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議題１ SUP2025 に基づく各機関の取組について 

（１）霧島地域の取組 

（２）桜島・錦江湾奥地域及び指宿・佐多地域の取組 

（３）地域間にまたがる取組 
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資料１－１   SUP2025に基づく各機関の個別取組について 

（１）霧島地域の取組 

    宮崎県 

えびの市 

高原町 

霧島市 

湧水町 

（２）桜島・錦江湾奥地域及び指宿・佐多地域の取組 

    鹿児島市                      

    指宿市 

    南大隅町 

（３）地域間にまたがる取組 

    鹿児島県 

    公益社団法人鹿児島県観光連盟 

    九州地方環境事務所 

 

資料１－２   SUP2025に基づく各機関の取組全体について 

 

資料２   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 

（改訂案） 

 

参考資料１ 令和４年度国際観光旅客税等を活用した 

地方公共団体・民間事業者向け補助メニュー 

参考資料２ 令和４年度予算国立公園インバウンド関連補助事業 

及び令和３年度補正予算国立公園等補助事業 

 



所属 役職名 氏名

国 九州農政局 農村振興部地方参事官 長野　誠司

九州森林管理局 計画保全部長 山根　則彦

九州地方整備局 企画部事業調整官 飯田　茂幸 代理

九州運輸局 （欠席）

九州地方環境事務所 所長 岡本　光之

県 宮崎県 環境森林部次長（総括） 田村　伸夫 代理

商工観光労働部観光経済交流局長 横山　直樹 代理

鹿児島県 環境林務部長 松下　正

観光・文化スポーツ部観光課主幹兼海外誘致係長 桐原　啓人 代理

地方自治体 都城市 商工観光部みやこんじょPR課長 丸田　啓司 代理

小林市 経済部長 山口　恭史 代理

えびの市 観光商工課長 吉留　伸也 代理

高原町 町長 高妻　経信

鹿児島市 観光交流部世界遺産・ジオパーク推進主幹 川畑　澄 代理

指宿市 産業振興部観光課主査 梶原　洋平 代理

垂水市 水産商工観光課長 大山　昭 代理

曽於市 商工観光課長 安藤　誠 代理

霧島市 市長 中重　真一

姶良市 企画部長 髙山　八大 代理

湧水町 町長 池上　滝一

南大隅町 町長 石畑　博

民間 (一社)九州観光推進機構 専務理事・事業本部長 渡邉　太志

(公財)宮崎県観光協会 （欠席）

(公社)鹿児島県観光連盟 国内誘致部長 橋口　多恵子 代理

鹿児島県旅行業協同組合 事務局長 兼　旅行事業部長 東鶴　香代子

宮崎銀行 地方創生部主任調査役 迫田　正明 代理

鹿児島銀行 地域支援部長 小笹 康浩

構成員
備考

令和３年度　国立公園満喫プロジェクト　霧島錦江湾地域協議会　出席者名簿



ＳＵＰ2025に基づく各機関の個別取組について

（１）霧島地域の取組

（２）桜島・錦江湾奥地地域及び指宿・佐多地域の取組

（３）地域間にまたがる取組

資料１－１



宮崎県（国定公園誘客促進の取組について）

●●県内４カ所の国定公園について、市町村と連携した誘客促進の取組を始めました

①背景

 国立公園満喫プロジェクト（R3～）
＝ 先行８公園からの横展開
→ 国定公園等を活用した広域的な自然観光推進

 改正自然公園法の施行（R4.4～）
＝ 地域主体の「自然体験アクティビティ促進」

地域主体の「利用拠点整備改善促進」

②誘客促進プランの概要

関係市町村と現状・課題等の認識を共有し、地域の実情を踏ま
えた誘客促進プランを策定するため、R3年度より協議会を設置し
取組開始（～R5）

●●R3 関係市町村と「国定公園誘客促進協議会」を設置
協議会開催（第1回：11月、第2回：２～３月（予定））・・誘客促進プラン案に係る協議、改正自然公園法等に関する

意見交換など
→ 誘客促進プラン策定（予定）

●●R4～R5 誘客促進プランに基づく取組（県：市町村等による「自然体験活動促進計画」等作成サポート など）

各国定公園ごとに以下の項目を整理。
１ 国定公園の現状・・利用状況、見どころ
２ コンセプト（特徴）と課題・・強み、弱み
３ 目標設定（利用者数）・・自然公園利用者数調に基づく
４ 今後の展開・・R4年度以降の取組内容（県、市町村）

霧島錦江湾国立公園

九州中央山地国定公園

日豊海岸国定公園

日南海岸国定公園

祖母傾国定公園



えびの市

えびの高原を主要観光地として再生に向け、新たな取組へ・・・

①足湯の駅えびの高原の再整備

 足湯の駅えびの高原を、えびの市が譲り
受け、再整備し、令和2年4月20日にリ
ニューアルオープン（１階フロア）

 足湯の駅2階の活用に向け、令和4年
度に設計、令和５年度以降2階フロア
を集客施設として再整備し、えびの高原
の拠点施設化へ再生

 フットプラザりんどうを民間譲渡し、令和4
年度以降民間による自主運営により土
産品等物販施設としての機能強化へ

②えびの高原キャンプ村を指定管理へ

 えびの高原キャンプ村の民間活力によ
る施設の有効活用と集客拡大

 指定管理者によるグランピング等自主
事業の取組により、キャンプ村を新たな
活用へ

③県道30号線の整備着手

 えびの市側からえびの高原ルートの基
幹道路である県道30号線の2車線
化工事が進捗中

写真や図表

④県道1号線の早期開通へ

 平成30年の硫黄山噴火による通行
止め中の県道1号線を早期開通に向
け工事に着手

足湯の駅えびの高原



高原町

ウィズコロナ・アフターコロナを見据えた『御池』整備による、関係・交流人口の創出

①御池皇子港の整備 ②御池キャンプ村でのワーケーション推進

 御池キャンプ村に、通信速度やセキュリティーを
改善した高規格Ｗｉ－Ｆｉを令和３年度中に整備
し、更なるワーケーションの推進を図る。

 １人用イスやテーブル・スクリーン、ホワイト
ボード、長テーブルを導入し御池の景観美の中で
会議や仕事ができるよう整備した。

 進入路の拡張工事やトイレの水洗化などにより、
港に下りて散策をする観光客などが増えた。

 大型バスも利用できる環境を整備し、ツアー旅行
の行程に入れ込みやすくなった。

 民間事業者が御池皇子港の廃屋と化していた老朽
化施設を撤去し、景観の改善を図った。今後は民
間事業者が主体となり、飲食等ができる休憩施設
等を設置予定である。

 民間事業者が足漕ぎボートやカヤックに加えＳＵ
Ｐのレンタルや遊覧船の営業を開始した。

 松の港に浮桟橋を新設し、皇子港と松の港（御池
キャンプ村）をつなぐアクティビティの拠点と
なっている。

 登山や御池周遊、神社、神楽、温泉を満喫できる
滞在型ツアーを実施した。山岳・観光ガイド育成
の機会となった。

 御池を中心とした町内周遊バス運行等による二次
交通の実証実験を行った。今後は、e-bikeを使っ
た体験プログラムの構築を図る。

③滞在型ツアー及び周遊バスの実証実験

●滞在環境上質化を目的とし、老朽化施設等の撤去を含め、一体的な景観改善 ●二次交通の検証
●民間事業者との連携による、火口湖の水面等を活かした新たなアクティビティの導入



霧島市（国宝・重要文化財（霧島神宮・鹿児島神宮））

●●霧島神宮の国宝指定、鹿児島神宮の重要文化財指定

①霧島神宮の国宝指定

 霧島神宮の「本殿・幣殿・拝殿」「附・棟札
二枚」が国宝に指定される見通しとなる。

 特別拝覧の実施については、早々に予約終
了となるなど、多くの方から注目を集めている。

②鹿児島神宮の国の重要文化財指定

国の文化審議会は昨年11月、霧島神宮社殿の一部を国宝に、鹿児島神宮社殿を国の重要文化財に指定するよう
文部科学大臣に答申した。

 鹿児島神宮の「本殿及び拝殿」「勅使殿」
「摂社四所神社本殿」「附・棟札一枚」が国
の重要文化財に指定される見通しとなる。

③周遊による地域経済活性化

 観光周遊策として、霧島神宮と鹿児島神宮
の２社に訪れることを促進し、周遊による地
域経済活性化を図る。



霧島市（e-Bike（電動アシスト付自転車）の活用）

●●e-Bikeを活用するアクティビティの導入

①地域特性

 雄大な霧島の自然
 坂道が多い
 観光名所も多い

②魅力

霧島市観光協会では、霧島市観光案内所及び日当山西郷どん村観光案内所においてレンタサイクルを実施中
季節ごとに移り変わる美しい霧島の自然を気軽に楽める

 下り坂では自然の中で爽快な風を感じられる
 上り坂を登りきれば美しい景色が見渡せるス

ポットがたくさん
 アップダウンではe-Bikeの機能を最大限発揮

できる

③サステナブル

 バッテリーの充電を太陽光発電で行う試行あ
り（脱炭素）

 健康づくり（健康増進）



湧水町

●●栗野岳周辺観光開発
●●栗野岳温泉（八幡大地獄）整備による交流人口の増加
●●企業参入による栗野岳周辺の滞在型・体験型観光の確立

①八幡大地獄の整備

 鹿児島県による魅力ある観光地づくり事業によ
り八幡大地獄周遊遊歩道の整備

 遊歩道整備に併せ付帯施設（スメ・給水施
設等）の整備

 県道整備により大型車両の進入を可能とする。

②企業参入による滞在型・ 体験型観光の確立

 温泉を活用した宿泊施設（グランピング・コ テージ）の整備
 温泉熱を活用した体験農園の整備
 地産地消によるカフェ・売店の整備
 周辺観光ツール（乗馬・登山・霧島アートの 森・トレッキン

グ）と連携した集客

写真や図表



鹿児島市（桜島・錦江湾ジオパークによる広域連携）

●●桜島・錦江湾ジオパーク（※１）のエリア拡大認定を受け、国立公園内での広域連携を実施
※１：2021年2月に鹿児島市全域、姶良市、垂水市にエリア拡大

①ジオツアーによる啓発

 参加者の保全意識、自然への関心を啓
発する取組。

 2021年10月、重富海岸での環境教
育やシラス台地で育つお茶のブレンド体
験を盛り込んだ鹿児島市・姶良市を巡
るバスツアーを実施。

 2021年11月、養殖カンパチの餌やり体
験や錦江湾の成り立ちについての説明を
盛り込んだ錦江湾・垂水市を巡るクルー
ズツアーを実施。

②スタンプラリーによる周遊性向上

 2021年7～11月、鹿児島市、姶良
市、垂水市の桜島・錦江湾ジオパーク
の関係施設等を巡るスタンプラリーを実
施。

 新型コロナウイルス感染症拡大防止対
策として、スマートフォンアプリを活用した
電子スタンプラリー。

 参加者実績371名。

③スケッチコンクールによる啓発

 郷土への愛着の醸成、自然への関心を
啓発する取組。

 鹿児島市、姶良市、垂水市の小学生を
対象に実施。

 2700点を超える応募。

④ジオガストロノミープロモーション

 鹿児島の食文化と背景にある地形・地質
とのつながりをストーリー付け、発信する取
組。

 郷土への愛着の醸成、地域活性化に寄
与する取組を検討中。



指宿市

●国立公園及び周辺の環境整備を進めている。また，各種PR媒体（ポスターやSNS等）を活用し，誘客促進
に向けたPRを展開している。

① 池田湖周辺の整備

 平成27年度から市が池田湖周辺観
光施設整備事業基本計画を策定し，
県魅力ある観光地づくり事業の採択を
受け，令和元年12月より整備工事に
着手。令和４年10月に一部供用開
始の予定。（観光施設や公衆トイレ，
広場・駐車場等の整備）

 池田湖畔に水上アクティビティの拠点となる艇庫を新築整備（H31.4供用開始）

 大河ドラマ「西郷どん」の放
映を受け，ゆかりの地・鰻
池を整備（H29~R3）

・ 公衆トイレ・駐車場の整備
・ 集落内道路の景観整備
(型押し舗装)
・ サイン整備(13匹の犬)
・ スメ広場の整備
・ フリーWi-Fi(２基)の整備

 薩摩長崎鼻灯台が「恋する灯台」に認定された
ことを受け，SNS映えするサイン整備を実施。

 国立公園誘客に向けたポスター等の作製

② 鰻温泉（鰻池）の整備
③ その他（長崎鼻等）の整備

整備地のイメージパース

池田湖面でのカヤック利用

左／長崎鼻のサイン整備，中央／長崎鼻PRポスター，右／知林ヶ島PRポスター
左上／公衆トイレ，左下／スメ，右／サイン整備

観光施設イメージパース



南大隅町（佐多岬ナイトプログラム造成事業）

●●本土最南端である佐多岬への戦略的な誘客を図るため、これまで体験することができなかった佐多岬のナイト
タイムエコノミーを提供できる体制の構築を目指す。
●佐多岬の夜間利用の安全性を確保した上での夜間利用の可能性を検証。
●来訪者の満足度向上、情報発信により幅広い層の利用機会の推進につなげて、WithコロナAfterコロナに向けた取り組みを構築する。

①佐多岬園地入口トンネル内での
ライトパフォーマンス

 佐多岬海域公園をイメージと
した「海、緑、星」を表現し、
人為的なものから本物の自
然がストーリー性をもって一体
化する様子をライトパフォーマ
ンスにて表現。

②アドベンチャーツーリズム
「さたでい号乗船」

 国内第１号として指定された海中公園を
楽しむことができるさたでい号へ乗船し、海
中散歩を体験。

③佐多岬星空観察

 本土最南端の佐多岬から
見える夜空を星空案内人
と一緒に天体望遠鏡で月
や星を観測。また撮影等
を実施予定としていたが、
あいにくの天気だったため
星空案内人の説明のもと
佐多岬から見える星空の
動画を放映。

 雲の切れ間から木星を観
測。光るペンを使用し、空
中お絵かきを実施。



南大隅町（佐多岬ナイトプログラム造成事業）

④佐多岬展望台 サンセットヨガ

 絶景夕日スポットである佐多岬展望
台で夕日を全身に浴びながら、講師
のもとヨガを実施。

 屋外展望所では夕日を浴びながらヨ
ガポーズを撮影し、参加者へ写真
データをプレゼント。

 屋内展望所では講師の指導のもと、
ヨガを体験し、喧噪な日常から解放さ
れ「心の洗濯」効果を体感。

⑤サステナブルツーリズム
「早朝海岸清掃」

 地域の環境を守る観点から、大
泊海岸の漂着ゴミの清掃作業
を体験し、国立公園の持続可
能な利用推進の意識を醸成。

⑥早朝佐多岬展望台での
モーニング

 夜間体験のみでは見えない佐
多岬展望台からの景観を明る
くなってから眺望し、佐多岬の
２つの景色を体感し、新たな
食事の楽しみ方を創出。



霧島錦江湾国立公園と世界自然遺産を組み合わせた周遊ツアーを作成（令和２年10月）

鹿児島の国立公園への欧米豪の富裕層誘客を目的に，自然・文化体験を中心
とする高単価ツアーを造成

2

1

3

4

モニターツアーを実施（令和３年３月）

海外の旅行会社とメディアを招請（令和２年11月）

ツアー販売体制を構築（令和３年１月～３月）

1

桜島での火山学習や霧島でのトレッキング等を通じて活火山の魅力を肌で感じ，屋久島・奄美
大島では自然・文化を体験するツアープランを作成。

在日の海外旅行関係者の招請を実施し，商品化
と情報発信を実施。

国内在住の外国人をターゲットとするモニター
ツアーを実施し，ツアー内容の改善を実施。

セールスツール（Webサイト・旅行会社向け
パンフレット）作成の他，ウェビナーによる
宣伝，予約・販売・運営体制を構築。

（ご参考）ツアー販売ページ:https://www.jp.wondertrunk.co/kagoshima

鹿児島県（令和２年度霧島錦江湾国立公園を中心とする鹿児島の国立公園周遊促進事業）

【環境省国立公園満喫プロジェクト先進的インバウンドプロジェクト支援事業】

https://www.jp.wondertrunk.co/kagoshima


火山のエネルギーを感じるツアー “Volcano Discovery Tour”

料 金：1人30万円から（日数：３泊４日から）

主な内容：(桜島)専門家同伴の火山学習，錦江湾クルーズ，農家ランチ，等
(霧島)韓国岳山頂での料理体験，大浪池登山，雲海見学，等

宿 泊：天空の森，城山ホテル鹿児島，妙見石原荘

2

1

3

太古の森で動植物と出会うツアー “Fairytale Island Tour”

料 金：1人28万円から（日数：３泊４日から）

主な内容： (桜島)専門家同伴の火山学習，錦江湾クルーズ，農家ランチ，等
(屋久島)西部林道ショートハイク，箸づくり体験，安房川SUP，等

宿 泊：城山ホテル鹿児島，SANKARA Hotel&Spa 屋久島，海の胡汀路てぃーだ

奄美大島トロピカルアイランドツアー ”Tropical Island Tour”

料 金：１人41万円から（日数：３泊４日から）

主な内容：(桜島)専門家同伴の火山学習，錦江湾クルーズ，農家ランチ
(奄美大島) 大島紬泥染め体験，ビーチヨガ，鰹釣り/鰹節作り体験，等

宿 泊：城山ホテル鹿児島，伝泊 The Beachfront MIJORA
２

鹿児島県（令和２年度霧島錦江湾国立公園を中心とする鹿児島の国立公園周遊促進事業）

【環境省国立公園満喫プロジェクト先進的インバウンドプロジェクト支援事業】



「霧島エリア」における霧島・えびの高原ロングトレイルコース整備事業 にプラスして
→環境省事業を活用し、「桜島・錦江湾エリア」「霧島エリア」における【火山が生み出す「自然」「海」「文化」のストーリー】に共感する
人々が訪れ、消費が促されるとともに、エリアをけん引する人材が明確になっている状態をゴールに設定。
→ターゲット（来てほしい人）アウトドア好き女性、欧米豪の文化的探検家（アドベンチャーツーリズムに関心がある層）

① キックオフセミナー、シンポジウム（オンライン）

 令和３年８月20日実施、約60名参加
 事業説明と「霧島錦江湾国立公園の課題と展望」をテーマにパネルディスカッションを実施。

② ファムトリップ

 令和３年10月13日～16日実施、専
門家やガイド候補生など計23名参加

 桜島から霧島を繋ぐルートで、カヤックや
E-BIKE、トレッキングを始めとした、様々
な楽しみ方を体験し、課題などの洗い出
しを実施

③ モニターツアー

 令和３年11月20日～22日実施
 インフルエンサー3名参加

様式２－１

④ その他

 PV制作
 「桜島・錦江湾」「霧島」の魅力を繋ぐ滞在型
ツアーを造成

公益社団法人鹿児島県観光連盟（桜島と霧島・えびの高原を繋ぐ架け橋に）
～シーカヤックとEbikeで繋ぐ霧島錦江湾国立公園満喫プロジェクト～



九州地方環境事務所（サステナブルツーリズムの推進 ～地域関係者の主な意見～）

■サステナブル（コンテンツ/ツーリズム）
地域特有の自然環境・文化等に沿った地域ならではのストーリー（＝魅力）を
正しく伝え、それらを大事にしている観光
例）自然や地域文化等の地域資源、生業等に対するインパクトを軽減している。

地産地消、自然環境保全と地域経済の好循環、再生可能エネルギーの
活用や脱プラスチック等に配慮されている

①サステナブルへの主な意識

 「サステナブル」の言葉は、地域ではあまり広まっていない。
 地域での当たり前な/伝統的な取組が、サステナブルに

相当する。
例）観光地の清掃・ゴミ持ち帰り、地産地消、

リサイクル、ウミガメ保護
 欧米、若者（特に修学旅行）、大企業、ガイドは

SDGｓやサステナブルを意識する傾向

②サステナブル（コンテンツ/ツーリズム）
推進への主な課題

③今後の方向性

 誘客にあたっては、「ここにしかない」コンテンツ自体の魅力
が必要であり、魅力の創出、ストーリー等の構築を意識し
ていく。

 従来の取組にも、サステナブルな要素（魅力の一つ）が
含まれていることを認識し、 PR時に意識していく。

 受入体制等を考慮しつつ、修学旅行等にはSDGs面で
も積極的にアプローチしていく。

 地域事業者等の関係者間で、サステナブル等について周
知を図っていく。

森林セラピー（霧島）
（写真協力：公益社団法人 鹿児島県観光連盟）

 ニーズが不明
⇒訪日外国人、修学旅行等の若者世代には
ニーズあり

・学習指導要領の改訂（幼小中高）
→「持続可能な社会の創り手の育成」が明記
例）一部の旅行会社では、新たな動きとして、

教育旅行向けにSDGsに着目した体験
メニューの開発に取組中

 経済的利益も必要
農作物の収穫体験
（写真協力：鹿児島市）



【現地調査】焼酎の工場見学＜霧島酒造＞（都城市） サステナブル①

■概要
霧島ファクトリーガーデンにて、「観る、知る、くつろぐ、味わう」を体験。霧島山の降雨が濾過され蓄えられた水が活用され

ていること、原料の地産地消、焼酎粕や芋くずをバイオガス生成、発電、堆肥等に活用していることなどを学ぶ。

①地域ならではの自然環境等（地域特性） ②ストーリー（魅力）

 1）焼酎の製造に使う材料のさつまいもは100％九州産で、
仕込水は100％霧島裂罅水である。霧島裂罅水について
は、自由に汲める場所（霧島裂罅水の泉）を無料で開放
している。原料米も地元宮崎産の使用量を増やすことにより、
原料輸送にかかるCO₂排出量を抑えている。（※1、※2）

 2）リサイクル資源の利用率100％を目指すため、焼酎粕や
芋くずから生成したバイオガスを利用して発電し（サツマイモ
発電） 、電力会社に提供している。また、工場内に充電ス
タンドを設置し、サツマイモ発電の電力を主電力とした社用
EV(電気自動車)を導入している。バイオガスを生成した後の
残渣は、堆肥として地域の畑に利用されている。（※2）

 3）上記の取組について、ガイド付きの工場見学に限らず、
敷地内の様々な場所にある解説パネルにより学習することが
できる。（※3）

③大事にしていること  ※1地産地消
 ※2脱炭素
 ※3普及啓発

■コンテンツストーリー

 霧島山は、非常に沢山の雨が降る。霧島山に
降り注いだ雨はシラス層や火山灰土壌を通り
ながら数十年の歳月をかけて自然とろ過され、
地下深くに蓄えられた水（霧島裂罅水）と
なっている。

 南九州の大地は過去数十万年の間に巨大噴
火に何度も遭遇し、南九州独特の地質（九
州のシラス台地）を生み出したとされており、さ
つまいもの生産に適した土地になっている。

霧島裂罅水 霧島裂罅水の水汲み場

ヒアリング先：焼酎の里 霧島ファクトリーガーデン 出典：霧島酒造株式会社HP



【現地調査】足湯の駅えびの高原e-bike（えびの市） サステナブル②

■概要
坂道が多くて魅力的な見所が点在するえびの高原足湯の駅（観光・トレッキングの拠点）で、小回りのきくレンタルe-bike
ですいすいと周遊できる。えびの高原は路上駐車が問題となっているところ、交通手段の選択肢を増やす効果もある。

①地域ならではの自然環境等（地域特性） ②ストーリー（魅力）

 e-bikeを貸し出す場合に推奨しているルートは、「足湯の駅えび
の高原に車を駐車後、e-bikeで大浪池登山口まで行き、大浪
池登山口にe-bikeを停め、徒歩で大浪池まで登山し、e-bike
で足湯の駅えびの高原まで戻ってくる」というルートである。推奨し
ている理由は、約1時間の貸出時間で周れるルートであることと、
大浪池から見る硫黄山の景色が綺麗なことである。（※1、
※2）

 e-bikeという選択肢が増えることにより路上駐車の抑制に寄与
することが期待される。車は、足湯の駅えびの高原または隣接し
ているえびのエコミュージアムセンターに駐車できる。（※3）

 今後、e-bike利用時における安全対策を強化する予定として
いる。また今後のルート設定案として、高千穂河原（片道約
13km）や白鳥温泉上湯（片道約7km）までのルートを考え
ていく予定である。（※4）

③大事にしていること  ※1健康増進
 ※2脱炭素
 ※3環境保全
 ※4安全面の強化

■コンテンツストーリー

 足湯の駅えびの高原周辺には自然の魅力豊かな
スポットが多数あり、観光名所の例として、県道1
号と登山道を経由して片道約4kmの距離に、大
浪池が挙げられる（足湯の駅えびの高原から大
浪池登山口まで約3km、大浪池登山口から大
浪池避難小屋（休憩所）まで約900m）。

 えびの高原では路上駐車禁止の案内板が設置さ
れているにもかかわらず、路上駐車が頻繁に見られ
問題になっている。

 足湯の駅えびの高原周辺の主要道路には自転
車専用道がない。

足湯の駅えびの高原 e-bike

ヒアリング先：足湯の駅えびの高原



【現地調査】桜島の暮らしを感じる散策ツアー（鹿児島市） サステナブル③

■概要
「活火山でどのように人々が暮らしているのか」をテーマに、桜島の集落を散策しながら、活火山で生きる人々の文化や歴史、
防災を見聞きすることで、火山に関する自然災害とどのように向き合い、暮らし続けているのかを知り、参加者の暮らす地域と
の違いや共通点を考えることができるプログラム

①地域ならではの自然環境等（地域特性） ②ストーリー（魅力）

 田舎道の散策で見た、桜島小みかんは、土石流によって形成され
た火山麓扇状地の恵みであることが解説された。（※1）

 ツバキについて、「ツバキは降灰をものともせずに美しく花を咲かせ、
実をつけることをやめなかった過去があるため、全国有数のツバキ油
生産地となった」というガイドの解説があった。（※1）

 墓地では、「昔から桜島周辺の墓には、火山灰よけの屋根がついて
いる」ことや、集落の小道には「溶岩から造られた石垣が立ち並んで
いること」の解説があった。（※2）

 「桜島周辺で一定量以上の降灰がみられた際に、自治体から一
般家庭に克灰袋が配布され、集めた灰を詰めて指定の場所に出
すと、無料で回収される仕組みがあること」が解説された。（※3）

 桜島では砂防対策に力を入れていることの解説があった。桜島の地
形と災害について学ぶことができる。（※3）

③大事にしていること  ※1地産地消
 ※2文化の継承
 ※3地域との関わり（防災等）
 ※健康増進 ・ツアーの中で、
約3km、桜島の田舎道を歩い
て散策する。

■コンテンツストーリー

 桜島の北西部の扇状地は、水はけがよく、日
当たりが良い。

 桜島は現在も噴火を繰り返す活火山。小規
模な噴火の頻度は数週間に1回の時もあれば、
1日に2、3回の時もある。

 桜島には普段水が流れていない川底や山体に
火山灰が多く堆積しているため、少ない降雨で
も土石流が発生し、住民や人家に被害を及ぼ
してきた。

桜島ジオサルクによる
ガイド

桜島小みかん畑

ヒアリング先：桜島ジオサルク 出典：桜島ジオサルクHP



【現地調査】かつお節製造工程見学ツアー（指宿市） サステナブル④

■概要
指宿市名物のかつお節は歴史が古く、明治時代から始まった製造方法は、時代を越えて受け継がれている。かつお節になら
ない骨・頭も余すことなく活用しており、さらにかつお節を燻す木材は県産材を使用。当ツアーでは、現地の製造工場と大型冷
凍庫の見学、茶節づくりを通じてかつお節の美味しさとエコを体感。

①地域ならではの自然環境等（地域特性） ②ストーリー（魅力）

 指宿市の基幹産業として全国のかつお節製造量の約3割
（年間：約1万トン）を製造している。生産額は年間約
100億円に達する。特に本枯節の生産量は全国の約7割
を占める。一般的に流通しているかつお節は、製造期間が
約1か月の「荒節」である。対して「本枯節」は製造に半年以
上もの期間を要するが、賞味期限がない（決して腐ることの
ない）保存食にもなりうる。（※1）

 かつお節を燻すために使われる木材のほとんどは、鹿児島県
内のカシ類である。カシ類は暖かい地方に多い。（※2）

 かつお節製造の過程で出たカツオの骨は他の魚の餌資源に、
頭は魚油等に利活用されている。ツアー中にも、「カツオはエ
コの魚」として紹介される。（※3）

③大事にしていること

 ※1 文化の継承（本枯節を後世に残す）
脱炭素（冷蔵保存の必要がない）

 ※2 地産地消
 ※3 資源の有効利用

ヒアリング先：NPO法人 指宿観光&体験の会 出典：大丸鰹節HP、指宿観光&体験の会HP
■コンテンツストーリー

 山川でかつお節造りが始まったのは明治42年と
古く、伊予のかつお節製造業者が山川の納屋
を借りて土佐節をつくり、その製法を習得して始
められたのが山川かつお節である。

 古くより漁業や貿易の港として栄えていた港に
かつお漁船の入港が多くなり、かつお節の製造
が盛んに行われるようになった。

 鹿児島県は一年を通して暖かく、湿度が高い
土地柄である。

ガイドの様子 かつお節工場の作業風景



【現地調査】カンパチ餌やり体験（垂水市） サステナブル⑤

■概要
桜島を目前にして錦江湾の水深、潮流を活かして養殖されているカンパチに、鹿児島県産の茶葉や焼酎粕を有効活用した
餌をまくと、勢いよく餌を食べるカンパチが大迫力。修学旅行生に自然相手の仕事であることを伝えた結果、後に漁港で就職
した生徒もいた。大型冷蔵庫とカンパチ解体の見学、刺身の試食もあり。

①地域ならではの自然環境等（地域特性） ②ストーリー（魅力）

 水深が深いため年間を通してカンパチの養殖に適した水温
帯であり、潮流が速いため、運動量が増えて身が締まり脂の
のりがよい良質なカンパチを育てることができる。（※3）

 修学旅行の一環で参加した学生が数名、漁港で就職した。
中には関西からの就職者もおり、修学旅行での体験が雇用
に繋がっている。（※1）

 カンパチの餌にはカタクチイワシ等の魚類だけでなく、鹿児島
県産の茶葉や焼酎粕が使われている。カンパチの臭みをとる
役割と、海水の汚染を防止する役割がある。餌に使われる
茶葉は、カンパチの魚粉を肥料として栽培されている。焼酎
粕は、昭和40年頃まで海上投棄されていた焼酎粕を飼料
として有効利用した結果である。（※2、※3、※4）

③大事にしていること  ※1 普及啓発
 ※2 海洋環境の保全
 ※3 地産地消
 ※4 資源の有効利用
・養殖中の死魚は農業肥料の
一部として有効利用されている。

 錦江湾は、豊富なミネラルを含んだ黒潮の分
流が湾内に流れ込む。また、黒潮の潮流が
速いことが特徴である。カンパチを養殖してい
る海の水深は70-150ｍである。

 ガイドは、修学旅行生にありのままの仕事風
景を体験してもらい、「仕事」を知ってもらうこ
とを心掛けている。漁師は自然相手の仕事
であることを伝えている。

 カンパチの餌を与えすぎると、海水が汚染され
るだけでなく、餌代がかかってしまう。

 鹿児島県はサツマイモ・焼酎の生産が盛ん。

ヒアリング先：垂水市漁業協同組合 出典：垂水市漁業協同組合HP

■コンテンツストーリー

カンパチの養殖イケス カンパチの解体



【現地調査】霧島市観光案内所e-bike（霧島市） サステナブル⑥

■概要（サステナブルコンテンツ）
坂道が多くて魅力的な温泉や見所等が点在する霧島神宮周辺で、小回りのきくレンタルe-bikeですいすいと周遊できる。
コース紹介時に見所やハードさも伝えているほか、乗り方のレクチャーもあり。地元の方が健康づくりのために利用することも。

①地域ならではの自然環境等（地域特性） ②ストーリー（魅力）

 e-bikeの導入により、2次交通の充実に繋がった。坂道が多い地
形でe-bikeの機能を最大限発揮でき、都会では味わうことのでき
ないサイクリング体験を利用者に提供できている。

 駐車場が少ない場所でもアクセスできることもメリットの一つ。
 安全面として、レンタル時の乗り方のレクチャーも行っている。

（※1）
 案内所では、e-bike初心者や霧島地域を知らない人でも楽しめ

るよう、コースの紹介をしている。観光名所の特徴、おすすめの巡る
順番とその距離や所要時間、地形の高低差や体力面のハードさ
も教えている。（※1）

③大事にしていること

 ※1 健康増進
観光客の利用だけでなく、地元の方が健康づくりのために、
ジム代わりに利用するなど、健康増進にもつながっている。

 ※脱炭素
R3に試行的にバッテリーの充電を太陽光発電で行った。

 霧島神宮周辺のバスは１時間に１本程度。
 坂道が多い地形である。
 霧島市内には有名な観光名所も多いが、

車では行けないような田んぼ道等、霧島の
田舎ならではの風景も魅力的である。

ヒアリング先：霧島市観光案内所（霧島市観光協会） 出典：霧島市観光協会HP

■コンテンツストーリー

e-bike霧島市観光案内所



【現地調査】クロツラヘラサギの観察ツアー（姶良市） サステナブル⑦

■概要
桜島と錦江湾を一望できる景観地で、毎年越冬にやってくる絶滅危惧種クロツラヘラサギを観察し、ガイドとともに自然の保
全・共存について考えるツアー。高台からクロツラヘラサギを驚かせずに、近距離で観察することができる。ツアーの実施がクロツ
ラヘラサギの個体数調査を兼ねることも。

①地域ならではの自然環境等（地域特性） ②ストーリー（魅力）

 NPO法人くすの木自然館では過去に当湿地の開発が検
討されたことから、地域の理解促進や、行政と共に湿地の
あり方を検討するなど、湿地の保全に向けた働きかけを行っ
ている。ガイドの解説の中では、クロツラヘラサギを「人の暮ら
しと距離が近い絶滅危惧種」として紹介するなど、自然の
保全・共存についてツアー参加者に考えてもらえるような解
説を心掛けている。（※1、※2）

 本ツアーでは、クロツラヘラサギの個体数調査を兼ねることが
ある。

 ガイドは鳥類を驚かさないため、決して湿地に接近せず、高
台から観察することを徹底している。

 ウォーキングとE-bikeの2つのプランがある。（※3）

③大事にしていること

 ※1 生息域の保全 ・観察地点付近には海洋ゴミを入れる
「拾い箱」が設置されている。（実施者：日本財団）

 ※2 普及啓発
 ※3 健康増進

ヒアリング先： NPO法人 くすの木自然館 出典：くすの木自然館HP
■コンテンツストーリー

 クロツラヘラサギは環境省レッドリストの絶滅危惧IB
類に分類されている。湿地がクロツラヘラサギの越冬
地の一つになっており、様々な鳥類の生息の場と
なっている。

 観察地点はクロツラヘラサギを近距離で観察できる、
世界的に珍しい場所である。クロツラヘラサギ含め
様々な野鳥（カワウ、ハマシギ、オオバン、カイツブリ、
カワセミ、カモ類など）の観察に適している。

 桜島と錦江湾を一望できる場所である。
 観察地点付近の海岸には、漂着ゴミが見られる。

鳥類に関する解説風景 クロツラヘラサギ保全に関する看板



【現地調査】大泊海岸でのウミガメ保護（南大隅町） サステナブル⑧

■概要（サステナブルコンテンツ）
佐多岬周辺の大泊海岸でウミガメが産卵したが、漂着ゴミが多いため、オーシャンビューが魅力の隣接ホテルが海岸を清掃
し、また地域団体と協力してウミガメの卵を保護した。

①地域ならではの自然環境等（地域特性） ②ストーリー（魅力）

 ウミガメが産卵した海岸は、ホテルのスタッフが定期的に清掃
活動を実施しているが、ゴミの回収が追いつかない状況である。
今後も、ホテル利用者の満足度の向上とウミガメ（環境）の
ために、ホテルスタッフが海岸清掃を継続する。（※1）

 タヌキ等の野生鳥獣は、ウミガメの卵を食べてしまうことがある
ため、産卵が確認されると、南大隅町のボランティア団体「渚
を守る会」が中心となり、ウミガメの卵の保護をしている。さらに、
渚を守る会は、海岸に保護網を設置する等を行い、ウミガメ
の卵を野生鳥獣から守る取組を行っている。また、ホテルのロ
ビーにウミガメ写真館があり、ホテル近くの海岸に上陸したウミ
ガメの写真が展示されている。ウミガメ写真館内では、ホテル
と渚を守る会のウミガメに関する取組の写真が展示されていた
り、ゴミの分別を促す掲示物がある。（※1、※2）

③大事にしていること
 ※1環境保全
 ※2普及啓発

■コンテンツストーリー

 令和3年、35年ぶりにウミガメがホテル近くの海
岸へ上陸し、産卵した。産卵した卵はふれあい
センターホテル佐多岬の職員が保護し、孵化さ
せた（タヌキ等に食べられないため）。しかしそ
の海岸は漂着ゴミが多く、荒波や台風の後は、
ゴミが大量に漂着する。

 周辺には飲食店やコンビニはなく、街灯やひとけ
が少ないこともあり、「なにもない贅沢」を体験す
ることができる。しかしながら、これらの条件より、
野生鳥獣が多い地域でもある。

ふれあいセンターホテル佐多岬 ウミガメ写真館

ヒアリング先：ふれあいセンターホテル佐多岬 出典：ふれあいセンターホテル佐多岬HP



高千穂峰の樹氷とご来光
（霧島市観光写真素材ライブラリーより）

夜間ツーリズムの推進 ～地域関係者の主な意見～

①夜間コンテンツ推進への主な課題

 夜間に対応する人員の確保
 暗所での安全確保

■夜間コンテンツ（夕方～夜～早朝）
宿泊や長期滞在につながる観光
（推進の背景・目的）近隣からの日帰り旅行者が多い

夕方～夜間～早朝コンテンツを充実⇒宿泊促進・地域活性化

②今後の方向性

 誘客にあたっては、「ここにしかない」コンテン
ツ自体の魅力が必要であり、魅力の創出、
ストーリー等の構築を意識していく。

（例）約570年の歴史がある霧島神楽
御池の湖面に朝日、夕日や星空、
高千穂峰等



【現地調査】早朝・夕方の御池（高原町・都城市） 夜間①

■概要
御池のキャンプ村では、早朝の静けさの中で野鳥がさえずる。御池の湖面に美しい夜景が鏡映しになることも。

①地域ならではの自然環境等（地域特性） ②ストーリー（魅力）

 御池のキャンプ村では早朝の静けさの中で野鳥の声が聞こえる。
 風がない晴れた日には、御池の湖面に朝日、夕日や星空、高
千穂峰等が綺麗に見える。

③安全面

 御池周辺に街灯が無いため、湖面付近に歩いていく
場合はライトが必要

■コンテンツストーリー

 御池は野鳥等の多様な生物を観察できるス
ポットであり、約140種類の野鳥がいる。

 展望台から湖面を見下ろすと、湖面に高千穂
峰が映る。

 御池周辺には街灯がない。

御池(夕焼け)

ヒアリング先：高原町観光協会

提供：中武利仁提供：中武利仁

早朝の御池



【現地調査】霧島郷土芸能の夕べ（霧島市） 夜間②

■概要
夕べに霧島国際音楽ホール「みやまコンセール」にて、約570年の伝統があり神話に基づく「霧島神楽」や霧島市無形文化
財「霧島九面太鼓」を無料で堪能。近隣の宿泊施設からは送迎バスもあり。

①地域ならではの自然環境等（地域特性） ②ストーリー（魅力）

 霧島神楽は、約570年前から霧島神楽が奉納される伝統が
あったが、約70～80年前に一度途絶えた。霧島町の活性化
及び芸術文化振興、観光振興のために霧島神楽を復活させ
たいとの町政方針もあり、平成8年に復活の動きが活発になり、
霧島神楽振興会が組織され復活した。

 調査日に演じられた神楽の第五座は、幼い可憐な男女の童
たちによる三番叟である。三番叟は五穀豊穣を祈願する神で
ある。第八座は神話で有名な、弓矢と釣り竿をとりかえる物語
を神楽にしたものである。

③安全面

 みやまコンセールは、駐車場およびトイレが完備されており、駐車
場から会場までの歩道に歩道灯があることから、安全性が高い。

 現在は実施されていないが、コロナ前は、みやまコンセールまでの
距離が約3km以上離れた宿泊施設からは、ホテルによる送迎
のバスが用意されていた。

ヒアリング先：霧島郷土芸能の夕べ実行委員会 出典：みやまコンセールHP
■コンテンツストーリー

 霧島神楽は、霧島神宮に奉納される神楽で、
天孫降臨から始まり、天の岩戸までが古文書
に基き、全八座で構成されている。

 霧島九面太鼓は、霧島神宮の宝物として保
存されている九つの面と伝え継がれている「天
孫降臨」の神話をもとに、国の始まりの荘厳さと
勇壮さを太鼓を使って表現する、霧島神宮の
奉納太鼓で霧島市無形文化財である。

霧島九面太鼓



【現地調査】ダイヤモンド桜島（霧島市） 夜間③

■概要
中茶屋公園は高台の開けた場所にあり、桜島や錦江湾を一望できる。秋から冬にかけて「ダイヤモンド桜島」と呼ばれる、桜
島の山頂付近に夕日が沈む様子を見ることができる。

①地域ならではの自然環境等（地域特性） ②ストーリー（魅力）

【日没前】
 「ダイヤモンド桜島」と呼ばれる、桜島の山頂付近に夕日が沈
む様子を見ることができる。

 桜島の噴煙に夕日の色が映り、錦江湾の水面に一筋の夕日
の光が映る。とても神秘的な光景である。

 地元の方の情報によると、雨上がりの風が少ない晴天時は、
噴煙と錦江湾の水面が赤めいて見えるため、綺麗な写真が撮
影できるとのこと。

【日没後】
 ダイヤモンド桜島が有名であるが、太陽が桜島の裏に沈んだ後、
日の光が桜島を後ろから照らして、夕焼けの中に桜島のシル
エットが浮かび上がる景色も綺麗である。

③安全面

 整備された公園であり、駐車場からすぐに展望所があるため、
危険性は少ないと思われる。

出典：鹿児島県観光サイトHP
■コンテンツストーリー

 中茶屋公園は、標高約150mにあり、桜島と
錦江湾を囲む海岸線を一望できる。

 「日本百景展望所（霧島錦江湾国立公
園）」の看板があった。

 かつて、島津氏と大隅の大名肝付氏が攻防を
繰り広げた場所であると言われており、駐車場
には「戦国時代の福山」の看板が設置されてい
る。

桜島



【現地調査】魚野フライトエリアの雲海（湧水町） 夜間④

■概要
盆地、昼夜の寒暖差、高い湿度といった条件下で発生する雲海を一望できる。

①地域ならではの自然環境等（地域特性） ②ストーリー（魅力）

 気象条件が合うと、雲海が見られる。
 地域住民によると、雲海が観られる時期は11月頃から2月頃
までで、時刻は日の出前から9時頃まで観賞できるとのこと。

 気象条件は、湿度が高いこと（前日に雨が降った等）、風が
少ないこと、夜から朝にかけての寒暖差が大きいこと、等である。

 24時間開放している駐車場やトイレ、屋根付きの休憩所等の
施設があり、鑑賞しやすい場所である。調査当日は、車内泊
の車が3台見られた。

③安全面

 県道448号から魚野フライトエリアに続く道は、舗装されていな
い砂利道で、道幅の狭い（対面通行できない）道路。

 駐車場から観賞ポイントまでは近い距離にあるため、安全面に
危険は感じられなかった。

 雲海鑑賞に適した日は、湧水町内でも霧が発生しているため、
運転に注意が必要である。

出典：鹿児島県観光サイトHP
■コンテンツストーリー

 湧水町は九州山地と霧島連山に囲まれた盆
地地形。

 本地域は降水量が多い南九州エリアであると
共に、鹿児島県内でも昼夜の寒暖差が激しい。

 川内川からの湿度が供給されやすい。
 テイクオフ場ということもあり、周囲が開けており
木等の障害物がない。

雲海



主催 環境省霧島錦江湾国立公園管理事務所
協賛 公益財団法人 宮崎県観光協会

公益社団法人 鹿児島県観光連盟

霧島錦江湾国立公園フォトコンテストの実施

募集テーマと部門 暮らしと国立公園 部門
ナイトタイム 部門

応募総数 747枚



フォトコンテスト 応募作品例（暮らしと国立公園部門）

＜高千穂牧場から高千穂連山を臨む＞
撮影場所:都城市 撮影日時:2021年3月 15時頃

＜噴煙を上げる桜島＞
撮影場所:鹿児島市 撮影日時:不明

＜桜島フェリー＞
撮影場所:鹿児島市 撮影日時:2021年11月 11時頃

＜生駒高原のコスモス＞
撮影場所:小林市 撮影日時:秋 夕方

撮影場所は確認中のため暫定的に記載



フォトコンテスト 応募作品例（暮らしと国立公園部門）

＜朝焼けの開聞岳＞
撮影場所:指宿市 撮影日時:2016年12月 7時頃

＜韓国岳から大浪池＞
撮影場所:霧島市 撮影日時:2021年5月 5時半頃

＜協和展望所から臨む海潟漁港と桜島＞
撮影場所:垂水市 撮影日時:2021/10/7 8時半頃

＜山川製塩工場跡＞
撮影場所:指宿市 撮影日時:2021年11月 13時半頃



フォトコンテスト 応募作品例（暮らしと国立公園部門）

＜韓国岳山頂よりモノクロの錦江湾と桜島＞
撮影場所:霧島市 撮影日時:2020年9月 8時頃

＜大浪池の樹氷＞
撮影場所:霧島市 撮影日時:冬期

＜霧島神宮＞
撮影場所:霧島市 撮影日時:2021年11月 朝

＜小牧の棚田より桜島を臨む＞
撮影場所:霧島市 撮影日時:2021年10月 6時半頃



フォトコンテスト 応募作品例（暮らしと国立公園部門）

＜茶畑越しの霧島連山＞
撮影場所:霧島市 撮影日時:2021/4/15 5時半頃

＜早朝の重富漁港＞
撮影場所:姶良市 撮影日時:2011/12/31 7時半頃

＜霧島神宮山神社＞
撮影場所:霧島市 撮影日時:2018年8月 7時半頃

＜魚野の夜明け＞
撮影場所:湧水町 撮影日時:早朝



フォトコンテスト 応募作品例（暮らしと国立公園部門）

＜錦江湾越しの開聞岳夕景と子供剣士＞
撮影場所:南大隅町 撮影日時:2021年9月 18時半頃

＜雄川の滝＞
撮影場所:南大隅町
撮影日時:2021/11/16 昼

＜佐多岬＞
撮影場所:南大隅町
撮影日時:10/31 夕方



フォトコンテスト 応募作品例（ナイトタイム部門）

＜Kirishima Star trail（韓国岳）＞
撮影場所:小林市
撮影日時:2021/10/5 夜

＜万緑の霧島山＞
撮影場所:小林市
撮影日時:2020/8/1 5時半頃

＜早朝の韓国岳・冬＞
撮影場所:小林市 撮影日時:2020年2月 6時頃



フォトコンテスト 応募作品例（ナイトタイム部門）

＜韓国岳の初日の出＞
撮影場所:小林市 撮影日時:2020/1/1 6時半頃

＜御池にかかる天の川＞
撮影場所:高原町 撮影日時:2019/11/20 21時頃

＜早朝の白紫池と韓国岳＞
撮影場所:えびの市 撮影日時:2018年2月 早朝



フォトコンテスト 応募作品例（ナイトタイム部門）

＜開聞岳とロケット軌跡＞
撮影場所:指宿市
撮影日時:2020/5/21 夜

＜城山公園から鹿児島市街と桜島＞
撮影場所:鹿児島市 撮影日時:2019/4/4 6時頃



フォトコンテスト 応募作品例（ナイトタイム部門）

＜桜島と夕日＞
撮影場所:垂水市
撮影日時:2021年5月 夕方

＜雲海に包まれる大浪池＞
撮影場所:霧島市 撮影日時:2017/8/20 早朝

＜韓国岳より大浪池と桜島遠景＞
撮影場所:霧島市
撮影日時:2020年11月 17時半頃



フォトコンテスト 応募作品例（ナイトタイム部門）

＜韓国岳山頂＞
撮影場所:霧島市 撮影日時:2021年10月 18時頃

＜狐ヶ丘のススキと桜島＞
撮影場所:霧島市 撮影日時:2021年11月 17時頃

＜南のダイヤモンドSUNSET（大浜海岸ゴールドビーチ）＞
撮影場所:南大隅町 撮影日時:日没

＜朝日昇る開聞岳＞
撮影場所:南九州市 撮影日時:2020/1/1 7時半頃
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九州農政局 

 

【これまでの取組】 

○九州農政局としては、コロナ禍で休業を余儀なくされている観光関係事業者に元

気を取り戻してもらうため、「九州地域における農山漁村の多様な観光資源の一

層の活用に向けた農観連携に関する検討会」を立ち上げ、九州における多様な観

光資源を活用するため農観が連携し、今後の取組について意見交換を定期的に実

施 

○農山漁村振興交付金（農泊推進対策）ではソフト事業（農泊推進事業、人材活用

事業及び農泊地域高度化促進事業）及びハード事業（施設整備事業）を実施して

おり、九州管内では平成 29年度からの５年間で 94地域を採択 

 

【当面の取組や今後の取組方針や具体的な取組等】 

○農観連携の取組としては、現在モデル地域の作成に取組、関係機関が九州管内の

観光資源等について調査を行い、その結果を元に意見交換を開催し、いくつかの

モデル地域を作成し、管内の観光関係事業者へ提案 

○農山漁村振興交付金（農泊推進対策）を活用し、事業に取り組んだ地域は霧島錦

江湾地域では、以下のとおり 

《うのばい地域再生ネットワーク》 

・霧島錦江湾国立公園に隣接し標高５５０ｍの当該地域では、これまでＮＰＯ等

により野外体験活動等が提供されており、これに交流人口・定住人口の増加を

目指して体験・滞在プランを開発して提供。 

・ホームページやフェイスブック等により、開発したプログラム・特産品の情報

を発信。 

《鹿屋市農泊推進協議会》 

・首都圏の中高生が鹿屋市について調査し、農泊推進のアイデアを発表する政策

アイデアコンテストを実施 

・農家民泊と併せた旧鹿屋航空基地等の戦争遺跡を巡るプログラム、鹿屋体育大

学と連携した見学プログラムを造成 

《東京農大受入協議会》 

・茶摘み手もみ体験から工場見学、紅茶の飲み方教室まで、生産者とともに現地

を周り、生産から試飲まで地元生産者との交流を楽しむ取組を実施 

・地元の漁師と定置網漁を体験する取組を実施。 

《清水地域資源活用協議会》 
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・清水地域の統合型情報発信ツール構築事業（地域資源情報を地理情報システム

を用いて整理・可視化、WEB構築の仕様書の作成 

・「食」、「体験」、「住」への歴史的、地域的な調査・分析によるメニュー開発等 

《ムラたび鹿児島》 

・教育旅行からビジネスとして実施する農泊への転換、通過型観光から滞在型観

光への転換を目指し、「農泊」の取り組みを紹介した民泊先・体験プログラム

の多言語パンフレットの作成 

〇今後、上記のように事業活用を行った地域を事業活用までいたっていないような

農泊事業者へ紹介 
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九州森林管理局 

 

【これまでの取組】 

○  特にありません。 

 

 

 

【当面の取組や今後の取組方針や具体的な取組等】 

○  現段階では 、特にありません。 
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九州地方整備局 

 

【これまでの取組】 

〇外国人観光客が分かりやすいように道路案内標識の英語表記を適正化。 

〇観光客の誘導を円滑に行えるように交差点名標識を観光地の名称に変更。 

〇世界遺産登録施設を訪れる観光客が分かりやすいように産業革命遺産ロゴマー

ク入り著名地点案内標識を設置。 

 

【当面の取組や今後の取組方針や具体的な取組等】 

〇中期目標：外国人の滞在が集中している霧島錦江湾国立公園（３地域）への主

要路線や、鹿児島市観光周遊ルートの観光案内標識の改善（令和６年度まで）。 

〇当面の整備目標：「桜島・錦江湾奥地域」及び鹿児島市環境周遊ルートの観光案

内標識を優先し改善。 
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九州運輸局 

 

【これまでの取組】 

○観光地の「まちあるき」の満足度向上整備支援事業 

・該当地域 

令和 3年度指定市区町村（訪日外国人旅行者の来訪が特に多い、又はその見込

みがある観光地として観光庁が指定するもの） 

・対象事業 

①多言語案内標識の一体的整備 

②観光スポットの掲示物等の多言語化整備 

③無料公衆無線 LAN 環境の面的整備 

○地域の観光プロモーション事業 

・インフルエンサーやメディア等による九州の観光素材の情報発信 

 （令和 2年度においては、各施設の感染症対策の状況も併せて発信） 

 

【当面の取組や今後の取組方針や具体的な取組等】 

○地域の観光プロモーション事業 

・インフルエンサーやメディア等による九州の観光素材の情報発信 

 （令和 3年度においても、各施設の感染症対策の状況も併せて発信予定） 
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九州地方環境事務所 

 

【これまでの取組】 

○夜間・サステナブルコンテンツに関する情報収集として、地域関係者ヒアリン

グ、事業者ワーキング会議、他地域事例収集等（先の議題参照） 

○霧島錦江湾国立公園フォトコンテストを開催。暮らしと国立公園、夜間の写真及

びフォトスポット情報を収集。（先の議題参照） 

○滞在型ツアー造成・ワーケーション推進に関する環境省補助金を公募・採択し、 

地域を支援。 

高原町、南大隅町、観光かごしま大キャンペーン推進協議会、小林まちづくり株式

会社、霧島市観光協会、自然公園財団えびの支部、休暇村協会、くすの木自然館 

○霧島市観光協会のレンタル e-bike充電用のソーラーシステムを試行的に設置 

○白紫池の湖面散策試行（コロナ影響で中止） 

【当面の取組や今後の取組方針や具体的な取組等】 

○国立公園の魅力的なコンテンツについて、夜間・サステナブル要素も含めて情報

収集等を継続（先の議題参照） 

○今年度採択された補助事業について継続的に支援 

○その他、直轄施設の維持管理等を実施 
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宮崎県環境森林部 

 

【これまでの取組】 

① えびの高原における上質な宿泊施設（グランピング等）の誘致について 

 → 方向性、可能性について調査・検討 

② 利用者の利便性、安全性を向上させるための環境整備 

 → えびの高原（給水施設、休憩所（韓国岳、白紫池））、御池 等 

③ 初心者向け登山教室の開催（R3.10.23） 

→ アウトドアニーズの高まりを受け、自然公園財団えびの支部に委託して実施 

 

【当面の取組や今後の取組方針や具体的な取組等】 

① 旅行者ニーズの動向を捉え、強みを活かしながら、短期的・中長期的に求めら 

れる宿泊サービスの提供体制について、環境省・えびの市等と引き続き検討。 

② 自然災害時の早期復旧等を含め、今後も、施設整備に係る予算確保・早期執行 

に努める。 

③ 今後も増加が見込まれるアウトドア初心者に対し、安全面や自然環境への配慮 

に関する啓発につながる取組を継続して行う。 
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宮崎県商工観光労働部 

 

【これまでの取組】 

○令和３年４月から県営国民宿舎えびの高原荘において、新たにグランピング事業

を開始。 

 

 

【当面の取組や今後の取組方針や具体的な取組等】 

○「えびの市の自然に囲まれながら自分の棚卸し～働く女性の口角を上げる、アウ

トドア空間を活用したコンテンツ開発事業」 

 デトックス・トリップ宮崎の企画で、20代～40代の女性をメインターゲットと

したえびの高原でのモニターツアーを実施。「癒し」をテーマにアウトドアビギ

ナーが気軽に高原を楽しめるコンテンツを開発。 

 

○アドベンチャーツーリズム（ＡＴ）の推進 

将来の欧米豪等からの誘客に向けて、国が推進するＡＴに対応したコンテンツ造

成、プロモーションに取り組む。令和３年度は、宮崎県内の観光関係者を対象と

して、ＡＴに対応できる人材育成とＡＴ推進の機運醸成を目的とした研修会（計

３回）を開催。 
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鹿児島県環境林務部 

 

【これまでの取組】 

○霧島錦江湾国立公園と隣接して，令和３年４月に薩南海岸県立自然公園を新たに

指定したことから，両公園の周遊性を高めるため，同県立自然公園に加え，霧島錦

江湾国立公園の指宿・開聞岳エリアも含めた形で，地域の新たな魅力や体験メニ

ュー，周遊モデルコースやコース周辺の立ち寄りスポット，地域のストーリーで

ある環境文化の情報を掲載した周遊マップを作成・配布。 

 

 

【当面の取組や今後の取組方針や具体的な取組等】 

○霧島錦江湾国立公園と県内の自然公園との周遊性を更に高め，エリア全体として

の利用を促進するため，周遊マップの作成・ＨＰやＳＮＳでの情報発信を積極的

に行っていく。 
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鹿児島県観光・文化スポーツ部 

 

【これまでの取組】 

（令和２年度,令和３年度の取り組み事例） 

（ハード面） 

・高千穂河原ビジターセンターについて，Ｒ２年度に屋根の噴石対策工事を完

了。Ｒ３年度は防災や博物館機能を備えた展示物リニューアルを進めている。 

・栗野岳について，令和２年度より八幡地獄散策道の整備に着手し，引き続き整

備を進めている。 

 

 （ソフト面） 

・通訳案内士やボランティアガイドの普及・育成に資する講習会等を実施。 

 ・県内のインバウンド関連事業者向け（宿泊施設、観光施設等）向けの外国人受

入体制に係る講習を実施。 

 ・アフターコロナの国内及び海外の旅行者誘客を目的に，観光 HP や SNSでの情

報発信，オンラインでの観光イベント等の実施。 

 ・霧島錦江湾国立公園を含む県内各地の自転車による周遊観光を推進する鹿児島

県サイクルツーリズム協議会を設立。 

・県内宿泊施設向けに新型コロナウイルス感染症対策に必要な物品購入や施設の

改修，誘客のための設備投資等の支援を実施。 

・宿泊施設従業員向けの新型コロナウイルス感染防止対策に係るセミナーを実

施。 

  

【当面の取組や今後の取組方針や具体的な取組等】 

・「【これまでの取組】」に記載の事例等の継続実施。 
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都城市 

 

【これまでの取組】 

○霧島ジオパーク推進連絡協議会事業 

 プロジェクトチーム活動（エリア拡大（地域遺産発掘）・ガイド養成） 

○地域のボランティアガイド活動支援 

 ・「そお・みやこんじょジオガイドクラブ」 登山イベントの広報周知 

 ・「関之尾むかえびとの会」霧島ジオサイト「関之尾滝」でのボランティア 

ガイド、地域小中学校教育活動（出前授業・遠足・修学旅行等）、視察研修 

○霧島ジオパーク・ウォーキング大会の実施 

曽於市観光協会・都城観光協会主催事業 

大川原キャンプ場～桐原の滝～三連轟～溝ノ口洞穴～関之尾滝 12㎞ 

4/27：雨天中止、11/27：35名 

○登山道管理（夢が丘高千穂峰線～都城山岳会へ維持管理業務委託） 

 登山道、入り口トイレ、駐車場維持管理、登山届管理、緊急時協力 

○「都城ミートツーリズムツアー造成支援事業」H29～ 

地域資源を活用した観光消費 UP・滞在型ツアー造成に関する補助 

・「肉と焼酎のふるさと都城」を資源としたミートツーリズムを推進し、地域ブ 

ランド「都城」の定着を図り、地域経済の活性化に資するため、本市の魅力を 

体感できる旅行商品を企画、実施した旅行業者に対して補助金を交付 

 ・OTA（オンライントラベル）で予約された個人旅行客対象のミート券（3,000円 

の食事券）セットプランで、市内に宿泊をしてもらい、美味しい肉と焼酎を堪 

能してもらう食事券 

○インスタ選手権（＃幸せ上々みやこのじょう）の実施  （年２回） 

 H28より、都城の魅力を対外的に発信していくことを目的に実施 

○サイクルツーリズム事業の構築 

 都城観光協会と都城商工会議所の連携事業 

 R3：モニターツアーの実施、R4.3月にサイクルマップの作成 

○地域事業者におけるサステナブルコンテンツ 

①霧島酒造株式会社 

 ・焼酎の製造過程で生じる芋くずや焼酎粕を有効利用して発電事業 

 ・工場敷地内に 2,700 本の植樹、12,000本の草花を植栽し一般開放 

 ・焼酎原料となる地下水「霧島裂罅水」の水汲み場を一般無料開放 

 ・蒸留時に発生する温排水をボイラー給水・洗浄水・冬場の暖房に有効活用 

 ・焼酎の生産工程や霧島裂罅水の歴史、SDGs の取組等、工場見学「焼酎の里ファ 
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クトリーガーデン工場見学ツアー」を実施 

 ②高千穂牧場 

 ・西日本最大級のバイオガスプラント（家畜糞尿を発酵・分解して、メタンガ 

スと液体肥料にする） 

 ・メタンガスを発電機に利用し、酪農部門の約６割の電気として活用 

 ・液体肥料は畑に還元し、牛の飼料作りに活用 

 ・手作り体験（バター・アイスクリーム・ソーセージ等）の実施 

 ・工場見学の受入 

 ③宮崎県木材利用技術センター 

 ・木質バイオマスの多目的利用技術の開発や研究 

 ・木育体験（マイ箸や年輪ストラップ作り）や工場見学の実施 

 ④都城ワイナリー 

 ・工場見学やブドウの収穫体験の実施 

 ⑤手打ちそば屋「がまこう庵」 

 ・そば打ち体験の実施 

 ⑥日本茶専門店 shop＆cafe日向時間 

 ・お茶淹れ体験の実施 

 

【当面の取組や今後の取組方針や具体的な取組等】 

○上記記載の取組の継続実施及び支援 
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小林市 

 

【これまでの取組】 

○ 令和 2年 2月 18 日（木）～21日（日）に、観光 DMO法人小林まちづくり株式

会社による『アウトドア・ワーケーションリゾート in生駒高原』の実証事業を

実施。グランピングによる宿泊体験や霧島連山のトレッキング、星のソムリエに

よる天体観測や音楽鑑賞などのナイトタイムイベントを行った。 

   

○ 令和 3年 10月 29日（金）県道 1号みどりのトンネンル推進協議会による県道

１号線（小林えびの高原牧園線）沿道の国有林内６ｋｍ区間を観光幹線道路の再

生、沿道の美化と緑化思想の普及推進を図るため育樹祭を開催し清掃等のボラン

ティア活動を実施した。 

 

【当面の取組や今後の取組方針や具体的な取組等】 

○ 小林市側から霧島連山の魅力創出に向け、観光 DMO法人と協力し、生駒高原を

拠点としたアウトドアコンテンツの造成やツアープログラムの開発等に取り組

む。 
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えびの市 

 

【これまでの取組】 

・当市に区域に位置するえびの高原において、観光客の集客拠点となっていた「足

湯の駅えび高原」及び「フットプラザりんどう」の両施設を、平成 31年 4月に

譲渡を受け、当市が足湯の駅の全面リニューアルを実施後、令和 2年 4月にリニ

ューアルオープンした。当駅では、観光客向けの食料品等の販売所開設に加え、

観光案内所を設置し、えびの高原の観光案内はもちろんのこと、当市全域の観光

案内の機能も持たせ、これまでどおり足湯の運用も開始した。 

・当市が進める「アウトドアシティえびの」の推進の一環としてアウトドビジター

センターでレンタサイクルを開始しており、足湯の駅でもクロスバイク 5台を整

備し、えびの高原一帯の自然を体験してもらう機会を提供している。 

・えびの高原で当市が運用するキャンプ村において、老朽化した浴場施設の建替え

工事を計画し、令和 4年 4月運用に向けて現在工事に着手している。 

 

【当面の取組や今後の取組方針、具体的な取組等】 

・えびの高原キャンプ村の運営について、民間活力によるサービスの向上により集

客の増加を図り、ひいてはえびの高原全体の誘客増加につなげるため、指定管理

制度の導入を計画し、令和 4年度からの移行を予定し準備を進めている。 

・えびの高原キャンプ村では、指定管理業務への移行により、これまでのキャンプ

村運営に加え、キャンプ村内の未利用地においてグランピングの取組も予定して

おり、新たなサービスの提供によりさらなる誘客に寄与することを期待してい

る。 

・足湯の駅えびの高原の 2階が未改修のままであるため、令和 4年度以降改修、整

備を実施する予定としている。2階利用については、新たな誘客も想定し、雨天

時や冬季でもえびの高原に訪れやすい長時間滞在型の空間としての利用を目指し

ている。 
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高原町 

 

【これまでの取組】 

○コロナ禍における対策等 

安全・安心な観光地域構築のため、御池キャンプ村及び皇子原公園の町営施設

については西諸県地域のコロナ感染拡大や県独自の緊急事態宣言を受け感染拡大

防止の観点から完全閉鎖をした。 

 なお、当該施設は指定管理者による管理運営が行われており、町からも衛生対

策費を補助し来場者の管理や消毒の徹底など感染対策を講じている。また、閉鎖

による減収への補填、指定管理者自らが雇用調整助成金の活用を行うなど、ウィ

ズコロナ・アフターコロナを見据え、今後の運営継続等に係る取り組み等も行っ

た。 

○魅力発信プロモーションの実施 

高原町観光まちづくり御池魅力向上推進協議会の意見を反映した御池公式総合

ホームページのリニューアルやライブ配信イベントの実施、アウトドア商品の開

発を実施し景観美を活かしたプロモーション活動を行った。 

 

【当面の取組や今後の取組方針、具体的な取組等】 

○ワーケーション企業誘致や体験プログラムの構築 

高千穂峰登山や御池野鳥の森、巨樹、奥霧島温泉郷、神話、神楽、祓川湧水、

食などの地域資源を食と組み合わせたツアープログラム及び体験プログラムの構

築を図る。併せて、観光ガイド・山岳ガイドの育成・充実を図る。 

今後は、観光協会等関係団体と連携しワーケーション企業誘致や夜間・早朝の

体験プログラム、e-bikeを活用した二次交通の構築を図り、長期滞在客増加を目

指す。 

○高千穂峰周辺の環境整備 

  皇子原公園に登山基地となるビジターセンターの設置を検討し、登山口として

第５砂防ダム周辺の整備や山頂避難小屋の利活用を検討する。 

 また、皇子原公園では、ＳＤＧs、カーボンニュートラルでのランドマーク化を

目指しており、老朽施設の再整備へは積極的な木質化を随時実施（屋内木育遊具施

設やカフェを設置、全天候型屋外木質大型遊具も年度内に完成予定）、今後小水力

発電の導入など、持続可能な施設づくりを官民連携で行っていく予定である。 

併せて、高千穂峰山頂でのビジネス構築や、皇子原公園の登山基地化や火山防災

学習などの拠点化など、国立公園を有する本町ならではの唯一無二の自然環境を

資源した観光産業構築等のため令和 4年度での地域商社の設立を目指している。 
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鹿児島市 

 

【これまでの取組（2021年度）】 

①桜島・錦江湾ジオパークの取組 

 ・ジオツアーの実施（10/3、11/3） 

 ・スタンプラリーの実施（7/22～11/30） 

 ・桜島・錦江湾ジオパークと霧島ジオパークのガイド交流（7/18） 

 ・認定ジオガイド（桜島・錦江湾ジオパークが養成講座を設けて認定したガイ

ド）団体への補助及び積極的な活用 

 ・桜島観光案内所の運用 

②その他の取組 

 ・桜島アイランドビューバス（桜島西側周遊バス）の運行 

 ・磯地区への JR 新駅設置のための取組 

 ・桜島・錦江湾エリアにおける観光 CRM アプリ実証実験 

 

【当面の取組や今後の取組方針や具体的な取組等（2021～2025年度）】 

①桜島・錦江湾ジオパークの取組 

 ・ジオツアーの実施 

 ・スタンプラリーの実施 

 ・認定ジオガイド（桜島・錦江湾ジオパークが養成講座を設けて認定したガイ

ド）団体への補助及び積極的な活用 

 ・桜島観光案内所の運用 

 ・地質と食のつながりをストーリー付けて発信する取組 

 ・霧島ジオパークとの連携 

②その他の取組 

 ・桜島アイランドビューバス（桜島西側周遊バス）の運行 

 ・磯地区への JR 新駅設置のための取組 
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指宿市 

 

【これまでの取組】 

〇 池田湖畔艇庫の整備（平成 31年３月完成，平成 31年４月供用開始） 

○ 鰻池における公衆トイレ及び駐車場の整備（令和３年１月より供用開始） 

○ 池田湖周辺観光施設整備事業（令和元年 12月より工事着手） 

  ※県魅力ある観光地づくり事業の採択を受け，県と協働で実施中 

 

【当面の取組や今後の取組方針や具体的な取組等】 

○ 池田湖周辺観光施設整備事業の継続着手（令和４年 10月から一部供用開始の

予定） 
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垂水市 

 

【これまでの取組】 

〇毎年 

・高峠つつじヶ丘公園維持管理作業委託 

・錦江湾クリーンアップ作戦 

 垂水市の海辺を守るためのボランティアによる清掃活動 

〇令和元年度 

・新たな高峠登山ルートの検討 

・高峠つつじヶ丘公園インバウンド対応看板の設置 

・「国立公園を感じる旅」パンフレットに垂水市の体験や食事の満喫クーポンを掲載 

〇令和 2 年度 

・ジオカフェの開催（2021/3/14） 

 気軽にジオに触れられる講座で 32 名が参加 

・ジオ資源パトロールの実施（11月～3月） 

高峠を含むジオ資源の看板等の現況調査及び活用、危険箇所の確認 

・垂水市 PR動画の製作 

高峠を含む観光地や食等の魅力を PR 

 

【当面の取組や今後の取組方針や具体的な取組等】 

・高峠つつじヶ丘公園維持管理作業委託 

 高峠つつじヶ丘公園内における管理作業（つつじ管理、下刈り、登山道路整備

等）をすることにより、高峠公園の貴重な観光資源である自生ツツジを再生し、

魅力ある観光地となるように整備する。 

・桜島・錦江湾ジオパークと連携した情報発信 

・ジオ講座やジオ資源パトロールの実施 

・高峠つつじヶ丘公園案内看板の設置 

・新たな高峠登山ルートの検討 
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曽於市 

 

【これまでの取組】 

○近隣市町と連携したウォーキングイベント 

○事業者と連携し，観光列車を活用した PR 活動 

 

【当面の取組や今後の取組方針や具体的な取組等】 

○日帰り体験ツアーの検討 
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霧島市 

 

【これまでの取組】 

○観光地への利便性を充実させるため、土日祝日に市内の主要な交通拠点と観光地

を結ぶ「霧島周遊観光バス」の実証運行を平成３０年１月から実施している。 

○霧島神宮の社殿の一部が国宝、鹿児島神宮の社殿が国の重要文化財に指定される

ことから、懸垂幕や幟旗を作成。 

○光ファイバによる超高速ブロードバンドの整備。 

 

【当面の取組や今後の取組方針や具体的な取組等】 

○新型コロナウイルス感染症に関する感染状況を注視しつつ、霧島神宮の国宝及び

鹿児島神宮の国の重要文化財指定にいて積極的にＰＲする。 

○e-bikeを活用するアクティビティの導入を検討する。 
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姶良市 

 

【これまでの取組】 

〇重富海岸景観維持管理業務委託 

○重富海岸のトイレの洋式化（令和２年度） 

 

・市観光協会 

〇ウォーキングイベント「歩こうよ！あいら」において重富地区や白銀坂を歩いて

巡るコースを実施。 

〇マルシェイベント「ココカラ」を重富海岸で定期的に開催。 

 

・NPO法人くすの木自然館 

〇「干潟のいきものツアー」や「ウェーダーウォーク」「バードウォッチング」な

ど重富海岸やその周辺で楽しみながら学べるイベントを実施。 

 

 

【当面の取組や今後の取組方針や具体的な取組等】 

○これまでの取組を関係団体と連携しながら実施。 

○県の魅力ある観光地づくり事業において布引の滝周辺を整備。 

〇桜島・錦江湾ジオパークや錦江湾奥会議の活動において、自治体間で連携を図り

ながら、桜島や錦江湾を活かしたプロモーションやツアーなどを実施。 
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湧水町 

 

【これまでの取組】 

○新型コロナウイルス感染症感染拡大により，栗野岳周辺で行う全てのイベントが

中止となり，霧島アートの森や栗野岳温泉 南洲館も休館を余儀なくされた。 

 

【当面の取組や今後の取組方針や具体的な取組等】 

○魅力ある観光地づくり事業の推進 

○令和３年度から令和４年度にかけて魅力ある観光地づくり事業に関連する給水施

設の整備 

○民間企業による栗野岳開発への積極的な連携 
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南大隅町 

 

【これまでの取組】 

○鹿児島県観光課のにぎわい回路整備事業での雄川の滝遊歩道の改修。 

○環境省の国立・国定公園での滞在型ツアー推進事業での佐多岬ナイトプログラム

の実施。 

 

 

【当面の取組や今後の取組方針や具体的な取組等】 

○鹿児島県観光課のにぎわい回路整備事業での雄川の滝駐車場の整備。 
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（一社）九州観光推進機構 

 

【これまでの取組】 

＜2020年度の取り組み＞ 

○コロナ禍における誘客促進                              
(1) エリアの魅力を出す・宿泊施設等のコロナ対策状況の情報発信 
・九州のおトクな旅行情報や各地の安全安心な取り組みを紹介するまとめサイト
を制作。また実際に九州の観光地を取材し、記事や動画を通じて、最新の九州情
報の発信を行った。 
URL: https://www.welcomekyushu.jp/gototravel/ 

・オンラインツアーを5回実施。 
参加方法として、①「Zoomを使ってリアルタイムで参加」、②「YouTubeストリー
ミングでリアルタイム視聴」、③「YouTubeでのダイジェスト版を後日視聴」の3パ
ターンで展開。 

【感動！体感！オンラインツアー#1】 
「生きている大地を体感！！九州アクティビティ・ツアー」（桜島シーカヤック等

を紹介） 
 （フルバージョン）https://www.youtube.com/watch?v=NpvkfVZoYWw 
 

(2) 旅行者によるＳＮＳ等での情報発信促進 
・九州の旅を盛り上げる「九州の旅応援キャンペーン」を実施し、毎月抽選で九州
７県の人気宿の宿泊券をプレゼントする企画または情報発信を実施。 
＜第1弾＞「インスタ投稿で応援」（8月～12月）  
＜第2弾＞「周遊アンケートで応援」（9月～2月） 
＜第3弾＞「2泊3日九州周遊の旅10コース」（10月～） 
URL: https://www.welcomekyushu.jp/campaign/ 

・12月からJR、バス、高速道路の乗り放題パスも紹介し、首都圏にSNS広告実施。 
 

(3) 事業者と連携した九州内の周遊促進 
 ・「Go To トラベル事業」期間中に、九州への誘客促進ツールとして九州内交通周

遊パス「ぐるっと九州周遊」を設定。交通事業者、旅行会社間を繋ぎ、他地域に

負けない競争力のある旅行商品造成に繋がるツールとしての活用を会員旅行会

社に要請。特に首都圏・関西圏には商品造成の追加支援を実施。 

 
○アドベンチャーツーリズム（ＡＴ）を活用した欧米豪来訪者の促進                                    
(1) 訪日グローバルキャンペーン等に対応したコンテンツ造成事業「九州における

アドベンチャートラベル商品造成及び地域コーディネーター育成のモデル事業」
（九州運輸局）との連携 

・阿蘇・高千穂周辺地区、屋久島地区の2地区の現地関係者との検討会を重ね

て、ATWS（Adventure Travel World Summit）2021前に行われるPSA

（PreSummitAdventure）の視察コースを策定し、ATWSへ申請。 

3月16日、「阿蘇・高千穂」「屋久島」両コースともにPSAへの採択が決定。 
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(2) 九州におけるアドベンチャーツーリズム推進の気運醸成事業 

・アドベンチャーツーリズム研修会の第1弾を10月下旬から実施し、九州各地の

行政、観光協会、一般企業などから10名が受講。第2弾を2月初旬から実施し、

14団体15名が受講。 
 
○着地型観光素材の開発  
(1) 「TRY！九州」着地型商品発信事業 
・九州における着地型観光素材の開発。 
 

【当面の取組や今後の取組方針や具体的な取組等】 

＜2021年度の取り組み＞ 

○コロナ禍からの九州観光復興キャンペーン 
(1) 九州の感動と物語をみつけようプロジェクト 
・観光需要復興プロモーションとして、10/1より専用ポータルサイトを開設。情報
を多数掲載することで旅行機運醸成及び観光需要回復を図る。 
・「旅の御朱印帳 九州駅印帳」を展開することで、対象の16鉄道や周辺地域への周
遊を促進する。 
・「泊まって新発見 九州温泉旅」では、宿泊券やアンケート回答で地産品が当たる
キャンペーンを実施。 
・その他、九州の魅力を「深ぼり」するコンテンツ紹介を掲載予定。 

 

○欧米豪市場に向けた新たな取組み                                                          
(1) 九州ならではの強力なコンテンツ開発 
 ・有力メディア（米・英・豪・在日）や旅行会社等向けにリモートFAMを３回実施。
（5月高千穂・屋久島、7月奄美・八女、10月鹿島・桜島・指宿） 

 
○アドベンチャーツーリズム（ＡＴ）を活用した欧米豪来訪者の促進                                    
(1) 九州におけるATのコンテンツ開発と商品化事業 
・人材育成、事業者の発掘育成等を目的としたアドベンチャーツーリズム研修会

を８～９月に実施。九州各地の行政、観光協会、一般企業などから５団体６名

が参加。 

・北海道でのアドベンチャーワールドサミット（バーチャル開催）に参加し、商

談会において九州のAT取組み状況やコンテンツを紹介。（9/20～9/24） 

※その他、九州運輸局と連携し、「九州におけるATのコア人材育成事業」、「自然

や町並みをめぐるハイキングコース「九州オルレ」と地域資源を掛け合わせた

商品化事業」を推進。（いずれも九州運輸局事業） 

 
○着地型観光素材の開発  
(1) 着地型観光素材開発事業 
  ・着地型観光素材の開発について、各県と共同して商品造成。 
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（公財）宮崎県観光協会 

 

【これまでの取組】 

○サイクルツーリズムの推進 

・県内５ルートにおいてサイクリングモニターツアーを実施。今後、モニターツ

アーの結果等を検証の上、旅行商品の造成に着手予定 

○新しいニーズに対応した観光地域づくりへの支援 

・ウィズ・アフターコロナにおいても楽しく、安全に旅行や観光を楽しめるため

の観光地づくりを推進するためのハードまたはそれに付随するソフト事業に対

する支援（レンタサイクルの導入による周遊促進、シーカヤックを使った体験

型観光の展開、森林環境を生かしたアクティビティ（４輪バギー）体験など） 

○遊び・体験メニューの利用促進 

・ＯＴＡと連携した県内の自然（海、川、山）を活用したアクティビティや物作

りメニューの割引キャンペーンを実施 

○宿泊事業者に対する感染拡大防止等への支援 

・感染防止に資する物品の購入やワーケーションスペースの設置など前向き等に

要する経費に対する補助 

 

【当面の取組や今後の取組方針や具体的な取組等】 

○「えびの市の自然に囲まれながら自分の棚卸し～働く女性の口角を上げる、アウ

トドア空間を活用したコンテンツ開発事業」 

デトックス・トリップ宮崎の企画で、20代～40代の女性をメインターゲットと

したえびの高原でのモニターツアーを実施。「癒し」をテーマにアウトドアビギ

ナーが気軽に高原を楽しめるコンテンツを開発（宮崎県との共同実施） 

 

○引き続き、誘客施策と感染拡大防止策のバランスを図りながら、持続可能な観光

地づくりを推進 
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（公社）鹿児島県観光連盟 

 

【これまでの取組】 

・霧島ロングトレイルコース整備事業 

 霧島地域における体験型コンテンツを充実させ、滞在の長期化、消費額の向上及

び観光客誘致等の促進を図る。 

 令和２年度までの取組 コースの設定、先進地視察（みちのく潮風トレイル）等 

 令和２年度環境省「国立公園への誘客の推進事業」受託 

 〇目  的：・コロナ禍における国立公園内の観光関係事業者の雇用の維持・確保 

      ・霧島錦江湾国立公園を「遊び場」として満喫できることの認知拡大 

 〇内 容：ファムツアー、ロングトレイルイベントの実施、 

      ロングトレイルプロモーション動画制作(QRコード参照) 

【当面の取組や今後の取組方針や具体的な取組等】 

・霧島ロングトレイルコース整備事業（継続） 

 (1) 基幹事業 メインとなる一周コースのルート構築に向けた取組みの実施。 

 (2) 環境省「国立・国定公園での滞在型ツアー推進事業」 

桜島と霧島・えびの高原を繋ぐ架け橋に  

～シーカヤックと Ebikeで繋ぐ霧島錦江湾国立公園満喫プロジェクト～ 

〇目  的：多様な火山景観・海域景観を生み出す霧島錦江湾国立公園におい

て、「桜島・錦江湾エリア」「霧島エリア」両エリアが一体となっ

た滞在型コンテンツ造成及びＰＲを推進する。 

  〇事業期間：令和３年７月 19日～令和４年２月 18日予定 

   内  容：ア キックオフセミナー、シンポジウム（オンライン）  
          令和３年８月２０日実施、約６０名参加 
        イ ファムトリップ 
          令和３年 10月 13～16 日実施、計２３名参加 
        ウ モニターツアー 

令和３年 11月 20～22 日実施、インフルエンサー３名参加 
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鹿児島県旅行業協同組合 

 

【これまでの取組】 

〇令和２年度「誘客多角化等のための魅力的な滞在コンテンツ造成」実証事業 

事業主体主：南大隅町観光協会 

事業名：カラフルピクニック 

事業概要：町内でプロジェクションマッピングディナーと、川沿いでの Bar 

雄川の滝、遊歩道でのモーニング 

事業 KPI：観光の時間軸をずらし、滞在時間の延長（宿泊への誘導） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇令和３年度「地域の観光資源の磨き上げを通じた域内連携促進に向けた実証事業 

事業主体主：南大隅町観光協会 

事業名：Reborn！時を止めるバス ～最南端アカデミー～ 

事業概要：定期周遊バスで専用アプリを使うことで、新しい周遊バススタイルの 

展開。 

乗車時間の経過毎に地域通貨が減額することを町内クイズに正解し 

て、時を止めて、減額を食い止め、地元通貨を地元で利用される仕組み

の構築。 

また、最南端観光アカデミーの開講することで、地元に観光に携わるプ

レイヤーを醸成する。 

事業 KPI：町民の観光客に対するおもてなし心の醸成、観光消費額の増加 
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〇令和３年度「国立公園・温泉地等での滞在型ツアー・ワーケーション推進事業」 

事業主体主：南大隅町 

事業名：佐多岬ナイトプログラム造成事業 

事業概要：佐多岬内の遊歩トンネルを利用したライトパフォーマンスと佐多岬 

展望所での「星空・天体観測」「サンセットヨガ」＋佐多岬モーニン 

グを行い、滞在時間の延長を図る。 

 

 

 

 

【当面の取組や今後の取組方針や具体的な取組等】 

○アドベンチャーツーリズム 

○環境省、観光庁および各公的機関への着地型観光コンテンツ造成への企画提案 

○生活するように旅をするスタイルの提案 
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宮崎銀行 

 

【これまでの取組】 

１．過年度 

・「国立・国定公園への誘客の推進事業費」に係る公募に地元企業等と参画し 

事業採択。 

・e-bike等を導入し常設型アクティビティ事業を開始。10月、11 月の体験 

イベントに当行もスタッフとして参加。 

２．今年度 

 ・補助事業の情報提供、採択（事業者：自然公園財団えびの支部）。 

 ・10月、「霧島錦江湾国立公園における夜間・サステナビリティコンテンツの 

  ヒアリング」において、えびの地域事業者とも情報共有の上意見集約し対応。 

 ・11月、えびの地域事業者と共に霧島地域での e-bike太陽光充電の実証実験 

  施設の視察実施。霧島地域事業者、鹿児島銀行との４者ＭＴＧ開催。 

 ・12月現在、霧島錦江湾公園における誘客コンテンツについての検討・協議 

  を継続中。 

【当面の取組や今後の取組方針や具体的な取組等】 

 ・えびの地域における誘客コンテンツの発掘、ブラッシュアップの実施。 

 ・霧島地域との連携事業等の検討、事業化推進。 

 ・「国立公園満喫プロジェクト」「環境省・４行地域循環共生圏連絡協議会」等 

を通じ得られる情報等を共有、誘客事業を支援。   
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鹿児島銀行 

 

【これまでの取組】 

〇霧島観光協会が採択した『環境省「国立公園への誘客推進事業」』について、

2020 年、2021年に事業実施支援を行った。 

＜支援内容＞ 

①事業の企画・提案 

 ②実施体制の構築支援 

 ③モデルコース調査支援 

 ④モニターツアー参加事業者招聘 

 

〇弊行本店内の商業施設「よかど鹿児島」にて「国立公園写真コンテスト」の告

知チラシを設置 

 

【当面の取組や今後の取組方針や具体的な取組等】 

〇他県金融機関と連携した事業者の紹介 

  宮崎銀行と連携し、霧島市とえびの市の観光事業者の引き合わせを実施 

 

〇今後の取組方針 

  国立公園への誘客のため、地域金融機関ならではのネットワークを活用し、  

事業実施支援を行う。  

 

 

 



資料２ 
 

 

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（改訂案） 

平成 28年９月８日 施行 

平成 31年 1月 30日 改訂 

令和３年１月 29日 改訂 

令和４年１月○日 改訂 

 

（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」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」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・錦江湾奥地域及び指宿・佐多地域、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」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」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」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」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」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」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。 

附 則 この要綱は、平成 31年 1月 30日から施行する。 

附 則 この要綱は、令和３年１月 29日から施行する。 

附 則 この要綱は、令和４年１月○日から施行する。  
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別表 

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 

 

構成員 

国 九州農政局 農村振興部地方参事官 

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 

商工観光労働部長 

鹿児島県 環境林務部長 

観光・文化スポーツ部長 

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 

曽於市 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)宮崎県観光協会 会長 

(公社)鹿児島県観光連盟 専務理事 

鹿児島県旅行業協同組合 旅行事業部長 

宮崎銀行 地方創生部長 

鹿児島銀行 地域支援部長 

 



令和４年度国際観光旅客税等を活用した地方公共団体・民間事業者向け補助メニュー　（政府予算案） 令和３年12月24日時点

メニュー 事業概要（補助事業に限る） 対象公園等 補助先 補助率 問い合わせ先

利用拠点における機能転換に関する面的な「利用拠点計画」を作成し、当該計画に基づき同時一体的に直轄事業、地方公共団体事業、民間事業を実施。
①利用拠点計画策定
②廃屋の撤去、インバウンド機能向上（多言語サイン、Wifi環境整備、トイレ洋式化）、文化的魅力を発信するまちなみ改善、既存施設のリノベーション（機能転
換･強化による観光資源化）、ワーケーション受入事業支援、・無電柱化など引き算の景観改善
R４拡充：①計画策定のうち、協議会を設置して自然公園法に基づく利用拠点整備改善計画を策定する場合は補助率を２／３にかさ上げ
※観光庁と連携し、観光庁予算事業の中で②の事業等を実施できるよう調整中

34国立公園

地方公共団体
（①②）、
民間事業者等
（②）

１／２、２／３（①
のうち利用拠点整備
改善計画計画を策定
する場合のみ（拡
充））

環境省自然環境局
国立公園課
TEL:03-5521-8279
松本、前原、松井

国立公園、国定公園、長距離自然歩道等の案内板やビジターセンター等の展示物、その他各種関係コンテンツ等について、ICTなども活用し、外国人目線で自然・文
化・歴史のつながりを分かりやすく紹介する多言語解説を充実させる事業。　（観光庁多言語解説整備支援事業との連携が必要）

・34国立公園（国立公園の内
容を含むものであれば公園区
域外でも事業可）
・国定公園・ロングトレイル
（長距離自然歩道））

地方公共団
体、観光協
会・DMOその
他協議会等

２／３
国立公園課
TEL:03-5521-8279
前原 、松井

令和３年度補正予算

国立・国定公園の利用拠点において、地方公共団体・民間事業者・DMO・地域協議会等が取り組む以下の事業を支援する事により今後の誘客に向けた受入環境整備
を行う。
①利用拠点を活用した自然体験プログラム推進のための企画造成等
②公園事業者等が行うコロナ対応、ワーケーション受入や自然との調和が図られた滞在環境の整備
（建物外観・外構・ワーケーション実施のための改修等）

34国立公園及び国定公園

地方公共団
体・民間事業
者・DMO・地
域協議会等

①定額（地域全体に
波及効果が及ぶ事業
に限る）（上限400万
円）、１／２
②１／２（地方公共
団体・公園事業者は
２／３）（上限3,000
万円）
（調整中）

環境省自然環境局
国立公園課
TEL:03-5521-8278
松本、稲﨑

１／２、２／３（自
然体験活動促進計画
を策定する場合は補
助率を拡充）

・国立公園課（全般）
TEL:03-5521-8278
稲﨑
・国立公園利用推進室（全
般、コンテンツ）
TEL:03-5521-8271
江澤、田畑

※ 本資料は令和３年12月24日時点の情報に基づき作成しています。
  補助先・補助率その他補助事業の詳細は調整中につき、事業開始までに変更が生じる可能性があります。
※ 「国際観光旅客税の使途に関する基本方針等について（令和３年12月24日観光立国推進閣僚会議決定）」のとおり、令和４年度環境省執行分国際観光旅客税予算は22億円と昨年度から大幅な減少となっています。
  減少分については、現在観光庁と連携して事業実施できるよう調整を行っておりますので、詳細が確定次第追ってご連絡します。

国立公園を
より楽しむ自然体験型

コンテンツの
充実・提供

国立公園等の自然を活用した滞在型コン
テンツ創出事業
（直轄事業含む）
【拡充】

訪日外国人の旅行消費額や延べ宿泊者数の増加に向けて、大きなポテンシャルを有する自然体験等のコンテンツについて、地域のテーマやストーリーを踏まえたコ
ンテンツの統一的なブランディング等に係る計画策定を支援する。
Ｒ４拡充：協議会を設置して自然公園法に基づく自然体験活動促進計画を策定する場合は補助率を２／３にかさ上げ
※観光庁と連携し、観光庁予算事業の中でＲ３補助対象事業であったコンテンツ造成を実施できるよう調整中。

国立公園及び国定公園（国
立・国定公園の内容を含むも
のであれば公園区域外も対
象）

地方公共団
体、観光協
会、民間事業
者（観光協会
やDMO等との
連携）、地域
協議会等

国立・国定公園の利用拠点の
魅力創造による地域振興推進事業

事業名

利用拠点における
上質な滞在空間創出と

インバウンド促進

国立公園利用拠点滞在環境等上質化事業
（直轄事業含む）
【拡充】

国立公園等多言語解説等整備事業
（直轄事業含む）

裕孝
スタンプ



国立公園利用拠点滞在環境等上質化事業
【背景】
国立公園の利用拠点では、インバウンド対応や個人旅行など旅行ニーズの変化への対応が遅れ、廃屋化した建物が自然の魅

力を著しく妨げている。また、自然環境と地域独自の文化資産が相まった魅力を旅行者が体感できていない。

【課題】
□メニューが充実し、実績も拡大してきたが、R4年度に施行する改正自然公園法に基づく
利用拠点整備改善計画の策定と計画に基づく整備を強力に支援し、コロナ後を見据えた、
利用拠点における滞在環境の上質化を推進する必要がある。

令和４年度予算（案）
16.7億円（18.2億円）
（拡充）

【効果】
外国人旅行者の満足度向上、滞在時間、リピーター増加
+ まずは国内旅行者増による地域経済と雇用の下支え・回復

【事業実施スキーム】
直轄事業（Ⅱ①のみ）、
補助事業（補助率：1/2、 ）

【事業内容】
Ⅰ 利用拠点計画策定

地元自治体（都道府県、市町村）が主体となり、環境省や既存民間事業者等と協議して策定

⑥ 引き算の景観改善
利用拠点の景観改善のための無電柱化、通景伐採及び駐車場舗装面の緑地化。

⑤ ワーケーション受入事業支援
ワーケーションの実施を前提とした内装及び設備整備（体験・学習ツアーと連携して実施）

② インバウンド機能向上
Wi-Fi、多言語サイン、トイレ洋式化

＜継続＞

④ 既存施設の観光資源化
利用が停止又は利用機会が減少した施設のインバウンド受入環境整備を前提とした施設の

機能転換または強化のための内装及び設備(文化資源活用または体験・学習ツアーと連携して実施）

③ 文化的魅力の活用
地域文化が体感できるまちなみ改善

① 廃屋の撤去
民間事業者の導入を前提とした撤去

Ⅱ
事
業

計画策定補助をタイプ分けし、協議会を設置して自然公園法に基づく利用拠点整備改善計画を策定するタイプは補
助率2/3とし、従来タイプは補助率1/2のままとする（拡充）

2/3(拡充)

廃屋の撤去状況
（十和田八幡平国立公園）

裕孝
スタンプ



【事業内容】
これまでの観光庁多言語事業の成果を活用しつつ、国立公園、国定公園、長距離自然歩道等の案内板やビジターセンター

等の展示物、その他各種関係コンテンツ等について、ICTなども活用し、英語・中国語・韓国語等の多言語にて、外国人目線で
分かりやすく魅力的な多様な解説整備をエリア一帯で促進。

国立公園等多言語解説等整備事業

【背景・課題】
国立公園、国定公園等の自然体験拠点における案内板やビジターセンター・世界遺産センター等の展示物については、主に日

本語での解説が多く、外国人旅行者に国立公園等の自然などの魅力が十分伝わらない。また、国立公園では一定の英語解説
文整備が進みつつあるものの、利用者の多様な言語には未対応であり、国定公園等では英語解説文整備が十分進んでいない。
訪日外国人利用者が多く見込める自然体験拠点における多言語化の効果を高めるには、国立公園、国定公園等の自然体

験拠点において取り組みを進めることが必要。

【効果】
各国立公園等にて魅力的な多言語解説が整備されることによる、
訪日外国人の国立公園、国定公園等での体験滞在の満足
度の向上、滞在の長時間化、ひいては消費額の増大に資する。

Uni-voiceを活用した4言語による自然解説

【事業実施スキーム】
＜直轄＞ 環境省 → 民間事業者
＜補助＞ 環境省 → 中間執行団体

→ 地方公共団体、観光協会やDMO等の団体、民間事業者等
補助率：２／３

※国立公園の場合、観光庁多言語事業で作成された英語解説文の活用を補助要件とする（単純な
翻訳で済むもの（例：注意喚起用の看板）を除く）

※国立公園以外で多言語解説文作成を行う場合は、観光庁の作成指針等を活用する
こと等を補助要件とする

多様な媒体を活用し国立公園等の魅力を多言語で解説

令和４年度予算（案）
1.4億円（10.0億円）

（令和４年度見直し内容）
補助事業で３言語以上の解説文整備を行う場合、言語数に応じて
加点する

©Forward Stroke inc ©Forward Stroke inc



【背景・課題】
圧倒的な自然環境を有する国立・国定公園内での魅力的な自然体験等のコンテンツは、訪日外国人の旅行消費
額や延べ宿泊者数の増加に向けて大きなポテンシャルを有しているが、これまでの整備・展開は十分ではない面もあっ
た。また、各国立・国定公園をブランディングし、地域のテーマやストーリーを踏まえたコンテンツをより効果的に提供する
ためには、既存コンテンツ等の状況も踏まえた計画づくりと情報の一元的な提供等の地域一体となった受入れ体制の
整備等が必要である。これを進めるため、R4年度に施行を予定している自然公園法による自然体験活動促進計画
の策定と計画に基づくコンテンツの創出準備を強力に支援していく必要がある。また、サスティナブルツーリズムの要素を
より充実していく必要がある。

【事業内容】 【事業イメージ】
①地域一体となった効果的なコンテンツ提供のための
計画策定等

地域協議会等における地域内の複数コンテンツを効果
的に提供するための受入れ体制の整備や地域のテーマ
やストーリーを踏まえたコンテンツの統一的なブランディング
等に係る自然体験活動促進計画等の計画策定等。

②地域一体となった効果的なコンテンツ提供体制の整備
①の検討に基づく、ビジターセンター等における情報提供、
感染症防止対策、体験フィールドの環境整備、自然情報
の収集と事業者への提供、多言語対応等の人材育成、
二次交通の構築等。

【事業スキーム】 直轄・補助

【効果】 効果的なコンテンツの提供推進による、訪日外国人
観光客の宿泊数の増加や消費額の増加。コンテンツ
の高付加価値化。

国立公園等の自然を活用した滞在型観光コンテンツ創出事業
令和４年度予算（案）
1.0億円（14.8億円）

（拡充）

高付加価値化 星空観察

グランピング 地場産品 ナイトタイム 野生動物観光

個々の滞在型コンテンツの造成イメージ

効果的なコンテンツ提供の検討・コンテンツ提供体制の整備

環境省

DMO 民間事業者

地域協議会等

地方公共団体

専門家

「自然体験活動促進計画の策定」・複数コンテン
ツを効果的に提
供するための受
入れ体制整備

・地域のテーマ
やストーリーを
踏まえたコンテ
ンツの統一的な
ブランディング

・一元的な情報提供や二次交通の改善等でコンテンツ
間をつなぐことによる更なる滞在時間や満足度向上
・地域で統一的な自然、歴史、文化の解説等によるブ
ランディング など



国立公園等の自然を活用した滞在型観光コンテンツ創出事業

【事業内容の詳細】
１．地域一体となった効果的なコンテンツ提供のための計画策定等

対 象：地域協議会等における地域内の複数コンテンツを効果的に提供するための受入れ体制の整備や地域の
テーマやストーリーを踏まえたコンテンツの統一的なブランディング等に係る自然公園法に基づく自然体験活動
促進計画等の計画策定・改定等（対象は国立・国定公園。ただし、関連する国立・国定公園外の活動についても対象とする。 ）

スキーム：直轄（国立公園等）
地方公共団体等への補助（1/2、自然体験活動促進計画を策定する場合は2/3（拡充））

内 容：国立公園や国定公園ならではのテーマやストーリー、既存の地域コンテンツの状況等を踏まえた計画の策
定・改定のため調査、インバウンド促進・地域経営能力を有する人材の招へい、地域内の合意形成、計画
検討等

２．地域一体となった効果的なコンテンツ提供体制の整備
対 象：１の検討に基づく、ビジターセンターやデジタル等における情報提供、感染症防止対策、ワーケーション・体験

フィールドの環境整備（清掃・修繕等）、自然情報等の収集と事業者への提供、人材育成、二次交通の
構築や脱炭素化等（対象は国立・国定公園。ただし、関連する国立・国定公園外の活動についても対象とする。）

スキーム：直轄（国立公園ビジターセンター等を活用）
内 容：コンテンツの立ち上げ、高付加価値化、インバウンド対応に係る支援

①ビジターセンターやデジタル等におけるアクティビティ情報の一元的な提供等
②新型コロナウイルス感染症の防止対策（利用者数コントロールのための調査・対策実施など）
③複数事業者が活用するワーケーション・体験フィールドの環境整備（清掃、簡易な歩道修繕、外来生

物駆除など）
④自然環境情報等の収集とコンテンツ事業者への提供
⑤インバウンド対応、高付加価値化、自然環境保全の取組ためのコンテンツ事業者向けの人材育成
⑥コンテンツ提供のための二次交通や脱炭素化（e-bikeなど）の構築に向けたトライアル実施



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

国立・国定公園の利用拠点の魅力創造による地域復興推進事業

事業イメージ

間接補助事業（定額補助、1/2、2/3）

新型コロナウイルス感染症の拡大により、国立・国定公園では、民間
事業者等に甚大な影響が出ている。一方、ウィズ・コロナ時代に自然・
健康への関心が高まる中、自然の中で滞在し、自然体験やテレワークを
行うニーズが高まっている。

国立・国定公園の利用拠点において、自治体・事業者・DMO・地域協
議会等が取り組む以下の事業を支援する事により今後の誘客に向けた受
入環境整備を行う。

①利用拠点を活用した自然体験プログラム推進のための企画造成等

②公園事業者等が行うコロナ対応、ワーケーション受入や自然との調和

が図られた滞在環境の整備

①国立・国定公園で「遊び、働く」という健康でサステナブルなライフスタイルを推進し、地方創生に貢献。

②国立･国定公園の利用拠点においてコロナ対応等の環境整備、自然体験プログラムの推進や魅力発信の取組を支援す

ることで、新型コロナウイルス感染拡大により減退した公園利用の反転攻勢と地域経済の再活性を図る。

国立公園等の利用拠点でのコロナ対応やワーケーション受入等のための環境整備と自然体験の推進等によりライフ
スタイル変革と地域活性化を図ります。

【令和３年度補正予算要求額 799百万円】

・ワーケーションに対応した改修

（ （リモートワーク拠点の整備等）

・e-bike（電動MTB）を活用し

た自然体験プログラム

地方公共団体・民間事業者・団体

令和３年度

自然環境局 国立公園課 電話：03-5521-8277

■補助対象


