの開発
・森の中を走るクロスカントリーコースやテニスコート等を活かした大自然の中でのスポーツプログラム開発や国際大会の誘致を検討
・大幡山、大幡池、夷守岳や巨樹の森を巡るトレッキングツアーやエコツアーの開発
・小林の湧水（清流）や蛍、渓流魚やキャビア等を活かした湧水ツアーの開発を検討

（インバウンド対応のための施設整備等）
・夷守岳や大幡山への登山口の整備を検討（駐車場、トイレ、登山口までのアクセス道）

夷守台・生駒高原

えびの高原・白鳥温泉

高千穂河原エリア

ビューポイント（重点取組地域）

霧
島
地
域



高千穂峰山頂から東側山麓の御池にかけて
のエリアであり、野鳥の森や巨樹、神社や神
楽等の多様な資源が存在する。

（ツアー・プログラム開発とガイド育成）
・登山と神話をミックスさせたツアープログラムの開発
・野鳥の森や巨樹、高濃度の炭酸温泉等の地域資源を活かしたツアーの開発
・周辺の主要観光地点を結ぶシャトルバスの運行を検討
・御池を活用した水上アクティビィティプログラムの開発を検討（SUP、水上ボート、カヌー、ウェイクボード等）

（インバウンド対応のための施設整備等）
・九州自然歩道の御池周回コースの歩道の改修
・御池キャンプ村の改修、アクティビィティ施設の整備（ボルダリングなど）
・皇子港園地への進入路の改良、駐車場整備、廃屋の撤去、カフェ等の誘致を検討
・皇子原公園にビジターセンターの設置を検討
・高千穂峰の天孫降臨コース登山口（第五砂防ダム）に展望所の設置を検討
・高千穂峰山頂避難小屋横の改修及び利活用方法の検討

御池・高千穂峰



ビューポイントの概要 実施する事項

我が国で最も活動的な火山の一つである桜
島は，現在も噴火を繰り返している状況であ
る。過去に溶岩を流出した噴火は海峡を埋め
陸続きとするなど，幾多の噴火により島の地
形は大きく変貌し，島全体が溶岩流により成
り立っており，その景観は鹿児島県のシンボ
ルとなっている。その桜島において，外国人
観光客を惹きつける魅力ある取組を重点的
に実施する。

（ツアープログラム開発とガイド育成）
・桜島でしか体験できない，天然温泉堀り，桜島火山体感ツアー，火山トレッキング，桜島ナイトツアーを含む「桜島火山体験」プログラムなど既存メ
ニューの外国人対応や磨き上げについて検討

（インバウンド対応のための施設整備等）
・桜島ビジターセンターの展示内容を外国人観光客が利用できる体験型展示へリニューアルを検討
・桜島の温泉施設を外国人観光客が利用しやすい個室露天風呂等に整備することを検討
・黒神町溶岩河原、ビュースポットへの大型バス用駐車場整備について検討
・昭和火口ビュースポット（公園併設）の整備（鹿児島市）について検討
・有村地区の古里温泉におけるフットパスの作成について検討（鹿児島市）
・有村展望所付近の大型バス用駐車場等の整備（鹿児島市）について検討

（二次交通の確保）
・桜島の自然や成り立ち等を満喫できるような、島内の施設等を周遊するバス（桜島一周）運行を検討，。

主要展望地

重富海岸

防風保安林及び保健保安林のクロマツが残
る海岸で，干潮時には錦江湾最大の53haに
も及ぶ干潟が広がり，桜島や錦江湾の眺望
できる地域である。

（ツアープログラム開発とガイド育成）
・自然の干潟を活かした体験ツアー・プログラムの設定
・外国語に堪能な地元ガイドの養成

（インバウンド対応のための施設整備等）
・指導標の多言語化，音声ガイドによる環境整備について検討
・大型バスに対応した駐車場の整備
・重富海岸まので案内標識の設置やWi-Fi環境の整備について検討
・重富海岸自然ふれあい館の国際化対応を強化

高峠

山腹にはサタツツジが約10万本生育してお
り，頂上は展望に優れ，霧島連山，桜島，錦
江湾などを眺望できる地域である。

（インバウンド対応のための施設整備等）
・現状ルートの改修や新ルートの開設など登山道の整備について検討（園内ウォーキングルートに自動カート・導入及びカートに合わせた道路拡大
等）
・展望所など園内建物の再整備
・眺望の支障となる樹木の伐採
・案内看板等の多言語化やWi-Fi環境の整備について検討
・オルレ初心者等を対象としたプチオルレコース（九州オルレ）の掲載について検討
・鹿児島県アジア太平洋農村研修センターとの連携

仙厳園

仙厳園は世界文化遺産の構成資産であると
ともに，県内有数の観光地となっており，桜
島や錦江湾を眺望できる地域である。

（インバウンド対応のための施設整備等）
・園内からの眺望時の支障となる電線等の地中化（設置者等）

若尊鼻

姶良カルデラの一部で，沖には錦江湾最深
の水深200ｍの海底火山があり，「たぎり」と
呼ばれる火山ガスの噴出現象がみられるこ
とや，「日本武尊」が上陸した神話の地ともい
われており，桜島や錦江湾を眺望できる地域
である。

（ツアープログラム開発とガイド育成）
・「たぎり」のカヤック体験観察における外国人対応について検討
・若尊鼻遊歩道の活用と黒酢関連施設との連携について検討

（インバウンド対応のための施設整備等）
・若尊鼻遊歩道の未整備区間を整備を検討

ビューポイント（重点取組地域）

桜
島
・
錦
江
湾
奥
地
域

桜　島



ビューポイントの概要 実施する事項

指宿エリア

（指宿エリア内の連携）
・水と緑を感じることができるサイクリング・ウォーキングロードの整備（指宿～池田湖～開聞岳等を結ぶルート）
・唐船峡周辺等との周遊ルートの整備について検討
・周回道路の検討

指宿集団施設地区

干潮時に対岸の田良岬と砂州で繋がる知
林ヶ島，この地域を展望する魚見岳から構成
する地域である。

（ツアープログラム開発とガイド育成）
・ガイド育成及びガイドツアーの造成
・クルージング、マリンスポーツ等体験型観光プログラムの充実を検討

（インバウンド対応のための施設整備等）
・知林ヶ島や錦江湾を眺望できる魚見岳展望施設の整備を検討（売店、天空展望所）
・ガイド詰所やカヤック等の保管庫、案内拠点としての施設整備を検討
・魚見岳登山道の整備（歩道）
・砂州入口までのスロープ化（遊歩道）の延長、遊歩道のボードウォーク化、砂浜用車いす（ランディーズ）の貸出しによるバリヤフリー対応
・指宿園地、野営場を外国人観光客が利用しやすいように改修
・知林ヶ島を案内するための拠点施設の整備を検討

開聞岳

山頂部に溶岩円頂をのせる成層火山であ
り，山麓には照葉樹林が発達している。
山頂からは，桜島や錦江湾など国園を眺望
できる地域である。

（ツアープログラム開発とガイド育成）
・体験型観光の充実

（インバウンド対応のための施設整備等）
・登山道の見晴らしのよい箇所においてベンチ等の休憩施設（ベンチ）の整備を検討

池田湖

九州最大の湖で，最深部が水深200ｍに達
し，湖底には旧火山丘があり，その神秘的な
姿から種々の伝説を有する湖である。

（ツアープログラム開発とガイド育成）
・体験・滞在型商品の造成（ナイトイベント）

（インバウンド対応のための施設整備等）
・廃屋や湖の中にある旧養殖施設など老朽化施設の撤去について検討
・観光客の写真撮影スポッとにおける護岸の整備
・オープンカフェや土産物を備えた施設の整備
・オオウナギ、池田湖の生態系等の展示施設の整備
・水面を渡るそよ風，水とふれあい環境整備（桟橋の整備）

長﨑鼻

薩摩半島の最南端に突き出た岬で、開聞岳
と太平洋の大パノラマが眼前に広がる。竜宮
伝説もある。

（インバウンド対応のための施設整備等）
・駐車場から竜宮神社、灯台までのスロープ化によるバリヤフリー対応
・竜宮伝説にちなんだ観光開発

鰻　池

現在，一般的に知名度のない地域であるが，
西郷ゆかりの地でもあり，そのひなびた風景
に風情がある地域である。

（ツアープログラム開発とガイド育成）
・地元ガイドやコンシェルジュの育成

（インバウンド対応のための施設整備等）
・観光客及び地元住民の交流拠点の整備県等
・地熱やスメを活用した観光開発の検討

伏目海岸

開聞岳と東シナ海を望む露天風呂は雄大で
美しい大自然のパノラマを楽しめる。 晴れた
日は遠く屋久島等が見える地域で，古くから
温泉保養，風景鑑賞地として多くの観光客が
訪れている地域であり，砂むし温泉の利用が
できる地域である。

（インバウンド対応のための施設整備等）
・塩田跡地及び噴気の活用

ビューポイント（重点取組地域）

指
宿
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域



佐多地域は，九州本島最南端の佐多岬があ
り，亜熱帯性植物と海岸の断崖景観が第一
級で，海岸探勝，風景探勝の適地である。
佐多岬は、本州最南端で，海岸は断崖をなし
ており，数多くの亜熱帯性植物及び熱帯性植
物が群落をなす景観が見られる地域である。
なお，観光客の誘客を図るため，佐多岬のリ
ニューアルを実施中。（H30年度までに完成
予定）（環境省，県，南大隅町）

（ツアープログラム開発とガイド育成）
・ガイド付きで入れる区域（佐多岬灯台周辺）を設定し、ガイドの養成

（インバウンド対応のための施設整備等）
・佐多岬線ロードの整備（ウェルカムアーケード、線形改良、駐車場の整備等）
・佐多岬線ロード終点に観光案内所を整備
・佐多岬～大泊地区間における道路沿線の景観阻害木の除去
・イベント及び地産来消に向けた施設整備等（佐多岬マラソン及びシーカヤック等のマリンスポーツ）
・観光客や地元住民交流拠点の整備
・観光案内看板や施設等看板の整備

（公園区域外の連携）
・佐多岬と町の重要観光地である「雄川の滝」などを結ぶ観光ルートの設定を検討

佐　多



③ビューポイントを除く国立公園内外に係る事項

（　　　　　　　　　　　　）
・国立公園内における広告物の新規設置の禁止，既存広告物の撤去等について，景観条例や屋外広告物条例等による規制の徹底

（展望地等の景観改善）
・景観阻害木の伐採を行うなど景観の改善に取組むことを検討。

（環境教育の推進）
・国立公園の保護と利用（親しみ方）について学び，後世に繋ぐ教育環境づくりや小中校生の英語力強化対策について検討

（公園区域の見直し）
・優れた風景地など国立公園への編入について検討（大隅南部県立自然公園「雄川の滝」）

実施する事項



別紙３
（３）国立公園への誘導策・プロモーションに係る事項

対外PR

・平成30年9月開催のラグビーワールドカップで九州を訪れる欧米人の国立公園への誘致対策を検討
・オリンピック・パラリンピックの開催に向けた首都圏を中心に来訪する外国人観光客の誘導対策を検討
・鹿児島空港及び宮崎空港に運行する海外定期路線就航地への積極的なＰＲやセールスを行うとともに、新たな海外路線への臨時便運行や定期路線強化への取組を
検討
・霧島地域をミシュラン・グリーンガイドの星付き観光地としての評価を得ることを、霧島地域部会の一つの目標とすることを検討
・海外の現地旅行会社を招請し、国立公園満喫ツアーの造成意見をもらうモニターツアーの実施を検討
・海外のメディアや有力ブロガーを招請するなど、国立公園の魅力について海外へ情報発信することを検討
・国内外の登山用品店等でのPRキャンペーン展開を検討
・日本のガイドブックなどを外国向けに出版している企業へのアプローチ

イベントの開催
・ 国立公園の魅力をSNS等で定期的、日常的に発信できる体制整備（現地に在住している者への情報発信の委託）の検討
・霧島えびの高原エクストリームトレイルの海外選手によるＳＮＳで情報を発信を依頼
・平成30年霧島1周ウルトラマラソンの開催を検討

看板・パンフレット・HP等
による広報

・共通の認識のもとでのマークの使用や、統一した多言語標記の看板作製
・自治体等の既存の観光サイト、動画やSNSを活用した国立公園の魅力に関する情報発信を検討
・協議会単位または部会単位でのオウンドメディア・サイトを構築し、外国人観光客へ向けて国立公園のPRを検討
・交通インフラの結節点・乗り換え等の分かるシステムの構築とパンフレットなどでの情報発信を検討
・CIR（国際交流員）等外国人人材を活用した観光・イベント発信
・関係者で連携した観光宣伝やパンフレットの作成及び配布場所の検討

交通インフラの充実

・高速道の良好なアクセスを活かした外国人観光客向けのドライブキャンペーンを実施（高速道路定額乗り放題券の発行やドライブマニュアルの作成など）（九州運輸
局）
・霧島の風景を望める周遊観光列車・バスの開発を検討（宮崎県、鹿児島県、関係市町、交通事業者）
・公園区域外の博物館や展望所、観光地など各地域を巡ることができる周遊バスなどの開発を検討
・鹿児島県や宮崎県へ寄港するクルーズ船の誘致促進
・国立公園内における割安な交通チケットの検討
・指宿市、鹿児島市、霧島市、宮崎市などを結ぶシャトルバスの実証運行など、国立公園内で連携したツアー開発
・インバウンド対応型の観光タクシーの活用促進を検討
・チケットクーポン事業等による周遊性の向上を検討



霧島錦江湾国立公園 
ステップアッププログラム 2020 

 
はじめに 

2016 年 3 月に、政府により「明日の日本を支える観光ビジョン」がとりまとめられ、訪日外国人旅行

者数を 2020 年までに 4,000 万人とすることが新たな目標として掲げられた。 
この目標を達成し、なおかつ裾野の広い観光を通じて活気ある地域社会の実現を目指すためには、こ

れまで十分に活用されていないものを含め、我が国の自然・文化・気候・食等の豊富な観光資源を今ま

で以上に活用することが必要となってくる。 
その点、我が国の国立公園は、豊かな自然のみならず、地域に根ざした生活文化や地域産業、食等の

魅力ある観光資源を有しているが、これまで十分にそのポテンシャルが発揮されていなかった。 
そこで上記のビジョンを踏まえ、日本の国立公園を世界水準の「ナショナルパーク」としてのブラン

ド化を図ることを目標に、「国立公園満喫プロジェクト」として、2020 年までに訪日外国人を惹きつけ

る取組を計画的、集中的に実施し、訪日外国人の国立公園利用者数を現在の年間 430 万人から 2020 年に

は 2 倍以上の 1,000 万人に増やすことを目指すこととなった。 
上記の目標を達成するため、全国の国立公園の中で、世界最高水準の「ナショナルパーク」づくりと

いう改革に挑戦する候補地として先行的、集中的に取組を実施する国立公園として、霧島錦江湾国立公

園が「多様な火山」と「『環霧島』の自治体連携」が評価のポイントなり選定された。本ステップアップ

プログラムは、その具体的な取組について、2016 年度から 2020 年度までの 5 年間を計画期間とした“ロ
ードマップ”として位置づけるものである。 
なお、九州では 2019 年にラグビーワールドカップと女子ハンドボール世界選手権が開催されることか

ら、ヨーロッパを中心とした訪日外国人の増加が想定されるため、計画期間を前倒しするなど 2019 年を

意識した対策の検討も必要である。 
 
１．現状分析 
（１）当国立公園の特徴 
 当公園は、霧島山塊からなる霧島地域、姶良カルデラや阿多カルデラという巨大カルデラ火山の列に

より形成された我が国随一の海域カルデラ景観を有する錦江湾地域からなる。今回検討に当たっては、

当公園内の地域性に鑑み、改めて錦江湾地域を「桜島・錦江湾奥地域」、「指宿・佐多地域」としてそれ

ぞれ固有の背景・課題等に対応した分析、検討を行い、これら 3 地域それぞれのプログラムを一本化し

たものを本プログラムとした。 
 霧島地域は、国内では類を見ない 20 数座の火山と多くの火口湖が集中し、ノカイドウやミヤマキリシ

マ、ヤイロチョウなど貴重な野生動植物の宝庫であるとともに、貴重な泉質の多種多様な温泉が点在し

ている。また、日本神話の天孫降臨の地とされる高千穂峰や渡来人の望郷の地ともいわれる韓国岳など

神話・伝承に彩られ、周辺にはこれにまつわる神社、史跡等が多数存在している。 
桜島・錦江湾奥地域は、姶良カルデラ南縁に位置し、現在も活発に火山活動を続ける桜島を象徴とし、

ダイナミックな大地の形成、豊富な温泉の他、薩摩藩にちなむ歴史・文化的資源など、自然と人文とが

調和した特色ある景観を有している。 

資料３ 



 指宿・佐多地域は、亜熱帯性植物とともに、海食崖からの展望や、多種多様な火山由来の地形を見る

ことができる。指宿地域は、池田湖、開聞岳及び長崎鼻等、阿多カルデラに起因する様々な火山景観が

あり、温泉保養及び風景観賞等の観光利用が盛んである。佐多地域は本土最南端の佐多岬が主に利用さ

れており、亜熱帯性植物と海岸の勇壮な断崖景観は第一級で、海岸探勝、風景探勝の観光地として親し

まれている。海域公園地区では、サンゴ礁特有の色彩豊かな多種多様な魚類を楽しむ利用も行われてい

る。 
 
（２）当国立公園への訪日外国人の国別内訳 
 
  霧島錦江湾国立公園への訪日外国人来訪者数

は 7 万 1 千人で、うち約 94％がアジア系で 6 万

4千人、約 6％が欧米豪系で 4千人となっている。

（2015 年国立公園別 訪日外国人国籍別実利用

者数推計値 標準誤差率は 7.3%） 
 
 
 
 
 
（参考）宮崎県・鹿児島県を訪れている外国人宿泊客の傾向 
宮崎県（宮崎県観光入込客数統計調査） 

年度 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 
総宿泊客数(人) 73,386 128,587 122,190 140,979 (集計中) 

内訳：国別宿泊客

の割合(％) 

韓国 46% 韓国 52% 韓国 68% 韓国 72% ―― 
台湾 22% 台湾 21% 台湾 13% 台湾 16% ―― 
中国 7% 香港 5% 香港 3% 香港 2% ―― 
香港 2% 米国 2% 中国 1% 中国 2% ―― 
米国 2% 中国 2% 米国 1% 米国 1% ―― 

鹿児島県（鹿児島県観光統計） 
年度 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 
総宿泊客数(人) 92,890 170,570 214,810 266,000 415,730 
内訳：国別宿泊客

の割合(％) 

韓国 43% 韓国 32% 台湾 40% 台湾 39% 台湾 34% 
台湾 17% 台湾 32% 韓国 24% 韓国 19% 香港 17% 
中国 8% 中国 7% 中国 6% 香港 11% 韓国 16% 
香港 5% 香港 7% 香港 6% 中国 9% 中国 13% 
米国 4% 米国 4% 米国 4% 米国 3% ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 2% 

 
宮崎県と鹿児島県の外国人宿泊客数の国別内訳は、2015 年では宮崎県は韓国が 7 割を占め、鹿児島

全体 7 万 1 千人 

アジア 
64 千人

(90.9%) 

台 湾 23 千人(33%) 
韓 国 17 千人(25%) 
香 港 13 千人(19%) 
中 国 8 千人(12%) 

その他 3 千人(5%) 

欧米豪 
4 千人(6.3%) 

フランス 1 千人(2%) 
米 国 1 千人(2%) 
ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､英国､ｶﾅﾀﾞ､ﾄﾞｲﾂ各 0.5 千人 



県では台湾を中心にアジア圏の外国人宿泊客が多い。 
 
（３）当国立公園が有する課題 

・観光施設や遊歩道等への案内標識や案内板の多言語表示が不十分である。 
・観光情報や防災情報等を入手するための Wi-Fi 環境が不十分である。 
・宿泊施設やビジターセンター等が老朽化しており、ユニバーサルデザイン化に対応していない。 
・外国人観光客を案内できる地元ガイドの不足と外国人観光客が魅力に感じるツアーやアクティビ

ティがない。 
・外国人観光客を対象としたツアーコースやコースパンフレットなどが不十分である。 
・国立公園にアクセスするための公共交通機関等が不足している。 

 
２．コンセプトと取組の方針 
（１）当国立公園のコンセプト 

案） 神々が宿る霧島火山群、錦江湾、桜島火山 
～巨大カルデラ群が生む雄大な景色、温泉・湧水と実りの山海の幸～ 

※現在、「巨大カルデラ群、活火山、温泉、湧水、神話、海域景観」のキーワードを中心により

ふさわしいコンセプト案を事務局で検討している。次回の地域部会等で提示して検討してい

ただく予定。 
 
（２）コンセプトを支える魅力と取組の方針 
・多様な火山地形と火山の恵み、神話と伝承を辿り楽しむ霧島地域 
取組の方針：・多様な火山地形や火口湖の景観を活かした上質な宿泊施設の誘致及び魅力的なアク

ティビィティの開発 
・温泉、湧水、神話や史跡、伝統文化、食などの地域資源を自然体験と組み合わせる

ことにより、多様なニーズに対応できるツアーの開発（霧島周遊ツアー等） 
・主要交通拠点からの二次アクセスの充実 
・既存のガイド団体の取組を活かした地元ガイドの育成・充実 

 
・陸から海から活火山桜島を間近に体験、雄大な桜島の眺望を楽しむ桜島・錦江湾奥地域 
 取組の方針：・ジオパークの取り組みと連携した施設整備、プロモーション 

・周遊観光ルート整備 

・既存施設のバリアフリー及びユニバーサル対策 

・ツアープログラム開発、ガイド育成（多言語対応） 

 

・多様な温泉と開聞岳の眺め、海岸の断崖景観と亜熱帯性植物の指宿・佐多地域 

取組の方針：・アクセスの改善 

・周遊観光ルート整備 

・既存施設のバリアフリー及びユニバーサル対策 



・案内施設を中心とした利用施設の充実 

・ツアープログラム開発、ガイド育成（多言語対応） 

 

（３）ターゲット 

・訪日外国人の 9割以上を占めるアジア圏及びラグビーワールドカップ等で今後増加が期待され

ている欧米豪 

・個人や家族単位の少人数のグループで、空港やＪＲ各駅などの交通拠点から公共交通機関等を

利用して訪れる外国人観光客 

・山や海の自然、温泉を関心事項としている外国人観光客 

 

３．目標 

（１）全体目標 
・当国立公園は 2020 年に訪日外国人来訪者数を 20 万人に増加させる。（2015 年は 7 万 1 千人と推

計 標準誤差率は 7.3%） 

 
（２）個別目標 

・当国立公園は大きく３つの地域に分かれ、それぞれ固有の背景・課題等があることから、地域に

応じた目標設定を検討する。 
 
４．プロジェクトの実施 
（１）主要交通拠点から国立公園主要利用拠点までのアクセスルートに係る事項 
 １）アクセスルートの特定と取組方針 

アクセスルートの特定 

   当国立公園は、霧島地域、桜島・錦江湾奥地域、指宿・佐多地域と 3 地域に分かれ、アクセス

ルートはそれぞれの地域で設定する必要がある。 

霧島地域は、九州道と宮崎道が分岐するえびの JCT に近接し、各 ICが取り巻くように配置され

ているため高速道路利用のアクセスが良い。 

桜島・錦江湾奥地域は，高速道路の各 IC、鹿児島中央駅、クルーズ船の寄港する鹿児島港から

近く、錦江湾内はフェリーが運航しており交通アクセスは良い状況である。 

指宿・佐多地域は，鹿児島県の南に位置し，鹿児島空港から高速道路等を経由しての利用や鹿

児島中央駅からＪＲ，バスを利用する。指宿から佐多へは半島間を結ぶ，なんきゅうフェリー（山

川～根占）が運航しており，周遊することも可能である。 

インバウンド対策における国立公園へのアクセスについては，幅広く想定する必要があること

から，レンタカーや自家用車に加えて空港や駅などを利用する外国人観光客の多様なニーズに対

応できるアクセスルートを以下のとおり設定する。→別紙１－１ 

 
取組方針 
・主要交通拠点における案内・誘導標識等の多言語化を実施し，外国人観光客への的確な情報発



信を検討する。 

・主要交通拠点にあるトイレ等のユニバーサルデザイン化や Wi-Fi 環境整備を実施し，外国人観

光客が快適に過ごせる環境整備を検討する。 

・主要交通拠点から国立公園へのアクセスを確保するため、レンタカーの設置や周遊バスなど二

次交通を検討し利便性の向上に努める。 

・案内看板等の統一や眺望を阻害する標識類の景観改善を検討する。 

 

 ２）アクセスルート上で実施する事項 →別紙１－２ 

 

（２）国立公園に係る事項 

 １）国立公園全体の取組方針 
  ①多様なサービス提供のための民間活用 
   （ⅰ）ビジターセンター等公共施設の民間開放 
     ・ビジターセンターにおけるツアーデスクを設置し、エコツアーの手配ができるよう検討す

る。 
・ビジターセンターにおいて物品の販売、トレッキング用品のレンタル等ができるよう検討

する。 
   （ⅱ）上質な宿泊施設の誘致 
     ・地元自治体と連携し、ビューポイントにおいて上質な宿泊施設（グランピングを含む）の

誘致を検討する。 
   （ⅲ）ツアープログラム開発とガイド育成 
     ・地域の自然や文化を活かした魅力あるツアーやアクティビティーの開発をする。 
     ・地域の自然や文化を外国人観光客に案内できる地元ガイドの育成をする。 
     ・地域の自然や文化を活かした周遊ルートの設定やバスツアーの開発を検討する。 
     ・雄大な景観を活かした遊覧飛行ツアーの開発を検討する。 
   （ⅳ）利用料等の公園管理への活用 
  ②まちなみ等の景観改善 
   ・町並み景観の改善、統一した案内看板の整備を検討する。 
   ・展望の妨げとなっている建物や看板等の改善により景観の向上を検討する。 
   ・既存景観条例や景観計画、屋外広告物条例による景観の保全や取組について検討する。 

③インバウンド対策のための施設整備等 
   ・観光施設や遊歩道等の案内表示の統一化、多言語化、ＩＴ化や利用施設のユニバーサルデザイ

ン化を進める。 
   ・ビューポイントなど主要地点に観光情報や防災情報等を入手するための Wi-Fi 環境の整備を進

める。 
   ・観光拠点への外国人観光客への観光案内等の対応ができる人材の配置及び確保体制の検討 

・アウトドアアクティビィティー施設の充実を検討 
   ・外国人観光客が気軽に買い物等ができるよう観光案内施設や宿泊施設、土産物屋等で免税、ク



レジットカード決済可能な設備の充実を検討する。 
   ・施設内において、外国人観光客が楽しめる展示内容への更新や外国人観光客が利用しやすい露

天風呂の整備について検討する。 
④その他の取組（国立公園全体） 

   ・避難施設やモーターサイレンの設置、携帯電話不感地帯の解消などについて検討する。 
   ・大型バス利用時に支障のある道路（歩道）整備、景観阻害木の除去などについて検討する。 
   ・各温泉郷及び JR 各駅周辺の再整備について検討する。 
 
 ２）ビューポイントに係る事項 →別紙２－１、別紙２－２ 
  ①ビューポイントの設定 
  ②ビューポイント等において実施する事項 

③ビューポイントを除く国立公園内外に係る事項 
 
（３）国立公園への誘導策・プロモーションに係る事項 →別紙３ 
 
（４）スケジュール 
  ・（未作成） 
 
５．効果検証 
（１）公園全体 
  ・環境省より提供する「国立公園別訪日外国人実利用者数推計値」にて検証する。 
 
（２）個別事項 
  ・３．目標（２）個別事項で検討した目標設定について、その達成状況を記載する。 



「観光ビジョン推進九州ブロック戦略会議（仮称）」
の設置に向けて

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

九九 州州 運運 輸輸 局局

平成28年11月

国土交通省 九州運輸局 観光部

国土交通省 九州運輸局 運輸と観光で九州の元気を創ります



国土交通省
九州運輸局

これまでの議論を踏まえた課題 平成28年３月30日策定

■我が国の豊富で多様な観光資源を、
誇りを持って磨き上げ、その価値を
日本人にも外国人にも分かりやすく
伝えていくことが必要。

■観光の力で、地域の雇用を生み出し、
人を育て、国際競争力のある生産性の
高い観光産業へと変革していくことが
必要。

■CIQや宿泊施設、通信・交通・決済など、
受入環境整備を早急に進めることが必要。

■高齢者や障がい者なども含めた、すべての
旅行者が「旅の喜び」を実感できるような
社会を築いていくことが必要。

視 点 １
「観光資源の魅力を極め、

地方創生の礎に」

視 点 ２
「観光産業を革新し、国際競争力
を高め、我が国の基幹産業に」

視 点 ３

「すべての旅行者が、ストレスなく
快適に観光を満喫できる環境に」

「観光先進国」への「３つの視点」と「１０の改革」

■「魅力ある公的施設」を、ひろく国民、 ■古い規制を見直し、 ■ソフトインフラを飛躍的に改善し、

「明日の日本を支える観光ビジョン」 －世界が訪れたくなる日本へー 概要

1

■「魅力ある公的施設」を、ひろく国民、
そして世界に開放
・赤坂や京都の迎賓館などを大胆に公開・開放

■「文化財」を、「保存優先」から観光客
目線での「理解促進」、そして「活用」へ
・2020年までに、文化財を核とする観光拠点を
全国で200整備、わかりやすい多言語解説など
1000事業を展開し、集中的に支援強化

■「国立公園」を、
世界水準の「ナショナルパーク」へ
・2020年を目標に、全国５箇所の公園について
民間の力も活かし、体験・活用型の空間へと
集中改善

■おもな観光地で「景観計画」をつくり、
美しい街並みへ
・2020年を目途に、原則として全都道府県・
全国の半数の市区町村で「景観計画」を策定

■古い規制を見直し、
生産性を大切にする観光産業へ
・60年以上経過した規制・制度の抜本見直し、
ﾄｯﾌﾟﾚﾍﾞﾙの経営人材育成、民泊ﾙｰﾙの整備、
宿泊業の生産性向上など、総合ﾊﾟｯｹｰｼﾞで
推進・支援

■あたらしい市場を開拓し、
長期滞在と消費拡大を同時に実現
・欧州・米国・豪州や富裕層などをﾀｰｹﾞｯﾄにした
ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ、戦略的なﾋﾞｻﾞ緩和などを実施

・MICE誘致・開催の支援体制を抜本的に改善
・首都圏におけるﾋﾞｼﾞﾈｽｼﾞｪｯﾄの受入環境改善

■疲弊した温泉街や地方都市を、
未来発想の経営で再生・活性化
・2020年までに、世界水準DMOを全国100形成
・観光地再生・活性化ﾌｧﾝﾄﾞ、規制緩和などを
駆使し、民間の力を最大限活用した
安定的・継続的な「観光まちづくり」を実現

■ソフトインフラを飛躍的に改善し、
世界一快適な滞在を実現
・世界最高水準の技術活用により、出入国審査の
風景を一変

・ｽﾄﾚｽﾌﾘｰな通信・交通利用環境を実現
・ｷｬｯｼｭﾚｽ観光を実現

■「地方創生回廊」を完備し、
全国どこへでも快適な旅行を実現
・「ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾚｰﾙﾊﾟｽ」を訪日後でも購入可能化
・新幹線開業やｺﾝｾｯｼｮﾝ空港運営等と連動した、
観光地へのｱｸｾｽ交通充実の実現

■「働きかた」と「休みかた」を改革し、
躍動感あふれる社会を実現
・2020年までに、年次有給休暇取得率70％へ向上
・家族が休暇をとりやすい制度の導入、休暇取得
の分散化による観光需要の平準化



国土交通省
九州運輸局

■１．航空・港湾WG （8課題）
１）空港容量（発着回数）・航空座席数の確保 ２）クルーズ船の寄港増・大型化
に対応した受入環境の改善 ３）空港・港におけるＣＩＱ要員の確保 ★個人旅行(FIT) 

外国人旅行者が安全・安心して旅行できる受入環境

○ アジア地域に近接した「ゲートウェイ九州」のポテンシャルを活かし、外国人旅行者の受入環境整備の課題解決に向け、国・自治体・
民間が連携。
○ 平成２７年３月２５日第1回連絡会を開催し、４WGを設置するとともに２５課題を設定。WGを３回開催し重点課題１０項目を絞り込み、
集中的に審議を進め１２月２４日の第２回連絡会において最終取りまとめを行った。
○ Ｈ２８年度では、当該連絡会をフォローアップし、第２回ＷＧ（28/6/24）新規案件７課題を加え、３２課題を抽出し中間とりまとめを行っ
た。さらには、第３回ＷＧ（28/11/4）において新規案件５課題を加え、３７課題（内、深堀案件５課題）を抽出した。また、本年度は、WGを
活用して訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業の事業実施計画に対する了承機関としての役割を担っている。

＜連絡会の体制＞国交省九州3局(九州運輸局、九州地方整備局、大阪航空局)を事務局に、九州７県及び政令市、経済団体・観光２団
体、交通事業者、旅行・宿泊事業者団体で構成

訪日外国人旅行者の受入に向けた九州ブロック連絡会

に対応した受入環境の改善 ３）空港・港におけるＣＩＱ要員の確保
４）空港におけるCIQスペースの確保 など

■２．二次交通WG （12課題）
１）公共交通機関、道路における多言語対応の強化 ２）都市回遊性向上
３）地方部の二次交通促進 ４）広域二次交通円滑化
５）観光地の渋滞対策 ６）特定道路における歩道バリアフリー化 など

■３．観光地域づくりWG （12課題）
１）観光地や観光施設における無料公衆無線ＬＡＮ環境（Ｗｉ－Ｆｉ）の整備
２）大都市観光サービス向上（観光案内所）
３）国営公園における多言語化、Ｗｉ-Fi環境整備 ４）観光地の無電柱化
５）「道の駅」での無料公衆無線ＬＡＮの提供 ６）地域観光資源を活かした水辺整備
７）河川敷を利用した世界的イベントに配慮した河川整備 など

■４．観光産業WG （5課題）
１）宿泊施設の確保
２）宿泊施設はじめ関係事業者へのおもてなし意識の浸透
３）熊本地震後のインバウンド観光客の誘導・情報提供 など

●訪日ゲートウェイ
(1. 空港・港湾)

●移動
(2. 二次交通)

●目的地
(3.観光地域)

●宿泊・体験・滞在
(4.観光産業)

★個人旅行(FIT) 
★団体旅行

「スムーズな入国」

「快適な移動」

「快適な宿泊」

「満足度の高い体験」

★広域周遊
★滞在型
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国土交通省
九州運輸局

●訪日ゲートウェイ
(1. 空港・港湾)

●移動

外国人受入環境の改善事例 (九州ブロック連絡会での深堀案件)

●公共交通機関、道路における多言語対応強化

●クルーズ船の寄港増・大型化への対応

●空港におけるＣＩＱスペース確保

●空港容量・航空座席数確保

<例>大分空港ＣＩＱ施設改修工事（４⇒６ブース、Ｈ28年5月運用開始）

<例>・長崎港において、貸切バスの渋滞解消を検証するため、
ショットガン方式による実証実験を実施中。
・博多港中央ふ頭：11万⇒16万トン（Ｈ30年代前半運用開始予定）

3

<例>Ｈ27.7に世界遺産登録された「明治日本の産業革命遺産」関連
道路案内標識の整備

●宿泊施設の確保

外国人旅行者が安全・安心
して旅行できる受入環境

●移動
(2. 二次交通)

●目的地
(3.観光地域)

●宿泊・体験・滞在
(4.観光産業)

●公共交通機関、道路における多言語対応強化

▲世界遺産 標識レイアウトイメージ

【Ｈ27宿泊旅行統計調査報告書】

◆九州全体の宿泊施設別の稼働率

シティホテル74.6%（客室稼働率）、 旅館24.4%（定員稼働率）
◆主要都市における平成27年（速報値）の客室稼働率

福岡市 北九州市 長崎市 熊本市 大分市

83.6% 60.6%         81.4%        72.6%       72.6%
昨年よりも客室稼働率がさらに上昇しているが、旅館の定員稼働率も上昇しており、旅館の宿泊も上昇している。

三重津海 跡軍所
Mietsu Naval Dock0.0km



国土交通省
九州運輸局「観光ビジョン推進地方ブロック戦略会議」について（案）

ブロック戦略会議

日本観光振興協会、交通事業者・団体、
旅行事業者・団体、宿泊事業者・団体 等

任意
関係省庁の地方支分部局
都道府県、政令市等関係する自治体

必須

構成員例

ＷＧ 報告 報告 報告

〇 各ＷＧ毎の課題及びその解決の進捗状況について、各ＷＧから報告を受ける。
〇 ＷＧからの報告も踏まえ、ビジョンの具体化の状況及び対策方針をとりまとめ、観光庁に報告。

観光資源魅力向上ＷＧ

〇 どのようなＷＧを設置するかについては、地域毎に決定。
（ただし、地域ブロック別連絡会の課題・分野別ＷＧとして既に設置されているものは原則、継続して設置。）

〇 ＷＧの構成員において、少なくとも年１回進捗状況をブロック戦略会議に報告

（ＷＧの内容イメージ）

地方運輸局、地方整備局、地方農政局、地方経済産業局、地
方総合通信局、地方環境事務所、教育委員会、旅行業者、都
道府県、政令市等関係する自治体、観光関係団体・事業者、
ＪＮＴＯ等

ＷＧ例
観光ビジョン地方ブロック戦略会議の設置に伴い、新たに設置

観光地域づくりＷＧ二次交通ＷＧ航空・港湾ＷＧ

地方運輸局、地方整備
局、地方航空局、都道府
県、政令市、空港管理
者、港湾管理者、航空事
業者、旅行事業者 等

地方運輸局、地方整備
局（一部）、地方航空
局、都道府県、政令
市、空港管理者、港湾
管理者、バス事業者、
旅行事業者

地方運輸局、地方整備
局、地方航空局、都道府
県、政令市、空港管理
者、港湾管理者、鉄道事
業者、バス事業者、旅行
事業者、通信事業者、物
流事業者

既存の地方ブロック別連絡会に課題・分野別ＷＧとして既に設置されている
ＷＧは、原則、継続して設置（構成員も原則、変更なし）

（国立公園のナショナルパーク化、文化財の観光資源化、
迎賓館等の公的施設の公開等を基本的に議論する場とする）
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国土交通省
九州運輸局

２８年度 ４月～６月 ７月～９月 １０月～１２月 １月～３月

「観光ビジョン推進地方ブロック戦略会議」のスケジュール（イメージ）

地
方
ブ
ロ
ッ
ク
別

連
絡
会
議

各
地
方
ブ
ロ
ッ
ク

年
末
取
り
ま
と
め

地方ブロックにおいて
取りまとめに向け活動

本
省

取
り
ま
と
め

国
土
交
通
省

観
光
立
国
推
進
本
部

へ
の
報
告

観
光
ビ
ジ
ョ
ン
推
進
地
方
ブ
ロ
ッ
ク

戦
略
会
議
へ
統
合
・開
催

観
光
ビ
ジ
ョ
ン

地
方
ブ
ロ
ッ
ク

戦
略
会
議

各ブロックへ事務連絡

現
状
の
構
成
員

対
し
て
オ
ー
ソ
ラ
イ
ズ

準備会を開催 観光ビジョン推進
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２９年度 ４月～６月 ７月～９月 １０月～１２月 １月～３月

観
光
ビ
ジ
ョ
ン
推
進

地
方
ブ
ロ
ッ
ク

戦
略
会
議

ブ
ロ
ッ
ク

中
間
取
り
ま
と
め

各
地
方
ブ
ロ
ッ
ク

年
末
取
り
ま
と
め

各ＷＧを進行 各ＷＧを進行
本省
取りまとめ

国
土
交
通
省

観
光
立
国
推
進
本
部

へ
の
報
告

ビ
ジ
ョ
ン
推
進

ブ
ロ
ッ
ク

戦
略
会
議

構
成
員
に

し
て
オ
ー
ソ
ラ
イ
ズ

○設置するＷＧの
下調整、協力依頼
○課題出し

地方ブロック戦略
会議開催に向けた
調整



霧島錦江湾国立公園満喫プロジェクト現地視察（案）　デービット・アトキンソン氏

月　　日 現地視察行程

東京都⇒宮崎市 小林市 小林市 小林市 高原町

宮崎空港 １時間30分 生駒高原 15分 昼食 30分 夷守台
30
分

30分
20
分

30
分

ANA604便 （宮崎自動車道）

高原町、えびの市、霧島市

えびの市 えびの市 えびの市 えびの市

宿泊地 10分 池巡り探勝路・白鳥山 エコミュージアムC 昼食 20分 80分 20分

エコミュージアムC発着 関係者意見交換

えびの市、小林市、霧島市

120分 20分 10分 100分

※宮崎県の随行者：検討中

※鹿児島県随行者：検討中

霧島市

鹿児島空港

（羽田空港へ）

（空港内視察）

指宿市

昼食

指宿市

伏目

鹿児島市（桜島）

レインボー桜島

指宿市

知林ヶ島

鹿児島市

桜島

鹿児島市（桜島）

レインボー桜島

えびの市

えびの高原荘

霧島市

霧島温泉（経
由）御池皇子港⇒キャン

プ場⇒霧島東神社
野菜ビュッフェ ツナギィーナ

霧島市

霧島神宮

18 198 9 10 13 1714 15

１ １ 月 ３ ０ 日
（ 水 ）

1611 12

足湯の駅えびの高原えびの高原荘

１１月２８日（月）

１１月２９日（火）

霧島市

高千穂河原

道中何処かで田の神様を視察（日本遺産関係）

資料４



 

国立公園満喫プロジェクト 霧島錦江湾地域協議会 設置要綱 
 

平成 28 年９月８日 施行 

 

（目的） 

第１条 国立公園の美しい自然を活かし、より上質な体験を提供することにより、世界水

準の「ナショナルパーク」へと改革していく国立公園満喫プロジェクトを霧島錦江湾国

立公園において推進するための具体的なプログラム（以下、「ステップアッププログラム

2020」という。）を策定し、実施していくことを目的に、関係機関の相互の連携を図るた

め、霧島錦江湾地域協議会（以下、「協議会」という。）を設置する。 

 

（協議事項） 

第２条 協議会は、以下に掲げる事項を協議する。 

 （１）霧島錦江湾国立公園及びその関連地域における国立公園満喫プロジェクトの推進

に関する事項 

 （２）「ステップアッププログラム 2020」の策定及び実施に関する事項。 

 （３）その他、前条の目的を達成するために必要と認められる事項。 

   

（構成員） 

第３条 協議会は、別表に掲げる関係機関等をもって構成する。 

２ 協議会は、必要に応じアドバイザーを招集することができる。 

 

（会議） 

第４条 会議は、必要に応じて事務局が招集する。 

２ 議事は、事務局において進行する。 

    

（地域部会） 

第５条 霧島錦江湾国立公園の霧島地域、桜島・錦江湾奥地域及び佐多・指宿地域、並び

にその関連地域における具体的な事項を検討するため、霧島地域部会、桜島・錦江湾奥

地域部会及び指宿・佐多地域部会を設置する。 

 ２ 霧島地域部会では、次の事項について所掌する。 

（１）「ステップアッププログラム 2020」のうち霧島地域及びその関連地域に関する事

項の検討 

（２）「ステップアッププログラム 2020」のうち霧島地域及びその関連地域に関する事

項の推進 

３ 桜島・錦江湾奥地域部会では、次の事項について所掌する。 

（１）「ステップアッププログラム 2020」のうち桜島・錦江湾奥地域及びその関連地域

に関する事項の検討 

（２）「ステップアッププログラム 2020」のうち桜島・錦江湾奥地域及びその関連地域

に関する事項の推進 



 

４ 指宿・佐多地域部会では、次の事項について所掌する。 

（１）「ステップアッププログラム 2020」のうち指宿・佐多地域及びその関連地域に関

する事項の検討 

（２）「ステップアッププログラム 2020」のうち指宿・佐多地域及びその関連地域に関

する事項の推進 

 

（事務局） 

第６条 協議会の事務局は、宮崎県環境森林部、鹿児島県環境林務部及び九州地方環境事

務所に置く。 

 

第７条 各地域部会の事務局は、該当県及び九州地方環境事務所に置く。 

 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、地域部会の運営に関し必要な事項は各地域部会の

事務局において定め、その他、協議会の運営に関し必要な事項は協議会の事務局におい

て定める。 

 

附 則 この要綱は、平成 28年９月８日から施行する。 

 



別表

国 九州森林管理局 計画保全部長

九州地方整備局 企画部長

九州運輸局 観光部長

九州地方環境事務所 九州地方環境事務所長

県 宮崎県 環境森林部長

鹿児島県 環境林務部長

地方自治体 都城市 市長

小林市 市長

えびの市 市長

高原町 町長

鹿児島市 市長

指宿市 市長

垂水市 市長

霧島市 市長

姶良市 市長

湧水町 町長

南大隅町 町長

民間 (一社)九州観光推進機構 専務理事事業本部長

(公財)みやざき観光コンベンション協会会長

(公社)鹿児島県観光連盟 専務理事

構成員 参考

国立公園満喫プロジェクト　霧島錦江湾地域協議会構成員


