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議事次第 

 
                            日 時：平成２８年 １２ 月 ２１ 日（ 水 ） 
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資料３  デービッド・アトキンソン氏視察報告 
 
資料４  ステップアッププログラム2020（案） 

別表 ステップアッププログラム2020（案）における関連事業スケジュール 
 
 

参考１  ビューポイント（重点取組地域）において実施する事項 
 
参考２  取組の考え方について（一例として） 
 
参考３  国立公園オフィシャルパートナーシッププログラム 
 
参考４  国立公園 公式 インスタグラム 
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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 議事概要 
 
日 時：平成 28 年 11 月 22 日（火） 13 時～14 時 30 分 
場 所：飯野地区コミュニティーセンター（えびの市） 
出 席：別紙のとおり 
 
＜議  題＞ 
（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 
 
＜議事概要＞ 
○九州地方環境事務所長挨拶 
地震、大雨等、災害が色々なところで起きている中、大事なのは「多様であること」と

「つながりをもつこと」。インバウンドとなると全世界から多様な人が来るということにな

る。この地域にも同様に多様な人材があるので、相互につながりを持つことで、満喫プロ

ジェクトが地域の魅力を 2 倍、3 倍と向上させるものとなり、地域の持続的発展のきっかけ

となればと思っている。本日は忌憚のない意見をお願いしたい。 
 
○宮崎県環境森林部長挨拶 
 大阪商人旅日記（薩陽紀行）というものがある。これは、南九州を 1 周まわった江戸時代

の商人が記した旅日記である。まさに満喫プロジェクトで取り組もうとしていることがこ

の時代からされていた、この時代から魅力的な地域であったということがよく分かった。

皆さんと一緒に地域の魅力を向上させる計画づくりが進められればと考えている。 
 
○えびの市長挨拶 
 えびの市で開催いただき感謝。地域間の連携の大切さは感じており、本プロジェクトで

は県境を越えての取組となる。全員の気持ちがひとつになれば大きな成果につながるはず。

今回は具体的なプログラム案も出てきているので、有意義な会議になればと思う。 
 
（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 
（事務局）（１）～（３）まで資料に基づき説明 
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（４）意見交換 
（鹿児島市）別紙 1-1（アクセスルート位置図）に宮崎駅が入っていないのはなぜか。同資

料で鹿児島 IC 以外の市内の IC について示されていないのはなぜか。また、別紙 2-1
（ビューポイント位置図）に桜島下側にマークがないのはなぜか。 

（事務局）アクセスルートについては、協議する上で主要なところを示している。追加等

あれば申し出ていただきたい。別紙 2-1 指摘箇所は訂正して全エリアを示すようにす

る。 
 
（南大隅町）別紙 1-1 に佐多地域へのアクセスルートを示していただきたい。 
（事務局）事務局でもとても悩んだ部分。具体的な場所は後日調整させていただきたい。 
 
（霧島市）別紙 2-2 は市町の意見が入った上で示されたものなのか。 
（事務局）ヒアリングを 2 回行った上で作成している。修正・追加があれば今でもご意見

いただければ検討したい。 
（霧島市）霧島地域は 4 つのエリアが示されているが、栗野岳エリアも積極的にビューポ

イントへ追加いただきたい。高速 IC から近くアクセスもよいこと、日本トップレベ

ルの彫刻の森（正式名：霧島アートの森）があることが理由。すでに国内外からも

多くの人が来ており、インフラも整っていることから、インバウンド増を目指す本

取組にこの地がビューポイントとして入っていないのはおかしい。活かしていくべ

きと考える。 
（湧水町）1.現状分析（1）当国立公園の特徴における桜島・錦江湾奥地域の説明について、

桜島・錦江湾奥地域は姶良カルデラ南縁ではない。 
（事務局）「姶良カルデラ南縁に位置し、」はあとに出る桜島につながる。ここでの読点

を削除する。 
（湧水町）姶良、阿多とカルデラについては記載があるが、加久藤カルデラや小林カルデ

ラの記載はなぜないのか。宮崎、鹿児島の連携が重要ということは常々感じている

こと。それを踏まえても、両カルデラについての記載はあるべきではないのか。 
（事務局）現在のステップアッププログラム案では海域カルデラを示すのみであったが、

公園の特徴には霧島にかかる両カルデラについても記載したい。連携についてはお

っしゃるとおり。本協議会事務局には両県も入っており、良い効果が出せるよう、

連携して取り組む予定。 
 
（姶良市）目標値が 20 万人というのはすごい数だと思う。本国立公園は南北に非常に大き

なエリア。ぜひ歩いて見て回って感動するというプログラムを検討いただきたい。

錦江湾の海岸線など魅力的と思う。そういった風景が世界の国立公園に近いところ
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で、目標達成に向けても重要な場所ではないか。 
（霧島市）姶良市の意見に同感。歩いたり、自転車に乗ったりして、全体を貫くようなも

のがあるととても良いと思う。現状として地域の人口は増えており、現在の国道の

安全性等を考えると大きな課題ともなり得るが、満喫プロジェクトはそういった道

を検討する上で大きなきっかけである。ブロックごとではなく一体感を持って取り

組むべきであり、そうした取り組みが世界の見本にもなるのではないか。 
（事務局）九州を一周するようなルート設定となっている九州自然歩道がある。これは設

定から 30 年が経過し、現在再活性化に向けて取り組んでいるところ。他にも、九州

オルレ、フットパスなど、遊歩道関係の連絡会議も設置されている。ゆっくりと地

域を楽しんでもらうことについては、こういった取組みとも連携しながら検討でき

れば。 
 
（九州地方整備局）国別の訪日外国人内訳についてはその人数をしっかり把握すべき。と

くに 1.現状分析（2）当国立公園の訪日外国人の国別内訳に（参考）として示されて

いる数値について、現在のこの案では割合（％）で示されているが、実際の人数で

見ると、数字は伸びていることが分かるし、伸び方も違うことが分かる（例えば、

鹿児島県の韓国からの訪日外国人割合は年々低下しているが、人数は増加してい

る。）。割合のみではなく、実数と括弧付きで割合を示すべきではないか。グラフ

で示すこともよいかと思う。 
（事務局）訪日外国人のデータはプロモーションに影響するものと考えるが、まだプロモ

ーションについては煮詰まっていない状況。実際すすめていく段階に至った際には、

しっかり現状を分析した上で進めて行きたい。 
 
（九州地方環境事務所長）ひとつのプランが「何のために」行われるのかという目的を明

確にしながら整理するべき。ポイントは以下の 3 点。 
1. アクセスについて。インバウンドの人がどこからどう入るのか。アクセスルー

トが増えてしまうと目的が見えなくなってしまう可能性が高い。クルーズ船が

どこから入ってくるのかなど、しっかり押さえておくべき。あわせて「鹿児島

よりみちクルーズ」についても入れるべきと考えるが、アクセスルートかビュ

ーポイントかは今後検討してほしい。 
2. ビューポイントについて。公園の中にとらわれすぎていると感じる。環境省予

算でできなくても、連携して取り組めば実行できるのではないか。 
3. プロモーションについて。メリハリをつけて示すべき。プロモーションには 

①興味をもってもらう 
②行ってみようと実行してもらう 
③もう一回来たいと思ってもらう 
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の 3 点が重要で、それぞれの前に行うプロモーションの仕方は違ってくる。仕掛け

は地元で行うこととなり、①については素材として政府のツールがあるので活用い

ただければと思う。 
（鹿児島市）南九州レイルパス普及キャンペーンを現在行っている。北九州では年間 8~9

万人の利用者がある一方で、南九州では 1800 人程度。福岡から新幹線等で南九州に

来てもらえるようにする必要がある。そう考えたときに宮崎駅は重要と考えた。今

示されているアクセスに関しては、北九州から南九州に来てもらうという視点が弱

いと思う。 
（九州観光推進機構）この地域は魅力のある地域なので一体となって海外に向けて売り出

すよう取り組んで欲しい。外に売って出すためのコンセプトはとても重要だが、売

るというのはとても難しい。 
・観光案内所については、どこの空港や駅においても、きっちり地域内全てを案内

できる体制づくりが重要であると考える。 
（霧島市）CIQ 機能の向上を含め、鹿児島空港を気にしてインバウンド効果を高めていく

べき。鹿児島空港には現在国際線が就航しているのは 4 路線（上海、香港、台湾、

韓国）で、LCC が参入したことで訪日外国人の利用者数は右肩上がりとなっている。

バンコクやシンガポール等の LCC も呼び込めるよう、強化すべき。なお、台湾につ

いては宮崎空港と鹿児島空港とで曜日違いで就航しているため、両空港あわせたら

ほぼ毎日就航していることとなる。両地域で連携した旅行計画の提案等、PR を進め

ていきたい。 
（九州運輸局）CIQ は現在異なる役所が担当している。その拡充は緊急課題であって、国

際線就航便数の多い空港から、順次定員増をするなどして機能拡大の対応をしてい

るところ。また、国としても特に地方空港を中心に、航空機発着料金の割引や、新

規路線就航の支援を行っているところ。LCC については、利用客数が減少するとす

ぐに撤退する傾向がある。実際に福岡に就航したエアアジアのバンコク直行便はこ

の理由で撤退している。利用客数を増やすこと、利用客数を維持することには、国

だけでなく地元の協力も必要となる。 
（九州観光推進機構）九州には８つの空港があり、いろいろな空港から九州に入ってもら

えれば。 
・国際線の就航については、アウトバウンドの需要もないと難しい。実際、九州地

区のパスポート所有率が少ないことも課題であり、自治体の皆さんにはぜひ修学旅

行の行き先を海外にすることを推奨するなど、対応いただきたいところ。 
（霧島市）海外に旅行しないのに、外国の人に九州に来て下さいと言っても来てはもらえ

ない。国レベルでも高校生になったら、もしくは成人を迎えたらパスポート取得を

推進することが必要ではないか。また、全県的にもパスポート取得者に助成金を支

払うなどの対応を行った上で、九州全体の空港の利用促進を目指すべきと考える。 
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（小林市）ビューポイントで行う各事項について、この作業は国・県・市町が行うといっ

た、実施主体案をぜひ記載してほしい。示してもらえれば主体性が高まると思うし、

各自治体で持ち帰って、市民の皆さんと話したりもできる。 
（事務局）できる限り実施年度と実施主体は示すようにとの意見も出ている。 
 
（５）その他 
（姶良市）アトキンソン氏視察に関し、29 日の高千穂河原から桜島までの移動の間に、重

富海岸からのカルデラも見ていただきたい。 
（事務局）資料４は予定案なので、提案いただいたことは事務局で検討する。 
 
○鹿児島県環境林務部長挨拶 
ステップアッププログラム 2020 は 12 月 21 日に予定されている第 3 回地域協議会まで

に作成し、お示ししたい。それまでには各地域部会も開催する予定なので、ぜひ忌憚のな

い意見を引き続きいただきたい。 
（閉会） 
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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 
九州地方整備局 企画部 事業調整官 古木 慎一 
九州地方環境事務所 所長 北沢 克巳 
宮崎県 環境森林部長 大坪 篤史 
鹿児島県 鹿児島県環境林務部長 東條 広光 
都城市 商工観光部長 中島 幸二 
小林市 観光政策参与 矢野 雄二郎 
えびの市 市長 村岡 隆明 
高原町 まちづくり推進課 花牟禮 秀隆 
鹿児島市 観光交流局長 圖師 俊彦 
指宿市 観光課長 今柳田 浩一 
垂水市 副市長 岩元 明 
霧島市 市長 前田 終止 
姶良市 副市長 久保 力 
湧水町 町長 米満 重満 
南大隅町 企画観光課長 竹野 洋一 
(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 観光・スポーツランド推進局長 甲斐 裕二 
(公社)鹿児島県観光連盟  （欠席） 



ステップアッププログラム 2020 の策定過程 
 

 9 月 8 日 第１回地域協議会 

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。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。あわせて、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の説明や意見交換を行った。 
 

 9 月上旬～下旬 市町ヒアリング 
  
 事務局にてステップアッププログラムのたたき台（案）を作成し、環境省へ提出 

 
 10 月中旬～下旬 各地域部会の開催（霧島、桜島・錦江湾奥、指宿・佐多地域部会） 

 
 地域部会の意見を事務局で整理し、ステップアッププログラム 2020（案）をまとめた。 

 
 11 月 22 日 第２回地域協議会 

霧島錦江湾国立公園ステップアッププログラム 2020（案）の取りまとめの中間報告と意見

交換を行った。意見交換では、北九州から南九州へ呼び込む視点、地域一体となって海外

に向けて売り出す取組体制などプロモーションに係ること、錦江湾を歩いて楽しむツアー

や九州自然歩道や九州オルレなどと連携したプログラム開発を進めることなど様々な意見

があった。 
 

 11 月 28 日～30 日 デービッド・アトキンソン氏 現地視察 
霧島地域、桜島地域、指宿地域を現地視察し、関係者と意見交換をおこなった。地域の魅

力は“あるもの”ではなく“つくるもの”、利用者目線での施設整備、滞在時間を考慮して

施設整備やツアー開発に取り組むことなど示唆に富んだ意見があった。 
 

 12 月 12 日 霧島、桜島・錦江湾奥、指宿・佐多地域部会の開催 
第 2 回協議会の意見を踏まえて整理したステップアッププログラム 2020（案）について、

意見交換を行った。プログラム（案）への意見や微修正があったものの、概ね了解を得た。

あわせて、アトキンソン氏の視察報告も行った。 
 

 地域協議会と地域部会の意見を踏まえて、事務局でステップアッププログラム 2020
（案）を整理し、最終取りまとめを行った。 

 
 12 月 21 日 第３回地域協議会 
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霧島錦江湾国立公園 アドバイザーによる視察【未定稿】 

実施記録 

 

1.視察の概要 

（1）日程 

平成 28年 11月 28日（月）～30日（水） 

 

（2）アドバイザー 

デービッド・アトキンソン 氏 

 

（プロフィール） 

小西美術工藝社代表取締役社長。1965年、イギリス生まれ。オックスフォード大学「日本

学」専攻。1992 年にゴールドマンサックス入社。1998 年に同社 managing director（取

締役）、2006年に partner（共同出資者）となるが、マネーゲームを達観するに至り、2007

年に退社。同社での活動中、1999 年に裏千家に入門。日本の伝統文化に親しみ、2006 年

には茶名「宗真」を拝受する。2009 年、創立 300 年余りの国宝・重要文化財の補修を手

がける小西美術工藝社に入社、取締役に就任。2010 年に代表取締役社長、2011 年に同会

長兼社長に就任し、日本の伝統文化を守りつつ、旧習の縮図である伝統文化財をめぐる行

政や業界の改革への提言を続けている。著書に「イギリス人アナリスト 日本の国宝を守る」

「新・観光立国論」などがある。 

 

（3）行程 

※全行程にわたり借り上げ車両にて移動 

【11月 28日（月）】 

宮崎ブーゲンビリア空港→生駒高原→昼食→夷守台→御池→霧島神宮→霧島温泉→えびの

高原荘泊 

 

【11月 29日（火）】 

白鳥温泉・神社→えびのエコミュージアムセンター→池巡り探勝路→意見交換会（えびの

エコミュージアムセンター）→昼食→高千穂河原→神水峡→若尊鼻→有村溶岩展望所→桜

島ビジターセンター→レインボー桜島泊 

 

【11月 30日（水）】 

池田湖→伏目海岸→鰻温泉→昼食→知林ヶ島→鹿児島空港 
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2.アドバイザーからの主なコメント・アドバイス内容 

【11月 28日（月）】 

○生駒高原 

 

  

・気持ちの良い空間だが、ベンチの数が少ない。 

・ベンチを設置する際は、座る人に何を見せたいのかを考慮して設置する必要がある。 

・全国各地を訪れたときに共通して問われることは「この地域はどうですか？魅力はあり

ますか？」ということだが、魅力はある、ないではなく、「作る」もの。やり方次第。 

・生駒高原の近隣の人にとってはコストをかけずに来られるため、ただ花があるだけでも

足を運んでくれると思うが、海外のように遠方からの人を呼ぼうとすると、それだけで

は難しい。解説のある看板のように何か楽しみとなるものを提供し、付加価値をつけな

ければならない。 

・途中までで奥の方まで見渡すことができるため、一番奥まで歩いてくれないかもしれな

い。ベンチや解説パネルを置くだけでそこまで歩いてみようと思ってくれる。 

・観光客はせっかく遠くまで来たのだから、（解説を読むなどして）何か得して帰りたいと

考えている。観光客の暇つぶしにつきあうことが大事。 

・入園料について、１時間あたり千円という目安がある。ここは今 500 円なので 30 分の

滞在が目標ということになる。２時間滞在させる仕組みがあれば２千円取っても良い。 

・（駐車場にあるジオパークの看板について）火山の専門家に向けたような説明である。一

般の人はここまで詳細な説明は求めていない。上の方には簡単な親しみやすい説明を載

せ、下に行くほど専門的になるなど、いろんな人が楽しめるように工夫した方が良い。 

・（駐車場の複数の看板に対して）内容と設置する場所があっていない。観光案内図はこの

場所でも良いが、ジオパークの看板などは中に設置した方がよいのではないか。 
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・（看板内のQRコードについて）日本人でスマートフォンを使用している人の割合は54％。

海外からの観光客の多くは Wi-fi がないところではネットを使用することができない。

使用できる人が限定されるような情報発信の方法だけに頼るのは良くない。 

・ごみ箱は設置した方が良いのではないか。日本は自宅に持って帰ることができるが、外

国人はいつまでも持っていなければならない。 

 

○昼食・ツナギィーナ 

 
・（九州は「温泉」で共通イメージを押し出していることについて）家族だって趣味は一緒

でない。観光資源は様々な組み合わせ、選択肢が必要。温泉一つではだめ。 

・売り出しを九州全体で一本化することは重要。今うまく行っているのは北海道と沖縄の

みで、いずれも 1地域１自治体である。海外から見て、何県ということは興味がない。 

・歴史や文化には実はあまり皆興味がない。ギリシャは面白い神話がたくさんあるが、そ

れだけでは人は来ない。イタリアやフランスに総合力で負けている。人が来て 1日に付

き合うためにどうするかを考える。時間潰しも必要。京都は神社やお寺だけではなく、

買い物、食事、川を歩く、芸妓さんなど、総合芸術（総合力？）で売っている。一方、

奈良は、春日大社と東大寺だけであり（実は国宝の神社仏閣は奈良の方が圧倒的に多い

のだが）、他の魅力が足りないのでやはり観光客は滞在しない。様々な組み合わせ、選択

肢が必要。神社にせっかく来たのだから、自然公園にも行ってみようと感じられるよう

に、ある目的で来た人を他にも誘導していくことが必要。 

・日本では沖縄以外に本格的にビーチを売りにしている地域がない。宮崎のビーチにもチ

ャンスがあるのではないか。 

 

○夷守台 
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・「○年に～に指定された」というような、行政向けの看板は不要。観光客が知って楽しめ

るような解説をのせるべき。 

・ベンチの向きも山が見えるように設置した方がよい。 

・（コテージの中にて）畳は新しくした方がよいのではないか。 

 

○御池 

 
・上の道から湖に降りていくところにわかりやすい看板がなく、下まで降りられるのかど

うかがわからない。 

・上の駐車場から下の湖まで歩いて行ける道があれば良い。 

・カナディアンカヌーのようなアクティビティが充実されれば良い。 

 

○霧島東神社 

 

・木材にペンキを塗ると呼吸ができず腐ってしまう。ここではペンキが使われている。 
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・入口の看板の英語がむちゃくちゃである。また、言葉を置き換えることが翻訳ではない。

その地域や建物の背景等の知識がない翻訳会社に発注すると、文法的には正しいかもし

れないが、伝わらない文章になる可能性がある。置き換えるのではなく翻訳。意訳のほ

うが伝わりやすいこともある。翻訳者には口頭で説明し、質問を受けながら、一から翻

訳者に書いてもらうのが良い。○○天皇と言われても、いつの人であるのか外国人には

わからない。皆さんも日本語のガイドブックやパンフレットは、いくら語学が堪能な外

国人がいたとしても、日本人以外の外国人にはかかせないと思う。 
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○霧島神宮 

  
・音声ガイドの仕組みは、非常に良いと思う。これからもっと拡大できれば良い。 

・（亀岩や御手洗川について）本殿周辺から一般客を呼び込む仕組みがなくもったいない。 

 

○霧島温泉市場 

  
・アジア系の観光客に人気が出そう。 

 

（記者対応） 

・（今日視察した霧島錦江湾 NPの印象について問われ）資源はあるが、案内板がない、座

る場所がない、飲食できるカフェがない、説明できるガイドがいないなど整備が追い付

いていない印象。 

・近隣からは花や紅葉が綺麗だというだけでも足を運んでくれるだろうが、それはそこま

で行く金銭的、時間的負担が低いからである。海外のように遠いところから来た人は、

もっといろいろなことを知りたいと思っている。海外の人は 1週間とかロングステイを

望んでおり、基本的に暇である。多くのところを急いでたくさん回りたいというよりは、

1箇所で時間をつぶしたいと考えている。 

・（外国人の人はどのように魅力に感じてくれるかという問いに対して）魅力は“あるもの”

ではなく、“つくるもの”である。どんなに素晴らしい場所でも、解説などの整備が行き

届いていなければ、感動を伝えることができない。霧島神宮では音声ガイドが使用され

ていたが、このような取り組みが他のエリアにも広がっていけばよい。 

・（今日視察したエリアで足りないものは何かという問いに対して）解説と座る場所。座る

場所については設置する方向を考慮した方が良い。数も圧倒的に少ない。 
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・ごみ箱も少ない。地元目線になっている。せっかく来てもらってお金を落としてもらう

のであれば、そのぐらいやってあげてもいいのではないかとも思う。1 日中広く周って

いる観光客にとってごみが捨てられないのはかわいそう。設置しないのであれば、設置

しない理由、ゴミの考え方、なぜ禁止なのかを明記すること。 

・解説板を設置する目的は解説することではない。解説を通して、観光客をいかに滞在さ

せるかということがメイン。 

・（どこが良かったかという問いに対して）場所としてはどこも良かったが、整備しない今

の状況ではどこも良くない。大量の人が訪れ、低満足度で少し見て帰る、という昭和の

考え方で整備されたままになっている。滞在して、より満足してもらい、地元経済にお

金を落とす、という観光戦略に変えていかないといけない。平成に入ってから何十年も

たっているが、ようやく今が過渡期である。大きなチャンスが来ている。 

・昭和のときの観光の常識は人口激増に伴い、何もしなくても観光客が延びる状況にあっ

た。その時の整備やサービスの仕方が供給側の目線になってしまっている。過渡期であ

る今のポイントは、本当にお客様目線になっているかどうか考える必要がある。昔のよ

うにとりあえず観光客をこさせればよいという考え方で、実際にいってみるとなにも整

備できていないというのは観光客に対して失礼。最近は「明日の日本を支える観光ビジ

ョン」にもあるように、きちんと地域を磨いてから呼ぶという考え方に変わってきてい

る。 

・（海外の国立公園であればどのくらい滞在できるかという問いに対して）一カ月、二か月

滞在できるところがある。霧島錦江湾国立公園だってきちんと周ろうと思うと、本当は

一週間必要なはずである。 

・個人的には、国内で一週間滞在したいと感じる場所はまだない。 

・（霧島錦江湾国立公園には何日程度滞在したいと感じるかという問いに対して）現状だと

日帰り。今日の行程だって整備していれば 3日、4日はかかると思う。 

・ラスベガスはもともとなにもなかったところではあるが、カジノやショー、食べ物、宿

泊地を整備し、いまや世界有数の観光地になっている。観光地の今がどうではなく、呼

ぶためにどうするかはやり方、工夫次第。何日滞在してもらいたいかを考え、逆算して

何をどう整備していくか考えなければならない。 

・カフェや音声ガイドなど、それぞれ何時間ずつかかり、様々なものを組み合わせて 2、3

日滞在してもらうようにする。レストランのサービスの提供の仕方も同じような話であ

り、たとえばファーストフードであれば短い滞在時間でできるだけ多くの人に来てもら

うために、かたい椅子を用意している。一方高級レストランは少しずつ料理を出すこと

で、長時間滞在してもらい、お金を払ってもらう。どちらの路線でいくかを観光地も考

える必要がある。 

 

 

  



8 

 

【11月 29日（火）】 

○白鳥神社 

 

  

・本殿の近くまで入れるのは珍しい。 

・本殿が結構いたんでしまっている。 

 

○えびのエコミュージアムセンター 

  
・展示物の英語については、全くネイティブチェックがされていない。表現が変わってい

る程度であれば外国人も読んでくれるだろうが、これほど文法やスペルが間違っていれ

ば、読む気も失せてしまう。ここの施設だけでなく、全国的に、それなりの会社に依頼

し、契約の中にもネイティブチェックをするように記載していても、ネイティブチェッ

クをしていない悪徳業者が多すぎる。依頼した業者に一旦やり直しをさせ、損させない

とこの風潮は変わらないだろう。 

・解説については、インタラクティブなものにしたほうが良い。たとえば、そもそも火山

はどうできるのか、またどのように地形は変動していくのかなどの前提知識となるもの

については、模型や写真、映像などでもっと丁寧に解説し、小さな子どもたちが来ても

見てわかるように工夫した方がよい。現状の展示物の説明は細かく、前提知識のない人

にとっては難しいのではないか。 

・広いスペースがあるのに、壁側ばかり利用していてもったいない。 

・「大臣の指定を受けて～」といったような行政向けの説明は、観光客には特に興味のない

ものである。 

・（白い地形の模型に天井から地図が映し出される展示物について）文字が薄くて読めない。 
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○池巡り探勝路 

  

  

・（展望台におけるパノラマ写真を見て）目の前にあるものであれば、写真は特にいらない

のではないか。それぞれの山の名前がわかるという点ではいいかもしれないが、下の方

のスペースが全く使用されておらずもったいない。ジオパークの看板であるなら、それ

ぞれの山の成り立ちなど、ここで学んでほしい情報を載せるべきではないか。 

・解説の内容や情報量は、我々は「和民のネタ」と言っているが、飲み会で話したくなる

という基準を目安にしてもよい。その程度の簡単な解説でないと、観光客にはなかなか

伝わらない。 

・（花の解説版を見て）このエリアにはどのような花があるのか関心のある人は多いと思う

ので、このような看板を設置することはよいと思う。ただし、今の時期には何が見られ

るのかということがぱっとみてわかるように、1月～12月まで順番を並び替えるなどレ

イアウトを工夫した方が良い。 

・（マナーに関する看板を見て）植物や地形を解説する看板はないのに、禁止事項のみ書か

れている看板だけ置いてあることについては、観光客から不評である。禁止事項を載せ

るのであれば、解説の記載されている看板の下の方に小さく併記するような形が良い。 

・「立ち入り禁止」や「火気厳禁」などのマナーに関する言い回しについては、定型的な表

現が存在する。海外のナショナルパークの表現から持ってきた方が良い。 

・木の説明があるが、文字が小さく遊歩道からも離れたところにあるので読めない。 

・木の解説については、名前や木の種類の特徴について詳しく述べるのではなく、このエ

リアの地形変動や歴史の中でどうしてこの場所に生えたのかということを伝えたほうが

印象として残る。観光地の感想を友達に話すときに、何の種類の木がたくさんあったと
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いう話よりはどうしてこの種類の木がたくさん生えていたかという話の方が興味深いの

ではないか。提供しなければならないのは情報でなくて、感動である。 

・遊歩道の一部についてはあまりに整備がされていないため、登る際に足元しか見ること

ができず、まわりの景色を楽しむことができない。 

・ベンチが少ない。 

・（上の展望台にて）今のままでは池が丸いですね、きれいですねで終わってしまう。この

池はどのようにできたのか、名前の由来は何か、色が特徴的なのはなぜか、歴史とはど

のように関係しているかなどの解説があればよい。必要なのはうんちく。父親が子供に

説明できる程度のものがよい。今のままでは（ガイドなしで）一人で来ても楽しむこと

ができない。 

・ベンチの足元がくずれていて座ることができない。 

・ガイドについては、外国人の方向けにも何日前からなら予約できるといったような詳細

な内容についても HPで情報発信しておくべき。 

・（外国人の方へのガイドは語学の壁が高いという発言を受けて）語学は筋肉みたいなもの

でやっているうちに身につく。ある程度の研修も必要だが、実践していかなければいつ

までもできない。難しい解説についてはエコミュージアムセンターに任せて、ガイドは

どこに花が咲いているかなど案内に徹すればよい。 

 

○エコミュージアムセンター・意見交換会 

 
整備について 

・魅力はある・なしではなく作るものである。説明したり、体験したりして活用すること

で、魅力は作れる。全国各地を訪れたときに共通して問われることは「この地域はどう

ですか？魅力はありますか？」「外国人に人気がでますか？出ませんか？」ということだ

が、魅力はある、ないではなく、「作る」もの。やり方次第。 

・戦争が終わった時点では人口 8,000 万人だったが、その後人口は急増して 1.3 億人まで

なった。この時代の観光地は、たいしたことがあってもなくても人が訪れた。花や紅葉

が綺麗だったからたくさん人が来てくれていたわけではない。なにも用意しなくても少

し発信するだけで人が増えていたから来てしまっていたという状況である。そのような

状況であるから、これまで整備する必要がなかったのだろう。 

・観光地では、「寝る」「座る」「飲食」をきちんと整備することが必要。ここもそうである

が、山に登ってもベンチがない。海外の人も家からシートを持ってきてというのも難し
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いだろう。これらを整備することは特に難しいわけではなく、自分たちで実際周ってみ

たらわかることである。 

・日本の観光地では食事を禁止にしているところも多いが、それは人が多く来ていた時だ

からできたことであろう。ガイドだけではなかなかお金を取ることはできないが、食事

を絡ませることでお金を取りやすくなる。京都の抹茶、菓子が良い例であろう。いろん

なところにカフェを開くようにアドバイスするのも、そのためである。ここであれば、

山頂に作れば独占状態になる。 

英訳表記について 

・英語については、会話であればある程度間違っていても伝わればよい。ただ、展示物な

どの文章となると完全にしないといけない。業者にネイティブチェックをきちんとやら

せることが重要。 

発信について 

・発信については、それぞれの観光資源を単体で売るのでは難しい。その観光地に滞在し

た場合に考えられる流れを発信し、どこかに行ったあとは次にどこにいけばいいのかと

いうことが分かるようにあわせて発信しなければならない。観光資源については偏りが

ないように、自然、温泉、たまに神話といったように様々のものを組み合わせることが

大事。 

解説について 

・観光客はここでなにが楽しめるのか、学べるのかということに興味がある。個々のエリ

アは○○年に、～大臣に、△△に指定されたといった行政的な話には興味がない。その

ような解説に埋もれて、なぜこういう形の山になったのか、など面白い話が伝わってこ

ないのはもったいない。 

・観光客は基本的に暇である。池巡りコース 3時間の間に、解説板が 2枚だけというのは、

少し少ないように感じる。 

 

質疑応答（下線部は質問） 

・国内でうまくいっている例を教えていただきたい。 

→ない。京都は少し別だが、ひどいところがほとんど。昭和の時のように安くて大量に来

るように企画されていたときから、個人客としてくる一人一人に対応できるようにうま

く切りかえられているところがない。京都の一部では音声ガイド危機の配布や食事の充

実、着物体験、芸子さんが毎日見られる場所をつくるなど、少しずつ変わってきている。 

・ベンチマークの良い例を学びに、海外に視察に行くことについてはどう思うか。 

→海外に行きたいのであれば別だが、わざわざ行く必要はないのでは。やらなければいけ

ないことはもっとシンプルである。伝えなければいけない知識がないわけではなく、こ

れまでもっている知識をきちんと説明すればよいだけ。 

・登山道の整備については景観を害さないように注意したいと考えている。それでも解説

の看板は必要なのか。 

→禁止事項やマナーのための看板などたくさんあるのではないか。もちろん景色とのバラ

ンスを考えることが重要である。ここには置きたくない、ここには置くということをし

っかりと判断しながら設置するべき。良くやる方法としては、座るスペースの近くに設
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置すること。そうすることで解説を読んで、座ってを繰り返して長く滞在することがで

きる。 

→また、山を眺めることのできる展望台には山の写真を載せた看板があったが、何を伝え

たいのかが良く分からない。かなりスペースを取っているが情報量にしては 5行にも満

たない。今ある看板の解説も改善できるのではないか。 

→また、これまで観光地の整備を行政がやっていると、外国人全員、国民全員を対象とし

ていることが多かったが、本当はどういう人を呼びたいのかを明確にして、整備の方法

も合わせていかなければならない。現状ではどういう人を呼びたいのかが見えてこない。 

・どうやってターゲットを絞り、発信して良いかがわからない。 

→民間企業の施設であればターゲットを絞ることができるが、確かに難しい。ただし、エ

コミュージアムセンターの玄関のパネルが象徴的だが、行政向けの解説になっている。

別に行政の人に来てほしいわけではないだろう。 

→今来ている人でもよいから、どこから来たのか、何に関心を持ってきたのかなど一度実

際に調査してみたらよい。実際に調べなくても今であれば、TripAdvisor のように無料

でたくさんコメントを調べることができる。 

→行政や専門家の「～を呼べばよい」という発言に対しては、その人の趣味だということ

を念頭に置いておいた方が良い。根拠も示さずに語る人が多すぎる。「外国人は．．．」と

外国人をひとまとまりにして語る人がいるが、72億人全てが同じ嗜好であるはずがない。 

→ターゲットを絞るということも大事だが、来てもらった人をどうさせたいかということ

を考えながら整備を進めることが大事。今であれば、池巡りのコースは 3時間にたまた

まなってしまったという状況だろう。5 時間コースにもやり方によってはできる。受け

身で決めるものではない。 

→日本は移動コストが高いため、外国人の中にはわざわざ来たからにはその場所で長く滞

在したいと考える人もいる。霧島地域にもっと長く滞在してほしいと思うのであれば、

そのような釣りやバードウォッチングといったアクティビティを用意し、早く見てもら

いたいなら、サイクリングを用意するなど、意図的に整備することが重要。 

・グランピングについては どう考えるか。 

→グランピングは、高齢者の仲間同士やゴージャスな客層に来てもらいたいと考えている

が、新たにホテルを作ることもできないということで、呼びたい客層から逆算して作ら

れるものである。子連れの若い夫婦を狙うのであれば今のままのキャンプ場で良いかも

しれないし、呼びたい客層によっては検討しても良いと思う。 

・このエリアは移動手段が整備されていない。 

→個人旅行で来ている人は、一人でバスに乗り継いでくることができるだろうか。日光の

ように「世界遺産」と大きく書かれた観光バスであれば難しくないかもしれないが、普

通の路線バスでは難しいのではないか。 

→また、交通手段がないからバスを通すという考え方になると、それもまた客層を決めて

いることになる。（高所得者層の観光客ではなく）バスを利用するような客層に設定して

いることになる。 

 

（車中にて） 
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・ガイドさんは実際に観光客の反応を見ながら案内する内容、方法を決めている。看板の

作成の多くは、観光客の反応についてよくわからないままに作っている。ガイド目線で

作ると良いのではないか。 

・二条城は、観光客だけでまわると 30 分だが、学芸員とまわると 4 時間かかる。今は、

前者のサービスしか対応していない。選択できるようにすることが必要。 

 

○神水峡 

  

・車の入ってくる道が厳しい（細くて急斜面）。 

・（渓谷沿いにある看板をみて）英語については少しニュアンスが違う程度で悪くはない。

ただし、内容については専門的な知識がないとわからないところもある。 

・（漫画になっている柱状節理の解説について）これの英語バージョンもあればよいのでは。 

・デッキの場所はきちんと考えて設置されている。 

・（道の途中のベンチについて）休憩することはできるが、座ると川を見ることができない。 

 

○若尊鼻 

 

・（駐車場から神社に向かう道の入り口において）外国人の人がみたら入っていけないと書

いてあるように見える。 

 

○有村溶岩展望所 

・（ジオガイドの説明を受けて）今説明していただいたような、「ここの地形は一週間でで

きた」といったような解説を記載した看板があればよい（溶岩の時期と植生の看板はあ

るが、シラス台地の説明がない）。一人で来た場合、ただ綺麗だなで終わってしまう。 
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○桜島ビジターセンター 

  

・ガイド（ジオガイドが対応）の説明はおもしろいが、展示物だけではそこまでの楽しみ

がない。 

・御土産が売ってあるのは良い。 

・入館料が無料なのはもったいない。 

・（香港の人が多く訪問するようになってきたがどう対応したらいいかという質問に対して）

今来ている人に聞いてみるのが一番良い。サイクリングをレンタルして返しに来た人な

ど聞く機会は色々とあるだろう。 

 

（取材対応） 

・この地域の素材の良さは？というのは古い考え方。魅力はある・なしではなく作るもの

である。説明したり、体験したりして活用することで、魅力は作れる。 

・今日見た印象では、整備はまだまだこれからという印象。レンタサイクルの整備やビジ

ターセンターは悪くはないと思うが、展望台には一人でも楽しめるような解説してくれ

るものがない。ビジターセンターにおいては、今日のようにガイドがいれば良いが、い

なくても音声ガイドなどで伝えることができるように整備した方が良い。 

・（インバウンドに対してやるべきことを一つ二つ教えてほしいという問いに対して）イン

バウンドと一言にいっても、去年では 11 億 5 千万もいたわけなので、その特徴を述べ

るのは難しい。受入側は。観光客に滞在してほしい期間は短中長なのか、単価はどれく

らいにしたいのかといったパターンをいくつか用意し、それぞれが何割ずつ入れたいか

計画を立てなければならない。トヨタだって色々なラインナップを用意している。 

・（海外のどこであれば観光地としてきちんと整備できているか）日本以外の観光地はどこ

もできている。だからそんなに難しい話ではなく、まだ慣れていないだけである。今日

のように解説してくれる人が同行してくれれば良いが、一人でも楽しめるように整備す

る必要がある。解説のあるところはあるところで、内容の専門性が高すぎる。この地域

ではヘルメットをかぶって登校していますという模型があったが、香港からくるような

観光客にとってはそれほど興味のない内容である。行政に PRしているように見える。 

・観光は産業なので、「ただ」というのは良くない。 

・（以前島根を視察した際に、滞在する気持ちにさせることが大事と発言していたが、その

点について詳しく聞きたいとの質問に対して）ラフティングや釣りなどやることがあれ
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ば観光客は滞在する。魅力的なアクティビティを用意したり、泊まりたいと思わせるホ

テルを整備すればよいということである。 

 

【11月 30日（水）】 

（車中にて） 

・外国人にとっては、日本まで来てわざわざ西洋美術館を見たいとは思わない。PR する

ものを考えなければならない。 

・JNTOには様々な地域の観光資源を宣伝するように要求しているが、いつまでたっても

東京、富士山、京都のゴールデンルートの内容ばかり宣伝している。 

・昨日訪れた桜島の展望所においてもでも。森ができている理由や 1週間でこの地形がで

きたなどといった内容について、きちんと解説板などが整備されていれば面白いと思え

る。 

・これまで日本の観光は歴史・文化ばかりを強く押し出してきていたが、実際に歴史・文

化だけに興味を持っている人は少ない。お茶をやっている人も日本では 1 億人のうち

300万人程度。その割合を世界の人口に当てはめてみても、大した数にはならない。色々

な物を総合的に売りにしていかなければならない。これまで自然を売りにしてこなかっ

たのは失敗である。 

・日本には四季があるということを良く売りにされることがあるが、ヨーロッパにだって

一緒である。桜を観賞したとしても 1～2 時間程度である。国立公園では色々な楽しみ

方ができるのだから釣りやバードウォッチングなどできることをきちんと売り出すこと

が重要。 

・国立公園のキャンプ場を見ると、子供が多かった時代に作っているため、子供連れの若

い夫婦用のキャンプ場になっている。大人が楽しめるキャンプ場に変えていかないとい

けない。ここまで子供が減少しているのに、今後も同じようなものばかり作ろうとして

いるのは時代遅れである。 

・中国人や韓国人はバスを利用する中、欧米人は利用しないなど国民性の違いで、多少は

旅行形態に違いが出てくるが、実際には滞在する時間があるかどうかという点が、旅行

形態に違いを生み出している可能性がある。 

・同じ中国人であっても、日本での行動とフランスでの行動は異なる（必要な時間・金銭

的コストの違いによる）という研究結果もでている。 

・（官民連携についての話の中で）「官民パートナーシップ」を進めたらどうか。例えば、

オリンピックのスポンサー企業のようなイメージ。スポンサーは、ただお金を出してい

るだけではなく、自社の宣伝広告に「我々はオリンピックのスポンサーです」とアピー

ルすることで、社会貢献している会社だと知らしめることになり、社会的な信頼性を得

ることができる。官にとっては資金面でのメリットがあり、民にとっては国立公園の権

威を使えるというメリットがある。このような枠組みで、イギリスには「ナショナルパ

ークス・パートナーシップ（National Parks Partnership」制度があり、1年間 1企業

10億弱の資金援助がある公園もある。アメリカにも「ナショナルパークサービス・パー

トナーシップ（National Park Service Partnership）」制度がある。 

・国立公園がなければ水がない。水事業者にとって国立公園は、ビジネス目的を実現する
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ためのパートナーである。 

 

 

○道の駅いぶすき彩花菜館（展望台） 

 
・（外で流れている有線をきいて）音楽が場所に合っていない。 

・（知林ヶ島が見えるとの説明を受けて）知林ヶ島に行きたいと思わせるような解説があれ

ばよい。 

・ベンチの方向的にどうちらを見せたいのかが良く分からない。 

 

○伏目海岸 

  

・塩田施設脇の温泉成分の析出について、解説があった方が良い。 

・海岸の噴出についても、今は何の案内もない。 
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○鰻温泉周辺 

  
・湖を一周回れるコースがあればよりよい。 

・今のままではなにもない状態であるので、これから整備をするのであれば、何を見せる

ために休憩スペースを作るのか、どれだけ滞在してもらいたいからこのようなアクティ

ビティを用意するなど、計画的に進めていった方がよい。 

・（ここまで来るバスがないことについて）一つは、バスを利用するような客層に来てほし

いのかということをまず考える必要がある。もうひとつは、45分に 1本しかないのであ

れば、45分や 90 分滞在してもらえるような整備をすればよい。観光客には最初の時刻

と最後の時刻をきちんと伝えれば良い。最後の時刻をあえて早くして宿泊させるという

のもいい案だと思う。バスの時刻表も考えながら設定するべき。 

・案内の仕方の正解は一つではない。ITで説明を見たい人もいれば、パンフレットで見た

い人もいる。二条城では、アプリ、音声ガイド、人によるガイド、案内板、パンフなど

様々な選択肢が用意されるようになった。使いたい媒体は人によって好みが分かれる。 

・現状では町を少し回り、食事をして、30分程度しか滞在することができない。 

・ガイドも、ガイド料だけでお金を取ることは難しい。一般的には食事をセットにして上

乗せするという方法がとられる。二条城で行われているガイドも、お茶とお菓子をセッ

トにすることで、ガイド料が上がっても申し込んでもらえている。 

・サイクリングやカヌーなどのアクティビティがあればよい。今では、写真を一枚とって

終わってしまう。 

・湖を眺められるところが少ないので、もう少し観光客が湖を楽しめるように整備する必

要がある。 

・冬でも今日のようにあまり寒くないのであれば、欧州の方にとっては、冬の寒さをしの

げる場所として売れるかもしれない。 

 

○知林ヶ島 

・GWにはキャンプ場が満杯になるとの説明があったが、今の時期でもこれほど暖かいの

であれば、整備次第で十分人は来るのではないかと思う。 

・国民の人口が増え、箱さえ用意すれば勝手に来る時代もあっただろうが、今の時代では

中身がないと来ない。 
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○鹿児島空港 

  

案内所の電子パネルにて 

・ここで知りたい情報は、どこでなにができるかということをである。詳しい内容につい

ては実際に行ってから解説すればよい。どこのエリアのことを説明してくれているのか

も良く分からない。どこに何があって、その周りに何があるのか判断がつかない。 

・家で調べ物をする人に向けての情報提供と分けて考えられていないのは良くない。 

・歴史とか神話については、来る前に HPで見るのであればよいが、ここで見たいと考え

ている人はいないだろう。 

・各観光資源の並べ方は、TripAdvisor のように人気のあるものから上に持ってくるべき

である。とくに有名でないところがトップに来て、霧島神宮が出てくるのが後ろの方に

なってしまっている。 

・検索技術をある程度持ち合わせている人しか使えない。 

・立ったままで調べなければならないのはつらいし、一台しかないので他の人が同時に使

えない。周辺の椅子にタブレットを置いて使えるようにしてはどうか。 

・鹿児島市や観光協会、ジオパークなどの色々なサイトがリンクされているが、どれが何

のためのサイトなのか外国人にとってはよくわからない。宿泊先や食事処が調べられる

ようなリンクとつながれば良い。 

・ビーチについてもあるのであればもっと押し出してもよいのではないか。 

・写真については、観光客が行きたくなるようなものを慎重に選ぶべき。 

・インバウンド向けの和歌山県ホームページ（https://en.visitwakayama.jp/）や奈良の

HPはリニューアルされており、外国人にとってわかりやすくなっている。 

飛行場展望台 

・（山の名前を説明するパノラマ写真を見て）この場所は帰るときには来るが、来た時には

訪れないのではないか。到着時にこのような解説がわかるものがあればよい。 

→国際線の方にはある。 

 

 

 

 

 

https://en.visitwakayama.jp/
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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ました。 
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ります。 
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一方、これまで十分にそのポテンシャルが発揮されていませんでした。 
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りました。 
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」が評価のポイントとなり選定されました。本ステップ

アッププログラムは、2016 年度から 2020 年度までの 5 年間を計画期間とする“ロードマップ”として、

行政、民間からなる霧島錦江湾地域協議会において、その具体的な取組の方向性を位置づけるものです。 
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す。 
また、本ステップアッププログラム策定後も霧島錦江湾地域協議会を年１回程度開催することとし、

その中で目標の達成度合いを評価しその後の取組に反映させ、それに応じて本ステップアッププログラ

ムも改訂していきます。 
この「国立公園満喫プロジェクト」では外国人旅行者数や利用の質の向上を一つの目標としています

が、最終的に目指すべきなのは、地域の自然・文化・食・人等の活用による観光振興によって地域がよ

り活性化され、そして地域の方々が地域の暮らしに希望と誇りを持った持続的な取組に繋がり、さらに

それが次世代に継承されていくことです。 
そのためには、本公園が持つ資源のポテンシャルを最大限に活用するとともに、九州全体が一体とな

った広域的な視野を含めた取組が必要です。 
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１． 現状分析 

 

（１）霧島錦江湾国立公園の特徴 

 
 当公園は、1934（昭和 9）年に指定された我が国最初の国立公園

のひとつです。加久藤・小林カルデラ、姶良カルデラ、阿多カルデ

ラという 3 つの巨大カルデラ火山の列で構成される日本で唯一の

特徴を持つ国立公園で、複合火山の霧島山塊からなる霧島地域、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ります。国

立公園全体で海面から山頂まで 1,700m の標高差があり、多種多様

な地形・景観・生態系を楽しむことができます。 
本プログラムの策定にあたっては、当公園内の地域性に鑑み、錦

江湾地域を改めて「桜島・錦江湾奥地域」、「指宿・佐多地域」とし、

「霧島地域」をあわせたこれら 3 地域について、それぞれの固有の

背景や共通の課題等に対応した分析を行いました。 
 
 
 
 

□霧島地域は加久藤・小林カルデラの南縁に位置し、国内では類を見ない 20 数座の火山と多くの

火口湖が集中する火山群です。新燃岳が 2011（平成 23）年に享保時代以来約 300 年ぶりに爆発的噴火

をするなど、現在も活発な火山活動が見られます。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、硫黄泉や炭酸水素塩泉など、多種多様な泉質の温泉が点在して

います。また、頂上に神が降臨の際に突き立てたとされる「天の逆鉾」が立ち、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ます。  
 

     
      新燃岳            ノカイドウ           高千穂峰 
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□桜島・錦江湾奥地域は、巨大噴火により形成された姶良カルデラの陥没地形で、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ます。桜島は世界的にも有名

な活火山であり、約 100 年前（1914 年）の大規模噴火では流出した溶岩によって大隅半島と陸続きにな

るなど、幾多の噴火によって島の地形は大きく変貌を続けています。錦江湾奥地域には桜島をとりまく

ように展望地が存在し、錦江湾と桜島火山をさまざまな角度から楽しむことができます。 
 

   
      桜島             重富海岸            高峠 

 

 
 

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

を見ることができます。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す。地域のシンボルともなっている開聞岳

（標高 924m）山頂からは 360 度の眺望が開けており、天気の良い日には霧島連山や屋久島まで見渡す

ことができます。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ます。海域公園地区では、サン

ゴの海特有の色彩豊かで多種多様な生き物を楽しむ利用も行われています。 
 

    
  池田湖畔から望む開聞岳        知林ヶ島             佐多岬 
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（２）霧島錦江湾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利用者数は 7 万 1 千人で、うち約 90％がアジア系で 6 万 4 千人、

約 6％が欧米豪系で 4 千人となっています。 
 

表 1）霧島錦江湾国立公園訪日外国人利用者数（千人） 
（環境省：2015 年国立公園別 訪日外国人国籍別実利用者数*1推計値より 標準誤差率は 8.3%*2） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*1：「公園別実利用者数」とは 
→当該国立公園を訪れた実際の利用者数の人数。 

1 人の利用者が同一公園内の複数地点を利用しても 1 人と数える。 
 

*2：推計値の算出方法は「平成 27 年度自然公園等における外国人利用者数の推計手法検討調査業務報告

書」を参照 
  

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 



5 
 

（参考①）九州各空港の利用者数及び鹿児島空港・宮崎空港・鹿児島港の国籍別入国者数 
（法務省：出入国管理統計（2015 年）より） 

表 2）九州各空港の外国人利用者数 

 

 
図 1）当国立公園周辺の玄関口となる空港・港における国籍別入国者数 

 
 福岡空港で特に外国人利用者が多く、入国・出国いずれも九州全体の 85%を占めている。 
当地域周辺の他国との玄関口においては、港利用者よりも空港利用者が多い。空港利用者は

韓国、台湾などアジア地域からの入国者が多いが、港利用者は欧米からの入国者が多い。 
 
（参考②）九州７県の県別延べ外国人宿泊客数（観光庁：宿泊旅行統計調査より） 

 
図 2）九州 7 県県別延べ外国人宿泊者数 

 
 九州地域全体の延べ外国人宿泊客数は 2012 年から 4 年間右肩上がりである。延べ

外国人宿泊客数は九州北部地域で多くなる傾向が見られる。 

入国者数（人） 出国者数（人）
福岡空港 1,392,755      1,392,446       
長崎空港 34,361          32,831            
大分空港 28,060          29,038            
熊本空港 27,596          25,244            
鹿児島空港 67,188          58,423            
宮崎空港 37,689          40,086            
北九州空港 8,157            7,988             
佐賀空港 37,085          35,819            

九州
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（参考③）宮崎県・鹿児島県を訪れている外国人宿泊客数及びその傾向 
 
○宮崎県（宮崎県観光入込客数統計調査より）（※2015 年データは宮崎県より提供） 

 
年度 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年※ 
総宿泊客数(人) 73,386 128,587 122,190 140,979 181,936  

図 3）過去 5 年間の宮崎県内外国人宿泊客数 
 
○鹿児島県（鹿児島県観光統計より） 

 
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 

図 4）過去 5 年間の鹿児島県国籍別外国人延べ宿泊者数 
 

 宮崎県と鹿児島県の両県の外国人宿泊客数は、この 5 年で宮崎県では約 2 倍、鹿児島

県では約 4 倍に増加している。両県の外国人宿泊客の国別内訳は、最新のデータでは宮

崎県は韓国を中心に、鹿児島県では台湾を中心にアジア地域の外国人宿泊客が多い。 
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（３）霧島錦江湾国立公園が有する課題 

 
  霧島錦江湾国立公園は地域性の異なる 3 地域に分けることができますが、滞在時間が短いことや国

立公園への誘導対策が不十分といった共通した課題があります。 
滞在時間が短いという課題に対しては、滞在時のサービスの充実度を上げるため、新たな魅力を創

出することや、滞在しやすい利用環境を整える必要があります。また、国立公園への誘導対策につい

ては、プロモーションやアクセスルート上の整備等の取組が重要となります。 
 

  滞在時間が短い 
 ＜魅力の創出＞ 

・外国人観光客を案内できる地元ガイドや外国人観光客に向けて滞在のためのサービスを提供する

仕組みが不足しています。 
・外国人観光客が魅力に感じるツアーやアクティビティ、体験プログラムが少ない状況です。 
・既存の観光資源やアクティビティ、ガイド等の情報が一元化されておらず、地域一体となったプ

ロモーションや情報提供ができていません。 
 
＜滞在しやすい環境整備＞ 
・国立公園内の Wi-Fi 環境が不十分であり、訪日外国人が滞在時に観光情報や防災情報等を入手で

きません。 
・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できていませ

ん。 
 

誘導対策が不十分 
・九州に訪れた多くの外国人観光客が、九州北部地域から九州南部地域へと、九州全体を周遊する

ような旅行形態を誘導するプロモーションが不十分です。 
・国立公園周辺の主要交通拠点や観光施設、遊歩道等への解説板や誘導標識の多言語表示が不十分

であり、主要交通拠点から国立公園の主要利用拠点まで誘導するための周辺環境も整っていませ

ん。 
・国立公園にアクセスするための公共交通機関や各地域内を周遊するための公共交通機関等が不足

しています。 
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２．コンセプトと取組の方針 

 

（１）霧島錦江湾国立公園のコンセプト 
 

まるごと楽しむ南九州の自然・文化・食 

～霧島火山群、錦江湾、桜島火山～ 

 
 

（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

ィビィティの開発を進めます。 
・多種多様な泉質を誇る温泉、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）を行います。 
・既存のガイド団体の取組を活かした地元ガイドの育成・充実を図ります。 
・主要交通拠点からの二次アクセスの充実を検討します。 
 

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】 
・桜島・錦江湾ジオパークの取り組みと連携した施設整備やプロモーションを進め、 

ツアープログラム開発の充実やガイド育成に努めます。 
・周遊観光ルートの整備を検討します。 

 

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】 
・ツアープログラム開発や、ガイド育成（多言語対応）を行います。 

・周遊観光ルートの整備を検討します。 

・主要交通拠点からの二次アクセスの充実を検討します。 
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（３） ターゲット 

 

 地域別では、霧島錦江湾国立公園への訪日外国人のうち、9 割以上を占めるアジア地域を中心に誘客を

行うとともに、2019 年に開催されるラグビーワールドカップ等で今後九州への来訪が見込まれる欧米豪

地域の市場も開拓していきます。 
 
 旅行形態別では、個人や家族単位の少人数のグループで、空港や鹿児島中央駅、宮崎駅などの主要交

通拠点から公共交通機関やレンタカー等を利用する外国人観光客をターゲットとし、山海の自然や温泉

等の観光資源を活用した誘客を行っていきます。 
また、団体旅行で来訪している外国人観光客についても、個人旅行客として再訪してもらえるような

魅力の発信をすることで、リピーターやファンを増やしていきます。 
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３．目標 

 

（１） 訪日外国人利用者数 

 
霧島錦江湾国立公園は、2020 年に訪日外国人利用者数を 20 万人まで増加させ

ることを目標とします。（2015 年は 7 万 1 千人と推計 標準誤差率は 7.3%） 
 
 
 

（２）個別目標 
 鹿児島県及び宮崎県への訪日外国人宿泊者数を増加させることを目標とし、観光

資源の質や滞在時の快適性・利便性の向上を図り、訪日外国人の「質」「満足度」

に関する項目と調査手法を検討します。（例：平均消費単価、平均滞在日数） 
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４．プロジェクトの実施 

 
 国立公園への誘導や滞在時の充実度に課題をかかえる当国立公園では、鹿児島空港等の主要交通拠

点から外国人観光客に来てもらうための取組、地域に来て魅力的なツアープログラムを楽しんでもら

うための取組、国立公園内をより外国人観光客に利用しやすくするための取組をそれぞれの地域で実

施して、地域の魅力をアピールしていく必要があります。 
そして、九州北部を訪れる外国人観光客を九州南部へと、九州全体を周遊するような旅行形態とな

っていくよう、「環霧島会議」、「錦江湾奥会議」などの地域連携の体制をフル活用し、地域一体となっ

た取組を進めていく必要があります。 
これらを進めるため、行政・民間等の関係者が連携し、今後検討する取組についてまとめました。 

 

（１） 国立公園への誘導策・プロモーションに係る事項  

 
  国立公園への誘導策及びプロモーションについては、「霧島錦江湾国立公園」という枠にとらわれず、

九州を一体的にとらえて効果的な発信をしていく必要があることから、観光庁や九州観光推進機構を

はじめ、九州各県、DMO 等と連携したプロモーションを実施します。 
プロモーションでは「興味を持ってもらう」、「行ってみようと思ってもらう」、「もう 1 回来たいと

思ってもらう」という段階を踏まえた取組を行っていく必要があります。具体的には、国立公園内外

（海外や九州主要交通拠点を含む）において、ホームページ・看板・パンフレット等により魅力を伝

える広報を行うこと、国立公園までアクセスしやすい多様なサービスを整えること、訪れた人が「魅

力を発信したい」と感じるような充実した自然体験を提供することが重要です。 
また、当国立公園のある九州南部へのプロモーションにおいては、九州の外国人観光客の多くが、

福岡空港や博多駅等を玄関口として福岡周辺の九州北部に留まり、九州南部へと、九州全体を周遊す

るような旅行形態となっていないことにも留意する必要があります。 
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１）「興味を持ってもらう」ためのプロモーション 
 
・2019 年 9 月開催のラグビーワールドカップに訪れる欧米人や 2020 年の東京オリンピック・パラリ

ンピックにあわせて九州を訪れる外国人観光客に対して、国立公園への誘致対策を検討します。 
・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プロモーションやセールスを

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します。 
・九州北部地域における主要交通拠点となる空港や港での国立公園のプロモーションを検討します。 
・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します。 
・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

討します。 
・海外のメディアや有力ブロガーを招請し、国立公園の魅力について海外へ情報発信してもらうこと

を検討します。 
・国内外の登山用品店等でのプロモーションキャンペーンの展開を検討します。 
・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を行います。 

 
２）「行ってみようと思ってもらう」ためのプロモーション 
 
ホームページ･看板・パンフレット等による広報 

・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

園のプロモーションを検討します。 
・国立公園の魅力を Facebook や Instagram のような SNS で定期的、日常的に発信します。 
・自治体等の既存の観光サイトで、動画等を活用した国立公園の魅力に関する情報発信を検討します。 
・共通の認識のもとでのマークの使用や、統一した多言語表記の看板を作製します。 
・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

討します。 
 

イベントの開催にあわせた情報発信 
・霧島えびの高原エクストリームトレイルの海外選手に、SNS で情報発信を依頼します。 
・2018 年に霧島 1 周ウルトラマラソンの開催を検討します。 
・CIR（国際交流員）等外国人人材を活用した観光・イベント発信します。 
・霧島国際音楽祭及び霧島ジオパークの取り組みと連携した情報発信を進めます。 
 
 交通インフラサービスの充実 
・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します（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）。 
・鹿児島県や宮崎県へ寄港するクルーズ船の誘致を促進します。 
・チケットクーポン事業等による周遊性の向上を検討します。 



13 
 

（２）主要交通拠点から国立公園までのアクセスルートに係る事項 

 
 国立公園に至るまでの主要交通拠点やアクセスルートを洗い出し、取組方針を立てた上で、地域ごと

に現状を踏まえた取組を進めていきます。 
 
 １）アクセスルートの特定 

 

   霧島錦江湾国立公園への訪日外国人観光客の玄関口は、国際線や羽田空港等の都市圏の国内線が

就航する鹿児島空港や宮崎空港、海外からのクルーズ船が寄港する鹿児島港（マリンポートかごし

ま）や宮崎港、さらには福岡等の北九州方面から九州新幹線を利用して鹿児島中央駅へ至るルート

が考えられます。これらの玄関口を主要交通拠点と定め、主要交通拠点から公共交通機関やレンタ

カー等を利用して、最寄りの JR 駅、港、自動車道を経て国立公園に入るルートをアクセスルートと

して特定する作業を進めていきます。 

アクセスルートの特定にあたり、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 地域に分かれること、主要交通拠点から国立公園へ至る道路網が複雑でルートの特定が難し

いこと、鉄道や定期船など多様な交通網があることなどから、国立公園へ至る主要ルートをアクセ

スルートとして暫定的に整理しました。なお、今後実施する現状分析調査等を踏まえ、それぞれの

地域において具体的なアクセスルートの検討を行います。 
 

 ―主要交通拠点― 

 
空港   

・鹿児島空港 
・宮崎ブーゲンビリア空港 
 
 

港  
・鹿児島港 
（マリンポートかごしま） 
・宮崎港 
 
 

鉄道  
・鹿児島中央駅 
・宮崎駅 
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□霧島地域 

 
霧島地域は、九州自動車道と宮崎自動車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自動車道からのアクセスが良いことが特徴です。また、鹿児島空港か

ら近いことに加え、霧島地域を取り巻くように JR 吉都線、肥薩線、日豊本線が通っていることか

ら多様なアクセスルートが考えられます。しかし、現時点では各 IC、空港、各駅からの二次交通

の少なさが課題となっています。 
 
―国立公園までのアクセスルート― 

・各自動車道 IC から主要道（国・県道）を通るルート 

・鹿児島空港から主要道（国・県道）を通るルート 

（参考）最寄り IC及び駅 

    自動車道：えびの IC、栗野 IC、小林 IC、高原 IC、都城 IC、溝辺鹿児島空港 IC 

    JR 駅 ：えびの駅、栗野駅、霧島温泉駅、霧島神宮駅、小林駅、高原駅、都城駅など 
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□桜島・錦江湾奥地域 

 
桜島・錦江湾奥地域のうち桜島は、鹿児島中央駅、クルーズ船の寄港する鹿児島港から近く、

桜島への入口となる鹿児島港フェリーターミナルへは、路線バスや路面電車等の公共交通機関で

行くことができます。錦江湾内は 15 分から 30 分おきにフェリーが運航しており交通アクセスは

良い状況です。また、錦江湾奥地域は、九州自動車道や東九州自動車道が取り巻き、自動車道か

らのアクセスは良好です。 
 
―国立公園までのアクセスルート― 

・鹿児島港フェリーターミナルから定期船を利用するルート 

・各自動車道 IC から主要道（国・県道）を通るルート 

（参考）最寄り IC及び駅 

    自動車道：鹿児島 IC、姶良 IC、隼人東 IC、国分 IC 

     JR 駅 ：JR 各駅 

     港   :（定期船）桜島港フェリーターミナル、垂水フェリーターミナル 
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□指宿・佐多地域 

 
指宿・佐多地域は，鹿児島県の南に位置し，鹿児島空港から九州自動車道を経由しての利用や

鹿児島中央駅から鉄道，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

（山川港～根占港）が運航していることに加え，2017 年４月からは，高速船の運航（指宿港～根

占港）が開始するため，周遊のための利便性が向上します。 

 

―国立公園までのアクセスルート― 

・鹿児島市内から指宿地域に向かう主要道（国・県道）を通るルート 

・最寄り駅から主要道（国・県道）を通るルート 

・鹿児島港南埠頭から高速船、指宿港と根占港の定期船を利用するルート 

・根占港から佐多地域へ向かう主要道（国・県道）を通るルート 

（参考）最寄り駅及び港 

   JR 駅：指宿駅、山川駅、開聞駅など 

    港  ：（定期船）山川港、根占港 

          （高速船）鹿児島港南埠頭、指宿港、根占港 
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 ２）アクセスルートの取組方針 
 
   的確な情報発信 

・観光案内板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ができる体制作りを検討

します。 

 

利便性の向上 

・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

る環境整備を検討します。 

・主要交通拠点や最寄り駅等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ます。 

・公園区域外の博物館や展望所、観光地などとつながり、巡ることができる周遊バスなどの開発

を検討します。 
・インバウンド対応型の観光タクシーの活用促進を検討します。 
・車道や歩道の通行に支障のある区間の改良等を検討します。 
 
まちなみ景観の整備 

・国立公園に近づくにつれ、国立公園へ入る“結界感“を演出するため、景観改善等の取組を強

化します。 

・観光案内板等の統一や眺望を阻害する標識類の景観改善を検討します。 
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 ３）アクセスルート上で実施する事項 

 

□霧島地域 

 

的確な情報発信 
・アクセスルート上に多言語の観光案内板等の設置を検討します。 
・IC や駅、空港における観光案内板等の設置（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）を検討します。 
・火山情報などを的確に発信する情報板の設置を検討します。 
 
利便性の向上 
・IC や JR 駅周辺に外国人観光客対応のレンタカー・レンタサイクルを設置します。 
・アクセスルートとなる県道えびの高原小田線において、大型車の離合困難箇所を段階的な整備をし

ます。 
・アクセスルート上における新たな展望所を設置します。 
・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

を検討します。 
・鹿児島空港・宮崎ブーゲンビリア空港・ＪＲ主要駅からの二次アクセスの整備（周遊バスの運行等）

を検討します。 
・えびの高原などへの路線バスの誘致や充実を検討します。 
・外国人観光客のアクセス拠点づくりについて検討します。 
 
まちなみ景観の整備 
・「（仮称）美しい宮崎づくり推進条例（平成 29 年 4 月施行予定）」、景観条例・景観計画、屋外広告物

条例に基づく、良好な景観の保全又は創出に向けた取組を推進します。 
・松枯れ対策及び沿線の紅葉等植栽の実施を検討します。 
・ポケットパーク等の展望スペースにおける景観阻害となる樹木の部分伐採等による適切な管理を検

討します。 
・沿線の廃屋の撤去や空き家対策について検討します。 
・老朽化したホテルの改修を検討します。 
 
その他 
・鹿児島空港の空港展望デッキの展示等について検討します。 
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□桜島・錦江湾奥地域 

 

的確な情報発信 
・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を検討します。 
・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を検討します。 
・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）を検討します。 
 
利便性の向上 
・観光周遊バス、シャトルバスの運行を検討します。 
       参考）実施済み：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を検討します（周遊バスの運行等）。 
・各施設のタックスフリーシステムの導入について検討します。 
・桜島を望む錦江湾ウォーターフロントの魅力向上策について検討します。 
・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

を検討します。 
       参考）Wi-Fi 整備実施済み：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） 
 
その他 
・よりみちクルーズ（鹿児島港～桜島港）との連携による活用について検討します。 
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□指宿・佐多地域 

 

的確な情報発信 
 ・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を検討します。 
・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）を検討します。 
 
 利便性の向上 

 ・既存バスの利便性の向上（増便等）を検討します。 
 ・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について検討します。 
 ・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）を検討します。 
・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

について検討します。 
 ・交通施設等のバリアフリー化の検討をします。 
 
まちなみ景観の整備 
・ポケットパーク等の展望スペースにおける展望の妨げになる障害物（屋外広告物、景観阻害木）の

撤去について検討します。 
・街路樹や花木の植栽、街灯の整備について検討します。 
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（３）国立公園内に係る事項 

 
 国立公園内では、課題を踏まえて取組方針を立てた上で、その方針に沿って国立公園全体で実施する

取組、さらに「ビューポイント（重点取組地域）」を設定し、地域ごとに実施する取組を進めて行きます。 

 

 

１） 取組方針 

 

当国立公園の課題である「滞在時間の短さ」や「国立公園への誘導対策」については、滞在し

てもらうための新たな魅力を創出する取組や滞在しやすい利用環境を整える取組を進めることに

加え、各地域が連携し一体となった取組とすることが重要です。 

 

＜魅力の創出＞ 
 
 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

を検討します。 
 

   ツアープログラム開発及びガイド育成 
・各地域における既存の観光資源やアクティビティ、ガイド等の情報の棚卸しを行い、関係機関

で共有する仕組みを検討します。 
   ・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の開発をします。 
   ・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します。 
   ・雄大な景観を活かした遊覧飛行ツアーの開発を検討します。 
   ・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検討します。 
 

地域一体となった取組 
   ・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をします。 
   ・各地域間を結ぶシャトルバスの実証運行やトレッキングルートの設定など、国立公園内で連携

したツアー開発の検討をします。 
 

まちなみ景観の整備 
   ・まちなみ景観の改善、統一した観光案内板等の整備を検討します。 
   ・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します。 
   ・景観条例・景観計画、屋外広告物条例による良好な景観の保全及び創出の取組について検討し

ます。（参考：「（仮称）美しい宮崎づくり推進条例（平成 29 年４月施行予定）」） 
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 ＜滞在しやすい環境整備＞ 
 

   多様なサービス提供のための民間活用 
・ビジターセンターにツアーデスクを設置し、エコツアー等の手配ができるよう検討します。 
・ビジターセンターでの物品の販売、トレッキング用品のレンタル等ができるよう検討します。 
 

   利用環境の整備 
   ・観光施設や遊歩道等の解説板や誘導標識の統一化、多言語化、IT 化や利用施設のユニバーサル

デザイン化を進めます。 
   ・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

めます。 
   ・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を行

います。 
   ・アウトドアアクティビィティー施設の充実を検討します。 
 
   利用者への安全対策 
   ・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していきます。 
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２） 国立公園全体に係る事項 
 

○国立公園全体において実施する事項 
 
＜魅力の創出＞ 
 
まちなみ景観の整備 
・展望地等で景観阻害木の伐採を行うなど景観の改善に取り組むことを検討します。 
・屋外広告物による規制を実施します。 
 
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します（例：大隅南部県立自然公園「雄川の滝」） 

 
 
＜滞在しやすい環境整備＞ 

 
利用環境の整備 
・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します。 
・利用者（外国人観光客）目線に立った説明看板やベンチの設置、写真撮影を意識した看板等の設

置について検討します。 
・利用者に不安を感じさせないきめ細かな施設の管理、登山ルート等の観光案内板等の設置につい

て検討します。 
・各温泉郷及び JR 各駅周辺の再整備について検討します。 
 
多様なサービス提供のための民間活用 
・霧島の風景を望める周遊観光列車・バスの開発を検討します。 
・国立公園内における割安な交通チケットを検討します。    
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 ３）ビューポイント（重点取組地域）に係る事項 
 

① ビューポイントの設定 
 

霧島錦江湾国立公園の各 3 地域の魅力は、2.(2)にて示す以下のとおりです。 

・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 

・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 

・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 

公園全体で進める取組に加え、今後、本ステップアッププログラムの取組を重点的に実施する地

域を「ビューポイント」と定め、魅力を最大限に体験できる地域又は魅力をさらに引き延ばしたい

地域を 3 地域から 9 地点設定しました。それぞれの地点では、＜魅力の創出＞や＜滞在しやすい環

境整備＞に着目し、取組を進めます。 
なお、今後取組を進める中で新たに重点的に取り組むべき地点等が明らかになってきた場合には、

本設定についても見直すことがあります。 
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   ②ビューポイント等において実施する事項 
 

■霧島地域  ―多様な火山地形と火山の恵み、神話と伝承を辿り楽しむ― 

 
 

① えびの高原・白鳥温泉 

 
＜魅力の創出＞ 
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します（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を開発します。 
・火口湖での水上アクティビィティの開発を検討します（SUP、カヌー、水遊び等）。 
・長距離の登山コースやロングトレイルの開発を検討します。 
・新燃岳周辺のガイド付き限定利用を検討します。 
・公園外でのアウトドアアクティビティとの連携を強化します。 
・登山利用者の車両運搬（登山口～下山口）サービスの検討をします。 
 
まちなみ景観の整備 
・展望確保やノカイドウ保全のための抜き伐りを実施します。 
・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）について検討します。 
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＜滞在しやすい環境整備＞ 
 利用環境の整備 
・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します。 
・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

ンの策定を検討します。 
・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します。 
・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を

提供します。 
・観光案内の核となる「道の駅」における観光案内や施設の充実、他の観光地との連携を検討します。 
・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します。 
・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

検討します。 
 
 

② 高千穂河原エリア 

 
＜魅力の創出＞ 
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

検討します。 
・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します。 
・トレッキングコースとともに、ウォーキングコースである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プロモーションを

行います。 
・丸尾・霧島温泉郷のホテル等において、周辺利用のコンシェルジュ機能の設置について検討します。 
 

＜滞在しやすい環境整備＞ 
利用環境の整備 
・防災や火山博物館機能を備えたビジターセンターの整備・改修を検討します。 
・新燃岳の噴火以降、閉鎖している野営場について、民間活用によるグランピング施設の導入の可能

性も含めて検討します。 
・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します。 
・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）を検討します。 
・霧島山や桜島等が眺望できる展望所の設置を検討します。 
・広域の案内マップを作成します。 
・周辺でアウトドアが楽しめる宿泊施設の整備を検討します。 



27 
 

・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します。 
・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

を検討します。 
・霧島神水峡遊歩道の延長及び再整備を検討します。 
 
 

③ 夷守台・生駒高原 

 
＜魅力の創出＞ 
 上質な宿泊施設の誘致 
・上質な宿泊施設の誘致を実施します。 

 
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を開発します。 
・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を開発します。 
・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します。 
・小林の湧水（清流）や蛍、渓流魚やキャビア等を活かしたツアープログラムの開発を検討します。 
 

＜滞在しやすい環境整備＞ 
利用環境の整備 
・ひなもり台県民ふれあいの森の利用施設の老朽化に伴う改修を実施します（木製遊具やウッドデッ

キなど）。 
・九州唯一の４つ星オートキャンプ場である夷守台や生駒高原への案内看板の充実を検討します。 
・夷守岳や大幡山への登山口の整備を検討します（駐車場、トイレ、登山口までのアクセス道）。 
 
 

④ 御池・高千穂峰 

 
＜魅力の創出＞ 
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を開発します。 
・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を開発します。 
・周辺の主要観光地点を結ぶシャトルバスの運行を検討します。 
・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します（SUP、水上ボート、カヌー、

ウェイクボード等）。 
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＜滞在しやすい環境整備＞ 
 利用環境の整備 
・九州自然歩道の御池周回コースの歩道のユニバーサルデザイン化、新規周回ルートを検討します。 
・御池キャンプ村の改修、アクティビィティ施設を整備します（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します。 
・皇子原公園にビジターセンターの設置を検討します。 
・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します。 
・高千穂峰山頂避難小屋横の改修及び利活用方法の検討をします。 
 
 

栗野岳 
 
＜魅力の創出＞ 
ツアープログラム開発とガイド育成 
・外国人観光客を対象としたエコツアープログラムの開発について検討します。 
・外国語に堪能な地元ガイドの養成を検討します。 
 

＜滞在しやすい環境整備＞ 
 利用環境の整備 
・栗野岳レクリエーション村の施設整備（トイレ、駐車場、オートキャンプ等）を検討します。 
・八幡地獄散策道の整備を検討します。 
・栗野岳登山道のルート整備を検討します。 
・アートの森との連携について検討します。 
・トイレなどのユニバーサルデザイン化、指導標の多言語化について検討します。 
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■桜島・錦江湾奥地域 
―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― 

 
 

① 桜島 

 
＜魅力の創出＞ 
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し

ます。 
 

＜滞在しやすい環境整備＞ 
 利用環境の整備 
・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し

ます。 
・溶岩なぎさ遊歩道の再整備の検討をします。 
・黒神町溶岩河原、ビュースポットへの駐車場整備について検討します。 
・古里地区におけるフットパスについて検討します。 
・有村展望所付近の大型バス用駐車場等の整備について検討します。 
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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

討します。 
 
 

② 主要展望地 
 
＜魅力の創出＞ 
・すぐれた展望地の再整備や設定について検討する。 
 
 

・重富海岸 

＜魅力の創出＞ 
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や体験プログラムを設定します。 
・外国語に堪能な地元ガイドの養成を検討します。 
 

＜滞在しやすい環境整備＞ 
 利用環境の整備 
・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します。 
・大型バスに対応した駐車場を整備します。 
・重富海岸までの誘導標識の設置や Wi-Fi 環境の整備について検討します。 
・重富海岸自然ふれあい館の国際化対応を強化します。 
 
 

・高峠 

＜滞在しやすい環境整備＞ 
利用環境の整備 
・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します（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を検討します。 
・眺望の支障となる樹木の伐採を検討します。 
・解説板や誘導標識の多言語化や Wi-Fi 環境の整備について検討します。 
・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します。 
・鹿児島県アジア太平洋農村研修センターとの連携を検討します。 
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・仙巌園 

＜滞在しやすい環境整備＞ 
利用環境の整備 
・園内からの眺望時の支障となる電線等の地中化を検討します。 
 
 

・若尊鼻 

＜魅力の創出＞ 
ツアープログラム開発 
・「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します。 
・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します。 
 

＜滞在しやすい環境整備＞ 
 利用環境の整備 
・若尊鼻遊歩道の未整備区間の整備を検討します。 
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■指宿・佐多地域 ―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― 

 
 

① 指宿エリア 
 
＜魅力の創出＞ 
指宿エリア内の連携 
・水と緑を感じることが出来るサイクリング・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 

＜魅力の創出＞ 
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を造成します。 
・マリンスポーツ等体験型観光プログラムの充実を検討します。 
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＜滞在しやすい環境整備＞ 
 利用環境の整備 
・ガイド詰所やカヤック等の保管庫、案内拠点・休憩施設としての施設整備を検討します。 
・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アフリー対応について検討します。 
・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します。 
・指宿園地・野営場再整備（老朽化対策、ユニバーサルデザイン・国際化対応等）を行います。 
 
 

・開聞岳 

＜魅力の創出＞ 
ツアープログラム開発とガイド育成 
・体験型観光の充実について検討します。 
 

＜滞在しやすい環境整備＞ 
 利用環境の整備 
・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の整備を検討します。 
・周回道路を活用した活性化を検討します。 

 
 

・池田湖 

＜魅力の創出＞ 
ツアープログラム開発とガイド育成 
・体験・滞在型商品（ナイトイベント等）の造成について検討します。 
 

＜滞在しやすい環境整備＞ 
利用環境の整備 
・廃屋等の撤去について検討します。 
・観光客の写真撮影スポットにおける護岸の整備について検討します。 
・オープンカフェや土産物を備えた施設の整備について検討します。 
・オオウナギ、池田湖の生態系等の展示施設の整備について検討します。 
・湖面を渡るそよ風、水とふれあう環境整備（桟橋の整備）について検討します。 
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・長崎鼻 

＜滞在しやすい環境整備＞ 
利用環境の整備 
・駐車場から竜宮神社、灯台までのスロープ化によるバリアフリー対応を検討します。 
・竜宮伝説にちなんだ観光開発を検討します。 
 
 

・鰻池 

＜魅力の創出＞ 
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をします。 
 

＜滞在しやすい環境整備＞ 
利用環境の整備 
・観光客及び地元住民の交流拠点の整備をします。 
・地熱やスメを活用した観光開発の検討をします。 

 
 

・伏目海岸 

＜滞在しやすい環境整備＞ 
利用環境の整備 

・塩田跡地及び噴気の活用を検討します。 
 
 

② 佐多 

 
＜魅力の創出＞ 
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、ガイドの養成を検討します。 
地域一体となった取組 
・自転車競技の盛んな大隅半島とサイクルシティ（南さつま市）と連携したサイクルロードの設定に

ついて検討します。 
公園区域外の連携 
・佐多岬とみなみ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します。 
・佐多岬と近接する大隅南部県立自然公園などを結ぶ観光ルートの設定を検討します。 
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＜滞在しやすい環境整備＞ 
利用環境の整備 
・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）を行います。 
・佐多岬線ロード終点に観光案内所を整備します。 
・佐多岬から大泊地区間におけるポケットパーク等の展望スペースの景観阻害木の除去について検討

します。 
・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）

の実施を検討します。 
・観光客や地元住民交流拠点の整備を検討します。 
・佐多岬園地の整備を実施します（展望台、園路、広場）。 
・観光案内看板や施設等看板の設置を検討します。 
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（４）国立公園内外問わず、地域一体となって実施する事項 

 
＜魅力の創出＞ 
地域一体となった取組 
・九州自然歩道、九州オルレ、フットパスなど、遊歩道関係の連絡会議と連携し、ゆっくり歩いて

楽しむプログラムを開発します。 
・霧島ジオパークの取り組みと連携した施設整備を進めます。 

 
 ＜滞在しやすい環境整備＞ 
  利用環境の整備 

・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します。 
 

＜ そ の 他 ＞ 
地域住民等への働きかけ 
・新規 LCC 就航を目指す際に重要となるアウトバウンド増を達成するため、地域住民へのパスポー

トの取得推進や助成、海外での修学旅行実施の推進について検討します。 
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します。 
 
 

（５）スケジュール 
 

東京オリンピックが開催される 2020 年を見据えつつ、九州各地で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 2019 年に向けて施策の強化を図ります。 
   
※詳細は、別紙のとおり 
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５．効果検証 

 

（１） 訪日外国人利用者数 
 
  ・環境省より提供される「国立公園別訪日外国人実利用者数推計値」等を用いて検証します。 
 
 
 

（２） 個別事項 
 
  ・利用者アンケート等を実施することによって、本プログラムの実施状況に対する評価等を行いま

す。 
  ・プログラムの実施により自然資源が損なわれる恐れが想定される場合は、自然資源保全のための

計画策定を検討します。 
  ・旅行会社に対しアンケート等を実施し、国立公園を活用したツアー･プログラムに関する実施状況

を把握します。 
  ・上記アンケート等により、利用過多によって観光資源が損なわれていないか状況を把握すること

に加え、各種資源の持続的な利用に向けたガイドライン（利用ルール）設定を検討します。 
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６．進捗管理とプログラムの改訂 

  
本プログラムは、今後、行政や民間等の関係者が連携し、これから検討していく取組の方向性を示し

たものであり、今後も霧島錦江湾地域協議会の体制を維持し、年１回程度の協議会の開催に加え、随時

部会等で各取組の状況等を踏まえて評価・議論を行います。またそれらの結果は本ステップアッププロ

グラムの改訂や翌年度の取組に反映させていくこととします。 
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参 考 

 

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佐多・指宿地域部会を設

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 佐多・指宿地域部会では、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」のうち佐多・指宿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」のうち佐多・指宿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。  
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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 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

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



別紙　ステップアッププログラム2020（案）における関連事業スケジュール
（１）国立公園への誘導策・プロモーションに係る事項

資料4 別紙
※点線は検討予定のもの

2016 2017 2018 2019 2020

環境省

環境省

環境省

環境省

環境省

環境省

　
「

興
味
を
持

っ
て
も
ら
う

」

「

行

っ
て
み
よ
う
と
思

っ
て
も
ら
う

」

・2018年に霧島1周ウルトラマラソンの開催を検討

・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

・鹿児島県や宮崎県へ寄港するクルーズ船の誘致を促進

・チケットクーポン事業等による周遊性の向上を検討

交通インフラサービスの充実

イベントの開催にあわせた情報発信

・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）。

・国立公園の魅力をFacebookやInstagramのようなSNSで定期的、日常的に発信

・自治体等の既存の観光サイトで、動画等を活用した国立公園の魅力に関する情報発信を検討

・共通の認識のもとでのマークの使用や、統一した多言語表記の看板を作製

・霧島えびの高原エクストリームトレイルの海外選手に、SNSで情報発信を依頼

ホームページ・看板・パンフレット等による広報

・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

・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プロモー
ションを検討

実施予定期間（年度）
実施する事項

・九州北部地域における主要交通拠点となる空港や港での国立公園のプロモーションを検討

・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し、国立公園の魅力について海外へ情報発信してもらうことを検討

・国内外の登山用品店等でのプロモーションキャンペーンの展開を検討

・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を行う

・2019年9月開催のラグビーワールドカップに訪れる欧米人や2020年の東京オリンピック・パラリンピックにあわせて
九州を訪れる外国人観光客に対して、国立公園への誘致対策を検討

・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プロモーション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

実施主体

・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

STEP1

STEP2



2016 2017 2018 2019 2020

アクセスルート上に多言語の観光案内板等の設置を検討

ICや駅、空港における観光案内板等の設置（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

火山情報などを的確に発信する情報板の設置を検討

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

アクセスルートとなる県道えびの高原小田線において、大型車の離合困難箇所を段階的に整備 宮崎県

アクセスルート上における新たな展望所の設置 宮崎県

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 小林市

鹿児島空港・宮崎ブーゲンビリア空港・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 小林市

外国人観光客のアクセス拠点づくりについて検討

松枯れ対策及び沿線の紅葉等植栽の実施について検討

ポケットパーク等の展望スペースにおける景観阻害となる樹木の部分伐採等による適切な管理を検
討

沿線の廃屋の撤去や空き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展示等について検討

実施予定時期（年度）
実施主体

宮崎県、小林市、
都城市

実施する事項取組方針

「（仮称）美しい宮崎づくり推進条例（平成29年4月施行予定）」、景観条例・景観計画、屋外広告
物条例に基づく、良好な景観の保全又は創出に向けた取組の推進

的確な情報発信

利便性の向上

まちなみ景観の整備

霧
島
地
域



2016 2017 2018 2019 2020

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について検討

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を検討

ICや駅、空港における観光案内板の設置（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）を検討

観光周遊バス、シャトルバスの運行について検討

鹿児島空港・ＪＲ主要駅からの二次アクセスの整備を検討（周遊バスの運行等）

各施設のタックスフリーシステムの導入について検討

桜島を望む錦江湾ウォーターフロントの魅力向上策について検討

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整備等に
ついて検討

その他 よりみちクルーズ（鹿児島港～桜島港）との連携による活用について検討

2016 2017 2018 2019 2020

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を検討

ICや駅、空港における観光案内板の設置（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）を検討

既存バスの利便性の向上（増便等）について検討

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

鹿児島空港・ＪＲ主要駅からの二次アクセスの整備を検討（周遊バスの運行等）

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整備等に
ついて検討

交通施設等のバリアフリー化の検討

ポケットパーク等の展望スペースにおける展望の妨げになる障害物（屋外広告物、景観阻害木）の
撤去について検討

街路樹や花木の植栽、街灯の整備について検討

実施予定時期（年度）
実施主体

アクセスルート上で実施する事項
実施予定時期（年度）

利便性の向上

利便性の向上

実施主体

アクセスルート上で実施する事項

取組方針

指
宿
・
佐
多
地
域

的確な情報発信

取組方針

的確な情報発信

まちなみ景観の整備

桜
島
・
錦
江
湾
奥
地
域



2016 2017 2018 2019 2020
まちなみ景観の整備

       ・展望地等で景観阻害木の伐採を行うなど景観の改善に取り組むことの検討 環境省

       ・屋外広告物条例による規制の実施 宮崎県

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（例：大隅南部県立自然公園「雄川の滝」） 環境省

利用環境の整備

       ・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

       ・利用者（外国人観光客）目線に立った説明看板やベンチの設置、写真撮影を意識した看板等の設置について検討 環境省

       ・利用者に不安を感じさせないきめ細かな施設の管理、登山ルート等の案内看板等の設置について検討 環境省

       ・各温泉郷及びJR各駅周辺の再整備について検討

多様なサービス提供のための民間活用

       ・霧島の風景を望める周遊観光列車・バスの開発の検討

       ・国立公園内における割安な交通チケットの検討

実施する事項 実施主体
実施予定時期（年度）

国
立
公
園
全
体



2016 2017 2018 2019 2020
（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）

・長距離の登山コースやロングトレイルの開発を検討

・新燃岳周辺のガイド付き限定利用を検討 環境省

・公園外でのアウトドアアクティビティとの連携を強化

・登山利用者の車両運搬（登山口～下山口）サービスの検討

（まちなみ景観の整備）

・展望確保やノカイドウ保全のための抜き伐りの実施 環境省

・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

（利用環境の整備）

・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 環境省

・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 環境省（キャンプ村）

・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 宮崎県

・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について検討

・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 環境省

・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

（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、ウォーキングコースである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プロモーションを実施

・丸尾・霧島温泉郷のホテル等において，周辺利用のコンシェルジュ機能の設置について検討

（利用環境の整備）

・防災や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について検討

・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の検討

実施予定時期（年度）
実施主体ビューポイント 実施する事項

霧
島
地
域

え
び
の
高
原
・
白
鳥
温
泉

高
千
穂
河
原
エ
リ
ア



・霧島神水峡遊歩道の延長及び再整備について検討



2016 2017 2018 2019 2020
（上質な宿泊施設の誘致）

　　 ・上質な宿泊施設の誘致を実施 小林市

（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 小林市、指定管理者

      ・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 小林市、指定管理者

      ・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

小林市、指定管理者

 ・小林の湧水（清流）や蛍、渓流魚やキャビア等を活かしたツアープログラムの開発を検討 小林市

（利用環境の整備）

     ・ひなもり台県民ふれあいの森の利用施設の老朽化に伴う改修を実施（木製遊具やウッドデッキなど） 宮崎県、小林市

・九州唯一の４つ星オートキャンプ場である夷守台や生駒高原への案内看板の充実を検討 小林市

・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） 小林市

（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）

（利用環境の整備）

・九州自然歩道の御池周回コースの歩道のユニバーサルデザイン化、新規周回ルートの検討 宮崎県

・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

（ツアープログラム開発とガイド育成）

・外国人観光客を対象としたエコツアープログラムの開発について検討

・外国語に堪能な地元ガイドの養成を検討

（利用環境の整備）

・栗野岳レクリエーション村の施設整備（トイレ，駐車場，オートキャンプ等）を検討

・八幡地獄散策道の整備を検討

・栗野岳登山道のルート整備を検討

・アートの森との連携について検討

・トイレなどのユニバーサルデザイン化，指導標の多言語化について検討

御
池
・
高
千
穂
峰

栗
野
岳

ビューポイント 実施する事項 実施主体
実施予定時期（年度）

霧
島
地
域

夷
守
台
・
生
駒
高
原

優先度に応じ適宜改修を実施



2016 2017 2018 2019 2020
（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

（利用環境の整備）

・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

・溶岩なぎさ遊歩道の再整備の検討

・黒神町溶岩河原、ビュースポットへの駐車場整備について検討

・古里地区におけるフットパスについて検討

・有村展望所付近の大型バス用駐車場等の整備について検討

（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

（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を検討

（利用環境の整備）

　　 ・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

 　　・重富海岸まので誘導標識の設置や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 環境省

（利用環境の整備）

　　 ・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を検討

　　 ・眺望の支障となる樹木の伐採を検討

　　 ・解説版や誘導標識の多言語化や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について検討

（利用環境の整備）

　　 ・園内からの眺望時の支障となる電線等の地中化を検討

（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

（利用環境の整備）

　　 ・若尊鼻遊歩道の未整備区間を整備を検討

桜
島

実施予定時期（年度）

主
要
展
望
地

重
富
海
岸

ビューポイント

高
峠

　
桜
島
・
錦
江
湾
奥
地
域

実施主体実施する事項

若
尊
鼻

仙
巌
園

　　　・優れた展望地の再整備や設定について検討する。



2016 2017 2018 2019 2020

（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

・マリンスポーツ等体験型観光プログラムの充実を検討

（利用環境の整備）

・ガイド詰所やカヤック等の保管庫、案内拠点・休憩施設としての施設整備を検討

・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
るバリアフリー対応について検討

・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

・指宿園地・野営場再整備（老朽化対策、ユニバーサルデザイン・国際化対応等） 環境省

（ツアープログラム開発とガイド育成）

・体験型観光の充実について検討

（利用環境の整備）

・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の整備を検討

・周回道路を活用した活性化を検討 環境省、事業者

（ツアープログラム開発とガイド育成）

・体験・滞在型商品の造成について検討（ナイトイベント等）

（利用環境の整備）

・廃屋等の撤去について検討

・観光客の写真撮影スポットにおける護岸の整備について検討

・オープンカフェや土産物を備えた施設の整備について検討

・オオウナギ、池田湖の生態系等の展示施設の整備について検討

・湖面を渡るそよ風，水とふれあい環境整備（桟橋の整備）について検討

（利用環境の整備）

・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アフリー対応の検討

・竜宮伝説にちなんだ観光開発を検討

（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

（利用環境の整備）

・観光客及び地元住民の交流拠点の整備

・地熱やスメを活用した観光開発の検討

（利用環境の整備）

・塩田跡地及び噴気の活用

開
聞
岳

実施主体
実施予定時期（年度）

　　 ・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

池
田
湖

ビューポイント 実施する事項

指
宿
エ
リ
ア

　
指
宿
・
佐
多
地
域

長
崎
鼻

鰻
池

伏目
海岸

　　（指宿エリア内の連携）



2016 2017 2018 2019 2020
（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、ガイドの養成を検討

（地域一体となった取組）

・自転車競技の盛んな大隅半島とサイクルシティ（南さつま市）と連携したサイクルロードの設定について検討

（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

・佐多岬と近接する大隅南部県立自然公園などを結ぶ観光ルートの設定を検討

（利用環境の整備）

・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

・佐多岬から大泊地区間におけるポケットパーク等の展望スペースの景観阻害木の除去について検討

・イベント及び地産来消に向けた施設整備等について検討（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の検討

・佐多岬園地整備（展望台、園路、広場） 環境省

・観光案内看板や施設等看板の設置を検討

2016 2017 2018 2019 2020
地域一体となった取組

      ・九州自然歩道、九州オルレ、フットパスなど、遊歩道関係の連絡会議と連携し、ゆっくり歩いて楽しむ
        プログラムを開発

環境省

利用環境の整備

       ・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

地域住民等への働きかけ

       ・新規LCC就航を目指す際に重要となるアウトバウンド増を達成するため、地域住民へのパスポートの取得推進や
         助成、海外での修学旅行実施の推進について検討

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

実施する事項 実施主体
実施予定時期（年度）

地
域
一
体

　
指
宿
・
佐
多
地
域

ビューポイント 実施する事項 実施主体
実施予定時期（年度）

佐
多



（参考）　ビューポイント（重点取組地域）において実施する事項 　参考１　　　　

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を開発
・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）
・長距離の登山コースやロングトレイルの開発を検討
・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
・登山利用者の車両運搬（登山口～下山口）サービスの検討

まちなみ景観の整備
・展望確保やノカイドウ保全のための抜き伐りを実施
・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）について検討

利用環境の整備
・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
・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
・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
・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を提供
・観光案内の核となる「道の駅」における観光案内や施設の充実、他の観光地との連携を検討
・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
・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

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、ウォーキングコースである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プロモーションを行う
・丸尾・霧島温泉郷のホテル等において、周辺利用のコンシェルジュ機能の設置について検討

利用環境の整備
・防災や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
・広域の案内マップを作成
・周辺でアウトドアが楽しめる宿泊施設の整備を検討
・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を検討
・霧島神水峡遊歩道の延長及び再整備を検討

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。

上質な宿泊施設の誘致
・上質な宿泊施設の誘致を実施

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
・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
・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の検
討
・小林の湧水（清流）や蛍、渓流魚やキャビア等を活かしたツアープログラムの開発を検討

利用環境の整備
・ひなもり台県民ふれあいの森の利用施設の老朽化に伴う改修を実施（木製遊具やウッドデッキなど）
・九州唯一の４つ星オートキャンプ場である夷守台や生駒高原への案内看板の充実を検討
・夷守岳や大幡山への登山口の整備の検討（駐車場、トイレ、登山口までのアクセス道）

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）

利用環境の整備
・九州自然歩道の御池周回コースの歩道のユニバーサルデザイン化、新規周回ルートを検討
・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

栗野岳はモミ，ツガの自然林とスギ，ヒノキの
人工林に覆われており，古くからの湯治場で
ある栗野岳温泉においては，九州一の噴気
孔もみられる。

ツアープログラム開発とガイド育成
・外国人観光客を対象としたエコツアープログラムの開発について検討
・外国語に堪能な地元ガイドの養成を検討

利用環境の整備
・栗野岳レクリエーション村の施設整備（トイレ、駐車場、オートキャンプ等）を検討
・八幡地獄散策道の整備を検討
・栗野岳登山道のルート整備の検討
・アートの森との連携について検討
・トイレなどのユニバーサルデザイン化、指導標の多言語化について検討

ビューポイント（重点取組地域）

御池・高千穂峰

夷守台・生駒高原

霧
島
地
域

えびの高原・白鳥温
泉

高千穂河原エリア

栗野岳



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。

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

利用環境の整備
・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
・溶岩なぎさ遊歩道の再整備を検討
・黒神町溶岩河原、ビュースポットへの駐車場整備について検討
・古里地区におけるフットパスについて検討
・有村展望所付近の大型バス用駐車場等の整備について検討

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 　　・優れた展望地の再整備や設定について検討

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や体験プログラムを設定
・外国語に堪能な地元ガイドの養成を検討

利用環境の整備
・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を整備
・重富海岸までの誘導標識の設置や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。

利用環境の整備
・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を検討
・眺望の支障となる樹木の伐採を検討
・解説板や誘導標識の多言語化や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を検討

仙巌園
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。

利用環境の整備
・園内からの眺望時の支障となる電線等の地中化を検討

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
・「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

利用環境の整備
・若尊鼻遊歩道の未整備区間の整備を検討

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を整備（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を造成
・マリンスポーツ等体験型観光プログラムの充実を検討

利用環境の整備
・ガイド詰所やカヤック等の保管庫、案内拠点・休憩施設としての施設整備を検討
・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アフ
リー対応について検討
・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
・指宿園地・野営場再整備（老朽化対策、ユニバーサルデザイン・国際化対応等）を行う

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
・体験型観光の充実について検討

利用環境の整備
・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の整備を検討
・周回道路を活用した活性化を検討

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（ナイトイベント等）の造成について検討

利用環境の整備
・廃屋等の撤去について検討
・観光客の写真撮影スポットにおける護岸の整備について検討
・オープンカフェや土産物を備えた施設の整備について検討
・オオウナギ、池田湖の生態系等の展示施設の整備について検討
・湖面を渡るそよ風、水とふれあう環境整備（桟橋の整備）について検討

長崎鼻
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。

利用環境の整備
・駐車場から竜宮神社、灯台までのスロープ化によるバリアフリー対応を検討
・竜宮伝説にちなんだ観光開発を検討

鰻　池
現在，一般的に知名度のない地域であるが，
西郷隆盛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

利用環境の整備
・観光客及び地元住民の交流拠点の整備
・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。

利用環境の整備
・塩田跡地及び噴気の活用を検討

指
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ビューポイント（重点取組地域）



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。
近年は，観光客の誘客を図るため，佐多岬の
再整備を実施している。

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、ガイドの養成を検討

地域一体となった取組
・自転車競技の盛んな大隅半島とサイクルシティ（南さつま市）と連携したサイクルロードの設定について検討

公園区域外の連携
・佐多岬とみなみ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
・佐多岬と近接する大隅南部県立自然公園などを結ぶ観光ルートの設定を検討

利用環境の整備
・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
・佐多岬から大泊地区間におけるポケットパーク等の展望スペースの景観阻害木の除去について検討
・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）について検討
・観光客や地元住民交流拠点の整備を検討
・佐多岬園地の整備を実施（展望台、園路、広場）
・観光案内看板や施設等看板の設置を検討

佐　多



取組の考え方について （一例として）

・個人旅行で訪れた外
国人観光客に対し、そ
れぞれの興味に応じ
て、多様な魅力をゆっ
くりと楽しんでもらう

目標(例）

公園の持つ多様な
魅力が十分に発揮
できているか？

取り組み内容

＜魅力の創出＞

・ジオパーク等を活用したプロ
グラム、食や温泉と絡めたツ
アー等の開発
・ガイドの育成、多言語化対応

・ビジターセンター等のくつろぎ
空間整備

＜滞在しやすい環境整備＞

・観光案内板等の多言語化、
統一化
・Wi-Fi、クレジットカード整備
・トイレ等のﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ化

＜アクセスルートの整備＞
・交通拠点における情報提供
・二次交通の利便性向上

参考２

・魅力を感じる体験型プログラ
ムやガイドの不足

・自然だけでなく、温泉や文化、
食など、様々な魅力の連携が
不十分

・個人旅行者でも支障なく旅行
ができる環境が整っていない

・交通アクセスや楽しみかたの
情報が不十分

御池



 

 

 

国立公園オフィシャルパートナーシップを締結しました 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

１．国立公園オフィシャルパートナーシッププログラムの概要 

（１）趣旨 

 環境省と企業又は団体が相互に協力し、日本が世界に誇る国立公園の美しい景観と、国立公園

に滞在する魅力を世界に向けて発信し、国内外からの国立公園利用者の拡大を図ることで、人々

の自然環境の保全への理解を深めるとともに、国立公園の所在する地域の活性化につなげるため

のパートナーシッププログラムです。 

 各企業の取組は、別添「国立公園オフィシャルパートナー 一覧」をご覧ください。 

 

（２）パートナー企業（12社）一覧  （11月 28日時点 五十音順） 

 ・九州旅客鉄道株式会社 

・ＫＮＴ－ＣＴホールディングス株式会社 

 ・サントリーホールディングス株式会社 

・株式会社ジェイティービー 

・四国旅客鉄道株式会社 

 ・全日本空輸株式会社 

 ・東海旅客鉄道株式会社 

  ・西日本旅客鉄道株式会社  

  ・日本航空株式会社 

 ・株式会社日本旅行 

・東日本旅客鉄道株式会社 

・株式会社山と溪谷社   

 

 

この度、国立公園満喫プロジェクトの一環として、民間企業と相互に協力して、日本の国立公

園の魅力を世界に向けて発信し、国内外の利用者の拡大を図るため、国立公園オフィシャルパー

トナーシッププログラムを開設し、本日、12の企業とパートナーシップを締結しました。 

今後、パートナーの輪を広げ、官民協力して国立公園を盛り上げていきたいと考えています。 

 

平成 28年 11 月 28日（月） 

環境省自然環境局国立公園課 

国立公園利用推進室 

代表 03-3581-3351 

直通 03-5521-8271 

室長    堀内   洋  (内線 6641) 

室長補佐 中島 治美  (内線 6642) 

担当    原澤   修  (内線 6647) 



 

 

 

２．国立公園オフィシャルパートナーロゴマーク 

国立公園オフィシャルパートナーのロゴマークです。 

ロゴマーク全体は「日の丸」をイメージした中に、緑色で山や森、青色で海あるいは湖を表すこ

とで、全体として日本の国立公園を表現しています。   

白い山の稜線は、これから伸びていくというイメージとともに、アルファベットの N に見えるこ

とから、Nature の N、National Park の N、そして Nippon の Nという思いも込めています。 

飛んでいる２羽の鳥はイヌワシをイメージしています。イヌワシは、ずっと同じペア関係を維持

すると言われていることから、この２羽でパートナーシップを表現しています。 

国立公園オフィシャルパートナーを締結した企業等の皆様は、ロゴマーク使用規約に基づき、無

償で使用いただくことができます。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．国立公園オフィシャルパートナー企業等の募集について 

 環境省とのパートナーシップ締結を求める企業等は、別添「国立公園オフィシャルパートナーシ

ッププログラム実施規約」に則り、国立公園の魅力発信に係る取組案を作成し、環境大臣に提案い

ただきます。 

 取組案が、同規約に掲げる要件に該当すると認められるとき、環境大臣は、パートナーシップを

締結できることとしております。 

 詳細は、下記連絡先にお問い合わせ下さい。 

 

〈連絡先〉TEL 03-5521-8271 メール koen_prize@env.go.jp   

担当 山本、原澤 

 
 

  

＜日本語版＞ ＜英語版＞ 



 

 

 

国立公園オフィシャルパートナー 一覧 （五十音順、H28.11.28 時点） 

企業名 取組の概要 

 

九州旅客鉄道株式会社 

 

(１)大分・熊本パンフレットへの「阿蘇くじゅう」、鹿児島パンフレ

ットへの「霧島錦江湾」国立公園掲載時の国立公園オフィシャル

パートナーロゴマークの掲載 

(２)大分・熊本･鹿児島地区への地域と一体となった観光素材の開発 

 

 

KNT-CTホールディングス 

株式会社 

 

 

(１)ツアーオペレーションの円滑化に関わる支援 

  情報提供、ガイドサービス、用具レンタルの貸し出し等ワンスト

ップサービスの提供のための拠点整備を支援する。 

(２)国立公園におけるツアーガイドの育成に関する支援 

  ツアー客や、個人客に対するプロのエコガイド（有料ガイド）の

育成のための、知識や案内スキルの向上に関する研修提供、および

ガイド予約オペレーションなどのノウハウ提供を行う。 

(３)国立公園および周辺域を観光ルートとした訪日旅行商品の造成 

  当社グループが展開する訪日客向けバスツアー商品や宿泊プラン

商品の造成販売を行う。 

(４)店頭および web サイト、その他自社メディアによる PR 

  大都市圏に展開する当社グループの店頭でのポスター掲出やパン

フレットの配架、特定国立公園の PR ディスプレイ、商品販売サイ

トで特集ページ製作、クラブツーリズムが発行する「旅の友」等の

自社メディアでの国立公園特集などを行う。 

 

 

サントリーホールディン

グス株式会社 

 

 

 

(１)企業およびブランド HP上における国立公園の魅力発信 

(２)「サントリー天然水」ブランド消費者キャンペーン実施時の「南

アルプス」「大山隠岐」「阿蘇くじゅう」各国立公園との連動検討 

(３)サントリー天然水工場（南アルプス・奥大山・九州）見学と隣

接国立公園エリア周遊ツアーの組み合わせパッケージ展開検討 

 

 

株式会社 

ジェイティービー 

 

 

(１)自社媒体を活用した国立公園における旅行情報の情報発信 

(２)国立公園における着地型商品開発・流通促進 

(３)EV 車の利用促進による旅行者の周遊促進 

(４)国立公園における観光地経営に向けた日本版 DMO 形成・運営支

援 

(５)国立公園におけるガイド育成等の人材育成への取組み 

 

 



 

 

 

企業名 取組の概要 

 

四国旅客鉄道株式会社 

 

(１)当社広報誌において、国立公園の情報を定期的に取り上げる。 

(２)当社主催の旅行商品や割引きっぷ設定の際、着地が国立公園と

なるものについて、パンフレット上で国立公園である旨がわかる

ように明示する。 

(３)当社が設定する外国人向け割引きっぷのチラシにおいて、地図

に国立公園の位置がわかるように明示するほか、掲載する観光地

の写真についても国立公園である旨を明示する。 

(４)当社ホームページ上で、「国立公園オフィシャルパートナー」で

ある旨を明示し、国立公園ＨＰにリンクを張る。 

 

 

全日本空輸株式会社 

 

(１)当社が所有するインターネットサイトにて、国立公園の魅力を

紹介するホームページ等を作成し、世界中の顧客に周知する。 

(２)ホームページと連携して、当社が所有するメディア（機内誌、

機内視聴映像）等で、国立公園の魅力を紹介する。 

(３)当社所有以外のメディアも含め、外国人に対する訪日旅行紹介

をする際は、国立公園の紹介を意識して行う。 

(４)当社グループ旅行会社にて、国立公園を訪問するツアーを企画

し、参加者を募集する。（日本人向けでは実績あり。外国人向け

ツアーは、すでに手配実績はあるが、今後は外国人向け旅行企画

を行い、海外の旅行代理店など通じ販売を行う） 

 

 

東海旅客鉄道株式会社 

 

 

(１)当社が実施あるいは関係する観光キャンペーンのうち、国立公

園と関連するものの宣伝展開等における国立公園オフィシャル

パートナーロゴマークの使用 

(２)インバウンド向け周遊きっぷの宣伝展開等における国立公園オ

フィシャルパートナーロゴマークの使用 

 

西日本旅客鉄道株式会社 

 

(１)観光利用告知ＰＲパンフレットに国立公園の情報及び国立公園

オフィシャルロゴマークの掲載 

 制作予定 各年度 英語版、韓国語版、繁体 bvgb 字版、簡体字

版を各２万部程度 年２回作成 

 配布箇所 海外旅行博、海外旅行会社店舗、関西空港駅等 

 

 

 

 



 

 

 

企業名 取組の概要 

 

日本航空株式会社 

 

(１)JAL グループ機内誌での紹介 

(２)JAL 機内ビデオ（国際線、国内線）での紹介 

(３)JAL Web サイトでの紹介 

(４)国立公園を活用した旅行商品の造成 

 

株式会社日本旅行 

 

 

(１)国内募集型企画旅行「赤い風船」パンフレット（観光型）、及び

訪日外国人旅行者向け「Red Balloon Travel Kit for Japan」パ

ンフレットにて、掲載する観光地が含まれる国立公園名を観光地

名と共に記載。 

(２)情報を掲載した商品パンフレットには、国立公園オフィシャル

パートナーロゴマークを掲載 

(３)Web ページにおいて、国立公園を紹介する専用ページを作成 

 

 

東日本旅客鉄道株式会社 

 

(１)営業エリア内にある国立公園の魅力を発信する。 

(２)営業エリア内の国立公園に向けた国内外からの旅行需要を喚起

する。 

 

 

 

 

株式会社山と溪谷社 

 

(１)山と溪谷社の発行、運営する単行本、雑誌、web サイトで国立公

園の魅力と適切な楽しみ方を紹介する。 

(２)前項と合わせて、国内外の国立公園の来訪者に資することを目

的に山と溪谷社が有する情報資産やネットワークを生かした施

策プランを企画し、制作、イベント開催等を通じて情報発信業務

を行っていく。 

 

 



パークレンジャーが国立公園の「感動」を写真で発信 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．国立公園 公式 Instagram (インスタグラム)について 

 環境省では、現在取組を進めている「国立公園満喫プロジェクト」の一環として、国立

公園公式 Instagram(インスタグラム)を開設いたします。 

 公式インスタグラムでは、全国 33 の国立公園で活躍するパークレンジャーが、仕事柄、

業務の中で日々接する国立公園の魅力を、「感動」をテーマに写真で切り取り、投稿して

まいります。 

 特に、パークレンジャーの中でも、パトロールや利用者指導、調査研究、自然解説など、

主として野外の現場業務を担うアクティブレンジャーを中心として、今、ここにしかない

魅力を発信いたします。 

 ぜひ多くのフォローをお願いいたします。 

 また、国立公園にお出かけの際は、「#NationalPark_Japan」のハッシュタグで、写真の

投稿をお願いします。 

 

 

平成 28 年 10 月３日（月） 

環境省自然環境局国立公園課 

国立公園利用推進室 

代表 03-3581-3351 

直通 03-5521-8271 

室長   堀内 洋  (内線 6641) 

室長補佐 中島 治美(内線 6642) 

係長   山本 豊 (内線 6645) 

 環境省が推進する「国立公園満喫プロジェクト」の一環として、全国 33 の国立公

園で活躍するパークレンジャーが、仕事柄、日々の業務の中で接する国立公園の魅

力を、「感動」をテーマに写真で切り取り、インスタグラムを通じて国内外に発信

いたします。 

 日本の国立公園は、雄大な自然景観のみだけではなく、生息する動植物や文化、

人々の暮らし、温泉、食など、様々な魅力に富んでいます。 

 パークレンジャーの中でも、パトロールや調査研究、自然解説など、主として野

外の現場業務を担うアクティブレンジャーが中心となり、今、ここにしかない魅力

を発信しますので、「nationalpark_japan」のフォローをお願いいたします。 

 また、国立公園にお出かけの際は、「#NationalPark_Japan」のハッシュタグで、

写真の投稿をお願いします。 



 

 

２．アカウント名、QR コード 

 国立公園 公式 Instagram (インスタグラム) 

 アカウント名：nationalpark_japan 

 https://www.instagram.com/nationalpark_japan 

 

 

３．開設日時 

 10 月３日（月）17 時頃 

 （以降、平日の 17 時～19 時頃に写真をアップします。） 

 

 

４．今後の展開 

開設日から 10 月 14 日までは、「国立公園満喫プロジェクト」で先行的・集中的に取組

を実施する国立公園の写真を投稿します。 

10 月 17 日以降は、紅葉、初雪、桜の開花など、月ごとにテーマを設定し、全国各地の

国立公園の季節の移ろいをリレーしたり、ハッシュタグ「「#NationalPark_Japan」のイベ

ントを開催するなど、様々な企画を展開する予定です。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５．初回投稿について 

 10 月３日（月）の初回は、スペシャルゲストとして、国立公園満喫プロジェクト有識者

会議のメンバーであるロバート キャンベルさんが、９月 13 日（火）～15 日（木）に阿蘇

くじゅう国立公園で捉えた「感動」の瞬間を投稿いたします。 

 
○ロバート キャンベル 氏（Robert Campbell)  

 

ニューヨーク市出身の日本文学研究者。東京大学大学院教授。 

江戸から明治時代の日本文学が専門で、とくに 19 世紀の都市空間と人

の心に強い関心を寄せている。また、文芸ジャンルを超えて、日本の

芸術、メディア、思想などにも造詣が深い。テレビで MC やニュース・

コメンテーター等をつとめる一方、新聞雑誌連載、書評、ラジオ番組

出演など、さまざまなメディアで活躍中。 

国立公園満喫プロジェクト 委員 

 
 
○インスタグラム開設に寄せるキャンベルさんからのコメント 

「僕は旅に出かけると、携帯でたくさん写真を撮ります。後で写真を通して見る風景は、肉眼

で見た時と少し違った印象を与えてくれて、それは、僕の脳みそを刺激して、再び旅へ出か

ける原動力にもなったりします。皆さんも、国立公園で撮った美しい風景や自然環境をイン

スタグラムでシェアしませんか。そうすれば、きっと国立公園の新しい魅力が現れ、旅がも

っともっと楽しいものに生まれ変わるに違いありません！」 

 
○初投稿写真 
① ② ③ 

①阿蘇の草千里にて。風に揺れる草原が綺麗です。 

 The Kusasenri grasslands of Aso. "Kusasenri-ga-hama" means "grass for a thousand miles." 

Really beautiful when the wind brushes over the field. 

②草千里に広がる美しい草原の維持が課題です。 

 Preserving the Kusasenri-ga-hama grasslands is one important task for this region. 

③カルデラの外輪にかかる朝霧が美しい。 

 Morning mist lining the outer ring of Aso's caldera. 

 


