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はじめに

本事業の目的（1）

日南市の観光の現状として、観光入込客数は、2008年以降、180万人程度で推移していましたが、
2011年は家畜の病害、東日本大震災による需要縮小等で約165万人まで減少しました。2012年以降
は盛り返し、2013年以降は約190万人前後で推移しています。
また近年、宮崎空港に従前からの韓国直行便に台湾、香港便が加わり、更には油津港へのクルーズ
船の寄港が増加、2015年には寄港回数7回、2016年には約20回の寄港が予定されるなど、東アジア
を中心とした外国人観光客も増加傾向にあります。

しかしながら日南市における観光は「日帰り・通過型」が主流となっており、宿泊客の増加、夏季などの
ピークシーズン以外の賑わいの創出等が課題となっています。
さらに、今年度策定された「日南市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に「人口減少と地域経済縮小という
負のスパイラルの克服を目指す」と記載されているように、観光分野のみならず、自治体運営の根幹を
成す人口、経済、地域社会などにおいても、日南市には課題が山積しているという認識を持っておりま
す。

「日南市重点戦略プラン」（2015年3月 日南市）および「日南市まち・ひと・しごと創生総合戦略」（2015
年10月 日南市）における観光分野の目標は以下のとおりです。

l 現状と課題（「日南市重点戦略プラン」・・・施策集12頁「観光の振興」の「現状と課題」より抜粋）
• 観光客数については約190万人前後で推移し、伸び悩んでいるのが現状です。
• 本市への来訪者の約半分が県内客で、県外客のほとんどが九州圏内からの来訪です。
• 来訪者の満足度については、「自然・景観」や「歴史・文化」が高く、「まちの賑やかさ」や「アクセス、

体験、地元の人とのふれあい」が低くなっています。
• 観光の魅力を更に引き出し、それを伝達できる人材の育成や、点在する観光地をストーリーでつ

なぐなど、新たなネットワーク形成が必要です。
• ターゲット層を明確にした情報発信、案内板やＷｉ-Ｆｉ（ワイファイ）環境の整備・充実などが重要で

す。
• 来訪者には「短時間しか居てもらえない」「再訪意向・推奨意向が低い」との傾向があるため、観

光資源の魅力を高め、その魅力を伝達する力を更に強めることが必要です。

l 重要施策（「日南市まち・ひと・しごと創生総合戦略」・・・10頁「戦略ごとの取組と成果目標」より抜粋）
• 魅力ある観光資源として多層的な歴史資源と自然資源の発掘・磨き上げや、回遊性の向上、市

内外への情報発信強化
• クルーズ船をはじめとする観光客への日南らしい受入れ、おもてなしの体制強化や、観光産業の

持続的な発展基盤の整備

l KPI （「日南市まち・ひと・しごと創生総合戦略」・・・10頁「戦略ごとの取組と成果目標」より抜粋）

このように「日南市まち・ひと・しごと創生総合戦略」において、観光分野に関する内容は、非常にビジョ
ナリーに描かれており、本内容の推進の支援を実施することが、我々の使命であると考えております。
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ＫＰＩ（重要業績評価指標）：  

 Key Performance Indicator の略称。  

 施策の効果を検証するために設定する指標。  

 

 

サ  新しいビジネスに挑戦する企業や起業家を支援するハード・ソフト両面の環境

づくり  

シ  遊休施設を活用したサテライトオフィスや研究室の設置など、若者が行き交い、

交流する場づくり  

 

＜ＫＰＩ＞  

指   標  基  準  値  目  標  値  備   考  

企業・起業家誘致、

事 業 承 継 な ど に よ

る雇用創出  

84 人  

（ H25）  

430 人  

（ H27～ H31）  

 

オ フ ィ ス な ど へ の

活 用 を 目 的 と し た

空き家の改修  

0 件  

（ H25）  

5 件  

（ H27～ H31）  

 

市 内 高 校 新 規 卒 業

者の地元就職率  

34.3％  

（ H26）  

50.0％  

（ H31）  

 

 

 

 (3) 観光  

ス  魅力ある観光資源として多層的な歴史資源と自然資源の発掘・磨き上げや、回遊

性の向上、市内外への情報発信強化  

セ  クルーズ船をはじめとする観光客への日南らしい受入れ、おもてなし体制強化や、

観光産業の持続的な発展基盤の整備  

 

＜ＫＰＩ＞  

指   標  基  準  値  目  標  値  備   考  

観光入込客数  1,960,000 人  

（ H25）  

2,230,000 人  

（ H31）  

 

観光消費額  31.8 億円  

（ H25）  

39.9 億円  

（ H31）  

 

クルーズ船の寄港回

数  

3 回  

（ H25）  

20 回  

（ H31）  
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はじめに

本事業の目的（2）

訪日外国人旅行者は、2013年に1,000万人を突破して以来、2014年に1,341.4万人（前年比29.4%
増）、さらに2015年は、1,973.7万人（前年比47.1%増）となり過去 高を更新しております。それと同
時に1970年以来45年ぶりに、訪日外国人客数と出国日本人数が逆転し、日本中に大きな経済効果を
もたらしております。
主な要因は、クルーズ船の寄港増加、航空路線の拡大、ビザの大幅緩和、燃油サーチャージの値下
がりによる航空運賃の低下、これまでの継続的な訪日旅行プロモーションによる訪日旅行需要の拡大
などが考えられ、加えて、円安による割安感の定着、消費税免税制度の拡充等も増加を後押ししたと
推測されます。
市場別では、主要 20  市場のうち、ロシアを除く 19  市場が年間での過去 高を記録し、中でも中国は
前年比 107.3%増の 499  万人に達し初めて 大市場となっております。その他、米国が欧米市場で
初めて 100  万人を超えたほか、東南アジア 6  市場（タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、
フィリピン、ベトナム）が合計で 200  万人を超える規模へと成長しております。

日南市においても、本年度6月以降、油津港に複数回、外国からの大型クルーズ船が寄港し、 大
4,000人を超える観光客が約100台の大型バスで市内外を周遊するなど、大変な賑わいを見せたかと
思います。
また、宮崎空港、鹿児島空港への東アジアからの定期便就航により、韓国、台湾、香港、中国などから
の日南市を訪れる団体ツアー、個人旅行客も増加しており、これらの国に向けた情報発信の重要性も
高まっています。
景況予測としても、2020年東京オリンピックが近まるに連れ、円安傾向が追い風となって、益々外国人
観光客は増加することが見込まれておりますし、現在の増加傾向が持続された場合、2020年には年
間3,000万人を突破することは確実視されておりますので、外国人観光客を積極的に誘致し、地域消
費額の 大化が見込める宿泊へ繋げることができれば、地域経済に与える好影響は計り知れません。

「日南市人口ビジョン」で示されている、「日南市の将来人口の推計」によると45年後の日南市の人口
は31,279人（2060年）、日本全国の趨勢値として用いられている社人研の同推計では26,359人（2060
年）と示されています。いずれの値においても、2015年10月現在の人口（国勢調査：速報値）54,124人
と比較して大幅な減少となっており、「日南市人口ビジョン」で用いられている中期的目標年度の2020
年の時点においても、3,500人程度の人口減少（2015年10月との比較）を示しています。

この揺るぎない「定住人口の減少」による域内経済規模の縮小を補う手段のひとつとして有効に働く手
法が「交流人口の増加」であると私たちは確信しております。
国内・国外を問わず、域外から交流人口の流入を促進するために、これまでの取り組みを継続すると
ともに、新たな手法を導入しなければならないと考えており、本報告書においては、大きく以下の内容
について述べさせていただいております。

• 日南市における観光客（クルーズ船含む）の受入環境の現状
• 効果的、効率的な観光客の受入体制構築及び交流人口の拡大に向けた仕組みづくり

我々、インアウト社は、自治体が悩んでいる事象・抱えている課題に対して、表面的な青図を描いた提
案を行うのではなく、自治体の事実に向き合い、自治体の方々と一緒に汗をかき、知恵を絞りながら、
本質的・実質的な課題解決策を、導き解決し、 終的には内製化できるような仕組みを構築する集団
です。本提案においても、日南市が悩んでいる事象・抱えている課題に対して提案をさせていただいて
おります。
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1 日南市を取り巻くインバウンドの概況

1-1 定住人口と交流人口

冒頭でお伝えした通り、「定住人口の減少」による域内経済規模の縮小を補う手段のひとつとして有効
に働く手法が「交流人口の増加」であると考えております。国内・国外を問わず、域外から交流人口の
流入を促進するために、これまでの取り組みを継続するとともに、新たな手法を導入しなければならな
いのではないでしょうか。

【観光交流人口増大による定住人口の補完（2013年）】出典：観光庁

顕在化している定住人口の減少は、地域の経済活動と直結します。
住民一人当たりの年間消費額は124万円とします。
定住人口１人分の減少を補うには、
• 外国人旅行者・・・10人分
• 宿泊国内旅行者（宿泊）・・・26人分
• 国内旅行者（日帰り）・・・83人分

必要だという試算が出されております。

外国人旅行者の消費額は2015年では17万円となっておりますので、「8人の外国人旅行者によって、
定住人口1人分の年間消費額を補える」という試算になります。

定住人口=1億2,805万人
1人当たり年間消費額=124万円

定住人口1人分

国際交流人口
（外国人旅行者）

国内交流人口
（国内旅行者）

1人1回当たり消費額

13万6千円

※2013年実績

1人1回当たり消費額

宿泊：4万8千円
日帰り：1万5千円

訪日外国人
旅行1.4兆円

日本人国内
旅行20.2兆円

1,036万人 6億3,095万人

宿泊：3億2,042万人

日帰：3億1,053万人

宿泊：15.4兆円

日帰り：4.8兆円

旅行消費額

or

or

外国人旅行者

10人分

国内旅行者

（宿泊）
26人分

国内旅行者

（日帰り）
83人分

増加

減少

5



524   521  
614   673  

733  
835   835  

679  

861  

622  

836  

1,036  

1,341  

1,974  

0万人

500万人

1,000万人

1,500万人

2,000万人

2,500万人

3,000万人

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2020 2030

1 日南市を取り巻くインバウンドの概況

1-2 訪日外国人旅行者数（全国）

【全国の訪日外国人旅行者数の状況】

訪日外国人旅行者は2013年に1,000万人の大台を突破し、2014年も1,341万人と前年比で約30%
増加。2015年はさらに加速し、年間で1,973.7万人となり、2020年の目標値であった年間2,000万人に
届く勢いとなっています。
国籍別にみると、2014年は①台湾 ②韓国 ③中国 の順でしたが、2015年は中国の急伸により
①中国（499万人） ②韓国 （400万人） ③台湾（368万人）となっています。

① 2014年と2015年の訪日外国人客数

2030年
4,000万人

ビジット・ジャパン・

キャンペーン開始

出典：2015年 JNTO（日本政府観光局）

1,341万3千人 1,973万7千人

47.1%増

2014年 2015年

タイ

マレーシア

シンガポール

フィリピン

ベトナム

インドネシア

インド

豪州

英国
カナダ

フランス

ドイツ
イタリア ロシア

スペイン

その他

その他

韓国

400万人
（20.3%）

中国

499万人
（25.3%）

台湾

368万人
（18.6%）

香港

92.6万人
（7.7%）

米国

103万人

東アジア

72%

欧米豪

13%

東南アジア

+インド
11%

タイ

マレーシア

シンガポール

フィリピン

ベトナム

インドネシア

インド

豪州

英国

カナダ

フランス

ドイツ
イタリア ロシア

スペイン

その他

その他

韓国

276万人
（20.5%）

中国

241万人
（18.0%）

台湾

283万人
（21.1%）

香港

92.6万人
（6.9%）

米国

89.2万人

東アジア

66%

欧米豪

16%

東南アジア

+インド
13%
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1 日南市を取り巻くインバウンドの概況

1-3 訪日外国人宿泊者数（全国）

2015年（速報値）の延べ宿泊者数は、約5億545万人泊（前年比+6.7%）でした。日本人延べ宿泊者数
は約4億2,750万人泊で前年比-1.1%と減少しているのに対し、外国人延べ宿泊者数は約6,637万人
泊で前年比+48.1%と増加しています。

宿泊者全体に占める外国人の割合は13.1%（2015年は9.5%）で、宿泊者の約10人に1人は外国人で
あり、2016年はさらに伸びると予測されます。

2015年の外国人延べ宿泊者数において宮崎県は約23万人泊（前年比+42.5%)で全国26位です。

出典：2015年 宿泊旅行統計調査（観光庁）

【2015年の都道府県別宿泊者数】 （単位：人泊）
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�(A 5,895,130 -0.1% 74,750 +55.0% �7�A 4,843,530 +8.7% 433,600 +52.3%

E A 11,149,120 +0.8% 52,450 +19.1% [A 2,938,390 -3.4% 99,570 +69.3%

K�A 5,799,220 +6.2% 202,450 +115.2%  4A 3,209,440 -0.3% 38,670 +38.1%

30A 10,173,550 +6.2% 204,570 +28.3% ��A 5,423,440 +0.7% 179,910 +62.1%

HYA 9,071,540 +5.6% 162,540 +44.8% $ A 9,317,710 +8.7% 739,010 +69.9%

�?A 4,355,390 +6.0% 161,680 +62.6% ��A 4,168,570 -7.1% 86,580 +52.8%

�LA 22,462,620 +5.9% 3,478,190 +30.4% ) A 2,235,200 -22.1% 57,680 +60.5%

2�P 59,549,010 +9.7% 17,779,970 +34.7% X"A 4,251,830 +22.8% 222,630 +56.0%

D�"A 18,962,090 -1.2% 2,172,550 +51.7% *�A 3,571,980 -0.6% 105,950 +65.2%

.=A 11,310,600 +17.7% 261,300 +92.8% ZBA 2,886,580 -0.6% 69,650 +80.5%

��A 3,976,890 +14.0% 201,940 +42.1% E�A 16,224,710 +6.5% 2,378,210 +75.2%

C"A 8,518,360 +12.9% 513,350 +47.4% �NA 3,147,210 +10.9% 199,950 +119.9%

E�A 4,226,400 +11.5% 59,350 +88.2% S!A 8,182,140 +11.9% 836,020 +69.7%

�5A 8,543,600 +12.9% 1,313,370 +38.4% >1A 7,483,950 +9.0% 739,150 +55.5%

SRA 18,828,220 +5.2% 963,230 +45.8% �	A 6,981,610 +14.4% 681,430 +70.2%

�TA 6,688,450 +9.7% 921,730 +54.2% �!A 3,977,040 +14.2% 229,470 +42.5%

W�A 22,635,080 +7.7% 1,759,730 +123.8% \� A 7,866,930 +4.4% 416,770 +56.7%

*BA 16,693,730 +8.4% 2,245,450 +50.7% 9GA 20,888,460 +3.7% 3,918,010 +64.0%

2015年 外国人延べ宿泊者数 6,637万人泊

★
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タイ

シンガポール

その他アジア

北米地域

欧州地域

船舶観光上陸

1 日南市を取り巻くインバウンドの概況

1-4 九州のインバウンドの概況

九州においても外国人旅行者は、ここ3年間は急激な伸びを示しています。
2014年は167.5万人、2015年は283.2万人を超えました。
九州全体では韓国人が42.9%を占めます。その後、台湾、中国、香港と続きます。
ただし、船舶観光上陸は、そのほとんどが中国からのクルーズ船である現状から、船舶観光上陸を
中国人とすると中国人が全体の34.8%を占めます。

【九州への外国人旅行者数の推移】
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（万人）

ビジット・ジャパン・

キャンペーン開始

前年比 64.4%増

前年比 98.3%増

前年比 80.9%増

前年比111.4%増

前年比 77.2%増

前年比 84.6%増

前年比 65.7%増

前年比 33.8%増

前年比 48.0%増

前年比 26.4%増

前年比 60.9%増

※（ ）内はシェア

韓国

121.54万人
（42.9%）

中国

19.86万人
（7.0%）

台湾

27.86万人
（9.8%）

香港

14.18万人
（5.0%）

1.59万人

（0.5%） 6.08万人

（2.1%）

5.15万人

（1.8%）

3.34万人

（1.2%）

3.48万人

（1.2%）

その他の国・地域

1.44万人
（0.5%） 78.73万人

（27.8%）

アジア地域

196.26万人
（69.3%）

2,832,359人
対前年比 69.1%増

2015年1月～12月

出典：九州運輸局

前年比 63.7%増

2014� 2015� ��

1	112	 1	112	 /%0

�� 855,802 1,215,371 42.0%

�� 145,653 198,593 36.3%

�� 211,846 278,618 31.5%

�
 83,133 141,789 70.6%

�� 43,068 60,849 41.3%

�,�$.) 12,970 15,881 22.4%

%*.�� 6,396 7,306 14.2%

�,� �� 4,470 4,448 -0.5%

"�(!, 12,320 15,500 25.8%

#��& 8,282 12,454 50.4%

�,� 1,621 2,196 35.5%

�� 10,863 10,802 -0.6%

� 30,850 23,346 -24.3%

��� 7,466 9,288 24.4%

�� 12,007 12,779 6.4%

"',� 2,679 3,321 24.0%

��� 3,312 3,341 0.9%

�',� 3,038 3,900 28.4%

+�� 1,222 920 -24.7%

�-��
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1 日南市を取り巻くインバウンドの概況

1-5 宮崎県の観光、インバウンドの概況

宮崎県においては、2013年にここ数年で も多い観光客数1,514万人（日帰り1,185万人、宿泊客数３
２９万人）を記録しましたが、2014年は、1,446万人（日帰り1,139万人、宿泊客307万人）と前年比-
4.5%の減少となりました。しかし、その中で外国人宿泊客数は、前年比+31.0%と大きく伸びて13.1万
人となり、過去 高を記録しています。
• 2014年における県外客と県内客の割合は45：55となっています。
• 2015年における宮崎県への外国人宿泊客数の内訳は、韓国が43%とその大半を占め、次いで台

湾が27%、香港が19%、中国が4%となっています。
• 宮崎空港、鹿児島空港への定期便のある国からの宿泊客数が多い傾向にあります。

出典：2014年宮崎県観光入込客統計調査

【宮崎県の過去5年間の観光客推移】 （単位：千人回）

2010� 2011� 2012� 2013� 2014�

2,653 2,581 2,840 3,290 3,073

1,907 1,887 1,965 2,300 2,091

うち訪日外国人 59 27 102 100 131

746 694 875 990 982

10,832 10,070 11,034 11,851 11,393

4,016 3,967 4,764 5,207 4,557

6,816 6,103 6,270 6,644 6,836

13,485 12,651 13,874 15,141 14,466

5,923 5,854 6,729 7,507 6,648

7,562 6,797 7,145 7,634 7,818

県外客

県内客

合計

県外客

県内客

��

宿泊客

県外客

県内客

日帰り客

【 都道府県別、国籍（出身地）別外国人延べ宿泊者数構成比（上位5国籍） 】

（2015年1月~12月速報値）
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1 日南市を取り巻くインバウンドの概況

1-6 日南市の観光、インバウンドの概況

日南市への観光入込客数の推移をみると、2008年の合併以降、約180万人で推移してきましたが、
2011年には家畜の病害、東日本大震災による観光需要縮小などの影響を受けて165万人台にまで落
ち込みました。
2012年以降は持ち直し、観光入込客数は190万人前後で推移している状況です。
近年は、油津港へのクルーズ船の寄港増、宮崎空港への海外定期便の就航増により、東アジア諸国
を中心とした外国人観光客が増加傾向にあります。
宮崎県全体の観光入込客数に対する日南市のシェアは約8％あり、宮崎県の観光において重要な役
割を担っていると言えます。
なかでも鵜戸神宮は年間約100万人が訪れる県内有数の観光地であり、またそれ以外にも飫肥城下
町、サンメッセ日南、日南海岸など多くの観光資源を日南市は有していますが、日南市が抱えている
課題感として、市内への宿泊には結びついておらず、「日帰り・通過型」の観光となっていることがあげ
られます。

【日南市の観光入込客数の推移】 （単位：万人）

出典：日南市観光振興計画 ／ 「宮崎県観光入込客統計調査結果」(宮崎県)

4 
 

2－2 日南市の観光の現状 

 本市を訪れる観光客は、昭和 40年代の高度成長期における新婚旅行ブームの到来ととも
に急増し、当時は「新婚旅行のメッカ」として賑わいを見せた。昭和 50年代半ば以降、海
外旅行が一般に普及したことにより、新婚旅行の行先はグアム、サイパンからハワイ、オー

ストラリアへと移行し、本市を訪れる観光客数は減少傾向を辿った。 
近年の本市への観光客入込の推移をみると、本市合併以降 180 万人程度で推移してきた
が、2011 年（平成 23 年）には家畜の病害や東日本大震災による観光需要縮小等を受けて
165万人台に落ち込んだほか、2011年（平成 23年）3月の九州新幹線開通により、関西・
中国地方からの交通利便性が向上した熊本県、鹿児島県との「東西格差」が鮮明になりつつ

ある。2013年（平成 25年）の観光客入込数は前年比 6.8%増の 195.7万人であった。 
近年の特徴的な動きは、近隣アジアを中心とする海外のクルーズ市場拡大に伴う油津港へ

のクルーズ船誘致の活発化である。油津港は大型客船の接岸が可能な、国内でも限られた港

湾のひとつとして、クルーズ寄港地として定着してきている。2013年度（平成 25年度）ま
での過去 7年半の間に、2万～7万トン級のクルーズ船を 26回受け入れており、多いとき
には、1回のクルーズ船で 2,000人の来訪者を迎えたこともある。 

 
 
 
 
 

 宮崎県全体の観光入込客数に対する本市のシェアは、2001年（平成 13年）までは 7％前
後で推移していたが、近年は 8％前後を維持しており、宮崎県の観光においても本市は重要
な役割を担っていると捉えることができる。 

■日南市の観光入込客の推移 出所：「宮崎県観光入込客統計調査結果」（宮崎県） 

※2007年までの日南市の観光客入込客数は、合併前の（旧）北郷町、（旧）南郷町の観光入込客数を合
計して算出している。 
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2 日南市への観光アクセス方法

2-1 空路

日南市に空路でアクセスする場合、利用される空港は、宮崎空港が中心ですが、鹿児島空港を利用す
る観光客も多く見受けられます。
コースによって宮崎空港イン、鹿児島空港アウト、またその逆の利用も考えられます。
また、宮崎空港に就航している台湾、韓国、香港便、鹿児島空港に就航している台湾、中国、韓国、香
港便で入国する外国人旅行者も増加しており、2014年は、宮崎空港から約2.4万人、鹿児島空港から
は約5万人が入国しています。

1.宮崎空港
日南市内まで車で約60分、日南市（飫肥）までの連絡バスあり（1時間に1本程度）

【国内線】
• 日本航空：東京国際空港、大阪国際空港、福岡空港
• 日本エアコミューター：福岡空港
• 全日本空輸：東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、福岡空港
• ソラシドエア：東京国際空港、那覇空港
• ＩＢＥＸエアライン：福岡空港、中部国際空港
• ピーチ：関西国際空港

【国際線】
• チャイナエアライン：台湾桃園国際空港（台北） 週3便
• アシアナ航空：仁川国際空港（ソウル） 週3便
• 香港航空：香港国際空港（香港） 週2便

2.鹿児島空港
日南市内まで車で約120分

【国内線】
• 日本航空：東京国際空港、大阪国際空港
• 日本エアコミューター：松山空港、福岡空港、種子島空港、屋久島空港、奄美空港、喜界空港、徳之

島空港、沖永良部空港、与論空港
• 全日本空輸：東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、那覇空港
• ソラシドエア：東京国際空港、那覇空港
• ＩＢＥＸエアライン：福岡空港、中部国際空港
• ピーチ：関西国際空港
• ジェットスタージャパン：成田国際空港、中部国際空港
• フジドリームエアラインズ：富士山静岡空港
• スカイマーク：東京国際空港、神戸空港

【国際線】
• チャイナエアライン：台湾桃園国際空港（台北） 週4便
• 中国東方航空：上海浦東国際空港（上海） 週2便
• 大韓航空：仁川国際空港（ソウル） 週3便
• 香港航空：香港国際空港（香港） 週3便

宮崎空港の愛称公募を実施したところ、県内外から３，０４８件の応
募があり、応募の過半数が南国イメージだったことと、宮崎空港に咲
くブーゲンビリアをその代表的なシンボルとして、宮崎のおもてなし
にしていこうという思いから、「宮崎ブーゲンビリア空港」に決定い
たしました。 
花言葉は「情熱」「告白」「あなたしか見えない」。 
かつてのハネムーンブーム、現在の恋旅、そして宮崎の気候と人の温
かさを表現するネーミングと思います。 
これからも、宮崎の空の玄関「宮崎ブーゲンビリア空港」をどうぞよ
ろしくお願いします。 

宮崎空港ビル 

宮崎空港愛称決定！！ 

1 
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2 日南市への観光アクセス方法

2-2 陸路

日南市へ陸路でアクセスする場合、用いられる手段は、「鉄道」、「バス」、「自動車」があげられます。

1. 鉄道（ＪＲ日南線）
日南市内には、宮崎駅（宮崎市）と志布志駅（鹿児島県志布志市）を結ぶＪＲ日南線が走っています。
市内には１０駅あり、そのうち飫肥駅、日南駅、油津駅、南郷駅以外は無人駅となっており、無人駅の
利用者は一日数十人程度です。
運行本数は１時間に１本程度の運行です。そのため、観光での利用については課題があります。
一方、ＪＲ九州の観光列車「特急 海幸山幸」が、宮崎駅～南郷駅間を週末を中心に１日１往復運行し
ており、飫肥杉をふんだんに使った車両、海、山など変化に富んだ景色などから観光客に人気を博し
ています。
また、ＪＲ九州は、新八代駅から宮崎駅まで高速バス「B&Sみやざき」を運行し、博多駅～宮崎駅まで
を新幹線とバスで約3時間で結んでいます。

2. バス
宮崎交通の路線バスが宮崎市内（宮崎駅発～宮交シティバスセンター～宮崎空港等）から日南市内
（日南海岸～油津～飫肥）までを運行しています。
運行本数は１時間に1本程度で、宮崎駅までの所要時間は約２時間です。
また「日南レトロバス」と呼ばれる県産杉を内外装に使用したバスも同路線を１日2往復しています。
宮交シティバスセンターからは、九州各地（福岡、熊本、新八代、長崎、鹿児島、大分・別府、高千穂）
や関西（三宮・大阪・京都）へ高速バスが運行されています。

3. 自動車
日南市内に高速道路のＩＣはありませんが、近隣には、宮崎自動車道：田野ＩＣ（宮崎市田野町）、宮崎Ｉ
Ｃ（宮崎市）、東九州自動車道：清武南ＩＣ（宮崎市）があります。
日南市を訪れる観光客の多くが自家用車を利用していることもあり、2017年度の日南ＩＣの供用開始
が待ち望まれています。

• 田野ＩＣ～日南市 約50分
• 宮崎ＩＣ～日南市 約60分
• 清武南ＩＣ～日南市 約50分

4. 二次交通
ＪＲ九州の観光列車「海幸山幸」の運行に連動した周遊バス「日南めぐり号」が飫肥～南郷間を運行し
ています。しかしながら、「海幸山幸」の運行日（主に週末や長期休暇など）のみの運行であることから、
本数の少なさの課題があります。
その他、路線バス（宮崎交通）、タクシー（5社）などが二次交通の主な手段となっています。
しかしながら時刻表、バス停などに外国語表示がないため、今後、増加が見込まれる外国人個人旅行
者にとって、二次交通の利用改善にむけた取組が必要となります。
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2 日南市への観光アクセス方法

2-3 海路

日南市へ海路でアクセスする観光客は、油津港へクルーズ船で寄港します。

油津港は、天然の良港であり、博多港、長崎港、八代港と並んで16万トン級の船舶を受入可能な港で
あり、ここ数年、国内外の多くのクルーズ船が寄港しています。
2016年も約20回の寄港が予定されており、宮崎県、日南市の積極的な誘致により、今後もその寄港
数は増加することが予想されます。
また、クルーズ船寄港時には、岸壁にて様々な歓迎イベントが催されるとともに、日南山形屋等による
免税店出店のほか、日南及び周辺地域の特産物の出店も行われています。

【油津港クルーズ船寄港予定（2016年3月25日現在）】

出典： 宮崎県ポートセールス協議会 クルーズ船寄港スケジュール
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日南市は、年間約100万人が訪れる「鵜戸神宮」、「食べあるき・町あるきＭＡＰ」も大人気の九州の小
京都「飫肥」、モアイ像と雄大な日南海岸の景色が人気の「サンメッセ日南」など宮崎県内でも有数の
観光地を有しています。

また、飫肥城下町の商店街では「食べあるき・町あるきＭＡＰ」などの実施により、観光客の誘客に努め
ており、油津商店街では新たな店舗の出店やＩＴ企業の集積が相次ぐなど今後の商店街の活性化、観
光地化に向けた取組みが活発になっています。

観光客の目的の一つでもある食事に関しては、南郷を中心としたご当地グルメ「日南一本釣りカツオ炙
り重」や「伊勢えび」、 近テレビに取り上げられ話題となっている「魚うどん」など水産物の食材を中心
としたグルメが観光客を喜ばせています。

今回、こうした観光関連事業者に対してその受入環境の状況について、更に詳細に把握するため、下
記調査等を実施いたしました。

l 一般観光客へのアンケート調査
l 宿泊施設へのアンケート調査
l クルーズ船関係者へのアンケート調査
l 観光関連事業者アンケート調査
l 観光関連事業者ヒアリング調査
l 観光関連事業者ワークショップ
l 外国人モニターツアー

3 アンケート調査報告

3-1 調査概要
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3 アンケート調査報告

3-2 一般観光客へのアンケート調査

n 調査の目的
日南市を訪れた観光客の属性や宿泊の傾向、訪問先の状況、満足度や再来訪意欲などの現状を
把握するための調査を実施しました。

n 調査概要
l 日程 2016年2月14日～3月19日
l 場所 鵜戸神宮、飫肥城址駐車場、道の駅なんごう、宿泊施設
l 調査対象
• 日本人観光客
• 外国人観光客

n アンケート回収状況
l 回収サンプル数：505サンプル（うち外国人：台湾人13サンプル、韓国人1サンプル）

��
�

��� 216 '3/2
��	���
 172 '3/2
�"�!$ � 25 '3/2
0-2(4*3�� 4 '3/2
�$#"��� 2 '3/2
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0-2)&%*��1+4. 8 '3/2
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�� 505 '3/2

'3/2�
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3 アンケート調査報告

3-2 一般観光客へのアンケート調査

n アンケート概要 男女別割合

n アンケート概要 年代別割合

n アンケート概要 男女別・年代別
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3 アンケート調査報告

3-2 一般観光客へのアンケート調査

n 日南来訪国内観光客の都道府県別居住地
l 宮崎在住者が、全体の3割程度を占めています。
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n 日南来訪国内観光客の居住エリア（地域・地方）別の割合
l 調査の時期的に、プロ野球チームのキャンプを見る方が多くいましたが、九州の他県や関東、関

西などからの訪問者が大変多く見受けられました。
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3 アンケート調査報告

3-2 一般観光客へのアンケート調査

n 日南来訪国内観光客の旅行形態（個人旅行／団体旅行）の割合
l 当初、想定していたよりも、団体旅行客が多くいました。全体の3割を占めています。

n 日南来訪国内観光客の旅行形態（日帰り客／宿泊客）
l 仮説では、宿泊客を日帰り客が上回ると予想していましたが、宿泊客の方が、多く来訪しています。

n 日南来訪国内観光客（日帰り客／宿泊客）の年代別内訳
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3 アンケート調査報告

3-2 一般観光客へのアンケート調査

n 日南来訪国内観光客で且つ宿泊客（307名）の宿泊先内訳（日南市内宿泊／市外宿泊）
l 宿泊客のうちおよそ4割が日南市に滞在している。また、日南市を訪れる旅行客全体の2割程度

が、日南市内に宿泊していることが推測されます。

n 日南来訪国内観光客で且つ日南宿泊客の都道府県別・エリア別内訳

n 日南来訪国内観光客で且つ日南宿泊客の性別・年代別内訳
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3 アンケート調査報告

3-2 一般観光客へのアンケート調査
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n 日南来訪国内観光客の旅行形態（新規顧客／リピート顧客）の割合
l 全体のおよそ7割を、リピーターが占めています。リピーター総数334名
l 特筆すべきは、6回以上日南来訪経験のある方たちの割合の多さです。

n 初めて日南を来訪する国内観光客の観光情報の入手先の割合（複数回答）
l ガイドブックによる情報入手が も高い割合となっています。

n リピーターである日南来訪国内観光客の観光情報の入手先の割合（複数回答）
l 以前の体験が情報の源泉となっています。
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3 アンケート調査報告

3-2 一般観光客へのアンケート調査

n 日南来訪国内観光客の満足度（5段階のリッカートスケール）
l 全体の94％が満足しているという結果が出ています。

n 日南来訪国内観光客の再来訪意向（5段階のリッカートスケール）
l 全体の94％が再来訪意向を示しています。
l 非再来訪意向が「0」という驚異的な結果が示されました。
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3 アンケート調査報告

3-2 一般観光客へのアンケート調査

n 調査票（1/2）

【日南市来訪観光客アンケート調査票】 
 

この調査は、日南市が今後の観光振興施策の参考とするため、日南市へいらっしゃった観光客の方を対象

として実施するアンケート調査です。このアンケート結果については、調査目的以外には使用いたしませ

んので、是非ともご協力いただき、ご回答をお願いいたします。 
 
下記項目についてお答えください。 
     部分については記述、□については該当する箇所に☑をお願いいたします。 
 
１ あなたのプロフィールについて教えてください 
①国  籍  □日本   □韓国   □中国   □台湾   □香港   □タイ   □シンガポール    

□マレーシア   □インドネシア   □フィリピン   □アメリカ   □カナダ    
□オーストラリア   □英国   □その他 

②性  別  □男性   □女性    
③年  代  □10代   □20代   □30代   □40代   □50代   □60代   □70代以上  
④職  業  □自営業   □会社員  □会社役員  □公務員（団体職員含む）  □主婦・主夫 

□パート・アルバイト  □学生  □無職   □その他 
⑤日本在住の方のみお答え下さい → お住まいは     県     市・町・村 

        
２ 今回の旅行について教えてください 
 ①旅行形態を教えてください。    
□個人旅行（旅行代理店の利用なし）  □旅行代理店等のフリープラン 
□ルートの決まった旅行代理店等のパッケージプラン   □職場などの団体旅行 
□旅行代理店等の団体旅行商品（ツアー）   □その他        

 ②どなたとおいでになりましたか？（該当するもの全てに☑をお願いします） 
□自分ひとり  □夫婦・パートナー  □家族・親戚  □友人  □職場や地域の仲間   
□その他 

 ③あなたを含め何人での旅ですか？ 
□1人  □2人  □3人  □4人  □5人  □6人   □7人以上（具体的に       人） 

 ④今回の旅は何日間の予定ですか？そのうち日南市には何泊されますか？ 
  □日帰り   □1泊 2日   □2泊 3日   □3泊 4日   □4泊 5日   □5泊以上（具体的に   泊）  
  うち日南市宿泊   □なし   □1泊   □2泊   □3泊   □4泊   □5泊以上（具体的に    泊）                
 ⑤今回の旅行で飛行機を利用された（される）方にお尋ねです。入港、出港はどこからですか？ 
【入港】 
□宮崎空港   □鹿児島空港   □阿蘇くまもと空港   □大分空港   □長崎空港   □有明佐賀空港 
□福岡空港   □北九州空港   □その他 

【出港】 
□宮崎空港   □鹿児島空港   □阿蘇くまもと空港   □大分空港   □長崎空港   □有明佐賀空港 
□福岡空港   □北九州空港   □その他 

 

【次頁に続きます】 
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3 アンケート調査報告

3-2 一般観光客へのアンケート調査

n 調査票（2/2）

３ 今回の日南市訪問について教えてください 
 ①日南市においでになったのは今回で何回目ですか？  
  □初めて   □2回目   □3回目   □4回目   □5回目   □6回以上 
 ②日南市を旅先に選ばれた観光情報の入手先は何ですか？（該当するもの全てに☑をお願いします） 
  □ガイドブック・パンフレット   □新聞・雑誌等   □テレビ・ラジオ   □口コミ 
□市や観光協会などのホームページ   □ＳＮＳ（Facebook、Twitter、mixi等） 
□以前に来たときの体験・感想   □その他 

 ③日南市を訪れた目的は何ですか？（該当するもの全てに☑をお願いします） 
□自然・風景を見る   □美味しいものを食べる   □温泉   □歴史や文化を巡るまち歩き 
□寺社・仏閣等への参拝   □冠婚葬祭   □ビジネス   □ゴルフ   □サーフィン    
□プロスポーツのキャンプ見学   □その他       

 ④日南市においでになる際、ご利用になった交通機関は何ですか？ 
  □自家用車・バイク   □レンタカー   □鉄道   □路線バス   □貸切バス   □タクシー 
  □その他 
 ⑤日南市内でご利用される交通手段は何ですか？（予定を含め、該当するもの全てに☑をお願いします） 
□自家用車・バイク   □レンタカー  □鉄道   □路線バス  □貸切バス   □タクシー 

   □その他 
 ⑥日南市ではどこに行きましたか？（予定を含め、該当するもの全てに☑をお願いします） 
□鵜戸神宮   □飫肥城下町   □道の駅なんごう   □道の駅酒谷   □港の駅めいつ  □北郷温泉 
□サンメッセ日南   □日南海岸   □油津堀川周辺   □その他 

 ⑦日南市内に宿泊された（される）方にお尋ねです。宿泊はどちらですか？ 
（該当するもの全てに☑をお願いします） 

  □ホテル   □旅館   □ペンション・民宿   □実家や知人・親戚宅   □保養所・研修所 
  □キャンプ場   □別荘・リゾートマンション   □その他 
 ⑧日南市内でお使いになった金額はおいくらですか？  約          円  
⑨今回の日南市訪問の満足度はいかがですか？ 

  □満足   □どちらかといえば満足   □どちらでもない   □どちらかといえば不満   □不満 
 ⑩日南市への再訪意向とその理由を教えてください 
  □来たい   □どちらかといえば来たい   □どちらでもない   □どちらかといえば来たくない 
   
 

【ご協力ありがとうございました】 
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3 アンケート調査報告

3-3 宿泊施設へのアンケート調査

宿泊施設の状況およびキャパシティなどについて現状報告を致します。

日南市内には、約30の宿泊施設があり、 大収容人員は1,500名〜1,600名程度です。その多くは小
規模のビジネスホテル、旅館・民宿であり、収容人員が100名を超える施設は「日南第一ホテル」、「か
んぽの宿日南」、「ホテルジェイズ日南リゾート」、「日南海岸南郷プリンスホテル」の4施設です。
また、観光地である飫肥地区には旅館が1施設あります。

このため春季・秋季のプロスポーツのキャンプ時期には、宿泊施設が室数不足に陥り、宿泊客の多く
は近隣自治体の宿泊施設を探さなければなりません。
その反面、キャンプ時期などのピークシーズン以外は、その稼働率の低さが課題となっています。
また、旅館・民宿などは建築から年数を経過した建物が多くなっている状況です。

こうした状況の下、今回は、日南市内の宿泊施設の受入環境など現状を更に詳細に把握するために
アンケート調査を実施いたしました。

n 宿泊施設数
l ホテル数：12
l 民宿数：16
l キャンプ場：2
l 定員数：1,565
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# ����� 客室数 定員 地区名 種類

1 日南第一ホテル 洋81 101 油津 ホテル

2 ホテルシーズン日南 和2 洋55 74 油津 ホテル

3 ふじやす旅館 和14 45 油津 民宿

4 ホテルいろは 和11 30 油津 民宿

5 民宿ふるさと 和5 16 油津 民宿

6 旅館城戸荘 和11 30 油津 民宿

7 ビジネスホテルサンライズ 和3 洋7 20 油津 ホテル

8 かんぽの宿�日南 和33 洋13 152 吾田 ホテル

9 ビジネスホテルリッチ 18 26 吾田 ホテル

10 旅館百合 和15 50 飫肥 民宿

11 民宿はまゆう荘 和9 40 大堂津 民宿

12 ホテル弥太郎 和12 40 鵜戸 民宿

13 ホテルドライブイン大海 和7 25 鵜戸 民宿

14 鵜戸民宿ドライブイン 和6 21 鵜戸 民宿

15 民宿南光 和11 45 鵜戸 民宿

16 北郷温泉旅館丸新荘 和12 48 北郷 ホテル

17 サンチェリー北郷 和14 洋2 46 北郷 ホテル

18 ホテルジェイズ日南リゾート 和37 洋57 250 北郷 ホテル

19 ��
�	 洋10 30 北郷 ホテル

20 ホテル丸万 和9 洋1 50 南郷 ホテル

21 ビジネスホテルサーフィン 和2 洋18 22 南郷 ホテル

22 鈴之家旅館 和9 25 南郷 民宿

23 民宿みよし 和5 13 南郷 民宿

24 旅館美亜 和5 10 南郷 民宿

25 日南海岸南郷プリンスホテル 洋84 168 南郷 ホテル

26 宿なんごう 4 46 南郷 民宿

27 蜂之巣コテージ 11 92 民宿

28 大島観光施設 5 50 民宿

29 酒谷キャンプ場
30 栄松キャンプ場

1,565

市有
施設

��



日南市内宿泊施設アンケート調査

n 調査の目的
日南市内の宿泊施設の外国人観光客等の受入状況を把握するとともに、予約方法や食事の対応、
Wi-Fiの設置状況などの受入体制の現状を把握。今後のインバウンドの受入意向を確認するために
調査を行いました。

n 調査の概況
l 期間 2016年2月13日（土）～3月19日（土）
l 方法 市内宿泊施設：26施設にアンケート調査票を個別配布、記入依頼
• FAX等により回収
• 有効回答数：14施設（回収率54%）

n 調査協力施設一覧

n 調査内容

3 アンケート調査報告

3-3 宿泊施設へのアンケート調査

総括ポイント

• 旅館や古いタイプのビジネスホテルが多く、海外からの旅行者を始め、インターネットを活用した
予約受入体制がほとんどできていないと言えます。

• そもそも、日本人向けの自社ホームページを持っていない宿も多く、情報発信ができていない状
態といえ、海外からの予約は非常に困難な状況です。

• 海外旅行代理店、海外予約サイトに登録している宿泊施設はありません。
• クレジットカード対応ができている施設は5割です。そのうち銀聯カードまで対応ができる施設は
2施設のみで、外国人観光客だけでなく日本人観光客にとっても不便な状況です。

• 外国人観光客が来ていると回答した施設は7施設（50%）となっています。
• 外国人受入意志において「（積極的に）受け入れる」といった施設は1件、「条件により受け入れ

る」が7施設、受入れたくないが4施設と、受入に消極的な傾向が見られます。

25

# �!�3� 地区名 種類

1 ホテルシーズン日南 油津 FM7#5 ��
2 旅館城戸荘 油津

3 ビジネスホテルサンライズ 油津 �1 �&7$�
4 かんぽの宿�日南 吾田 +�% �& (�
5 ビジネスホテルリッチ 吾田

6 旅館百合 飫肥 �. -�
7 民宿はまゆう荘 大堂津 /� �,�
8 ホテルドライブイン大海 鵜戸 4� �
9 北郷温泉旅館丸新荘 北郷

10 サンチェリー北郷 北郷 �)�� 20 �
11 
�9:8 北郷 �� *�
12 ホテル丸万 南郷 �� �,�
13 ビジネスホテルサーフィン 南郷 6	 ,��
14 宿なんごう 南郷 "  ',



71%	

29%	

	 HP

n 予約受付に関する対応
l 電話対応は100%となっていますが、FAXおよび飛び込みはそれぞれ50%となっています。
l 自社ホームページ、国内予約サイト対応は、それぞれ40%程度です。
l 海外の旅行会社および海外の予約サイトを活用している施設はありませんでした。

n 施設ホームページの状況
l 自社HPを設置している施設は全体の7割となっています。
l HPが外国語対応できている施設は1施設（北郷音色香の季合歓のはな）のみとなっています。
l 全ての施設が、じゃらん、楽天トラベル、トリップアドバイザーなどのWEBへの露出、および、日南

市運営サイトへの情報露出をもっと積極的に進めるべきであると感じます。

3 アンケート調査報告

3-3 宿泊施設へのアンケート調査

7%

93%

	

100% 

50% 50% 
43% 

7% 
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n Wi-Fiの設置状況
l 各客室にWi-Fiが設置されている施設は5施設のみです。
l 今後の整備を予定している施設も1施設のみとなっています。
l 外国人観光客のみならず日本人観光客にとっても利便性に欠けている状況です。

n クレジットカード対応
l クレジットカード使用可は7施設（50%）です。
l 外国人観光客のみならず日本人観光客においても不便な状況となっています。
l 銀聯カード使用可の事業者は2施設（14%)となっています。

3 アンケート調査報告

3-3 宿泊施設へのアンケート調査

33%

13%
	
7%

47%

Wi-Fi

	
50%	

	
50%	

	
14%	

	
86%	
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n 食事の対応
l アレルギーには、7施設と半数の施設が対応しています。
l ベジタリアンには、3施設が対応しています。
l ムスリムへの対応は「0」となっているため、今後何がしかの対応が求められます。

n 浴室の対応
l 浴室については大浴場しかない施設が5施設となっています。
l 水着着用可の施設が「0」となっています。
l 人前で裸を見せることに対して抵抗が強い外国人もいますので、今後検討が必要かと考えます。

3 アンケート調査報告

3-3 宿泊施設へのアンケート調査
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n 外国人観光客受入状況
l 「外国人観光客がきている」と回答した施設は半数の7施設。
l 国籍では韓国、台湾、中国、香港、欧米となっています。

n 外国人観光客受入意向
l 外国人の受入に関して「積極的に受け入れたい」と回答した施設は1施設。
l 「少人数なら」、「条件による」を含めて8施設が受入可能。
l 「受け入れたくない」が5施設。

⇒外国人観光客の受入に対して消極的な傾向が見られます。

3 アンケート調査報告

3-3 宿泊施設へのアンケート調査
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3 アンケート調査報告

3-3 宿泊施設へのアンケート調査

n 調査票（1/3）

【日南市内宿泊施設アンケート調査票】 

 

この調査は、日南市が今後の観光振興施策の参考とするため、市内宿泊施設 様の現状や課題を把握するた

めに実施するアンケート調査です。このアンケート結果については、調査目的以外には使用いたしません

ので、是非ともご協力いただき、ご回答をお願いいたします。 

 

下記項目についてお答えください。 

     部分については記述、□については該当する箇所に☑をお願いいたします。 

１ 施設について 

①宿泊施設名：                ご担当者様役職及び氏名：                                    

②総受入定員数      人  部屋数     室 【うち洋室     室 うち和室     室 】 

 ③客室タイプ シングル                    室  価格         円/一人 

        ツ イ ン                         室  価格         円/一人 

        ダ ブ ル                               室  価格         円/一人 

        和室（定員２名）                       室    価格        円/一人 

        和室（定員３名）                       室    価格        円/一人 

              和室（定員４名）                       室    価格        円/一人 

        和室（定員５名）                       室    価格        円/一人 

              和室（定員６名）                       室    価格        円/一人 

        和室（定員７名）                       室    価格        円/一人 

              和 洋 室（定員   名）                室    価格        円/一人 

        そ の 他（定員   名）                室    価格        円/一人  

        そ の 他（定員   名）                室    価格        円/一人  

  ④和室を２名利用でツイン・ダブルと同等の金額で提供は可能ですか？  □可能  □不可 

 

２ サービス内容について 

 ①チェックイン     時    分  チェックアウト     時    分 

 ②クレジットカード等の使用は可能ですか？ 

□不可   □カード可能（カード会社名                            ） 

□銀聯カード使用可能   □トラベラーズチェック可能 

  ③食事の提供場所はどちらですか？ 

  夕食 □部屋食   □レストラン・宴会場   □その他（具体的に                ） 

  朝食 □部屋食  □レストラン・宴会場   □その他（具体的に                ） 

 ④食物対応について（該当するもの全てに☑をお願いします） 

  □アレルギー   □ベジタリアン   □ムスリム（ハラール）対応 

  □その他（具体的に                                    ） 

⑤お風呂の状況等について（該当するもの全てに☑をお願いします） 

  □大浴場（温泉）   □大浴場（温泉以外）   □各部屋に設置   □貸切湯   □立ち寄り湯   

□水着着用可 

【次頁に続きます】 
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3 アンケート調査報告

3-3 宿泊施設へのアンケート調査

n 調査票（2/3）

 ⑥予約受付方法について（該当するもの全てに☑をお願いします） 

□電話 □FAX □飛び込み □自社ホームページ  

□旅行会社 【日本】（具体的に                               ） 

□旅行会社  【海外】（具体的に                                ） 

□予約サイト【日本】（具体的に                                ） 

□予約サイト【海外】（具体的に                                ） 

 ⑦その他のサービス（該当するもの全てに☑をお願いします） 

  □送迎  □自動販売機  □土産物販売  □ペット同伴  □観光案内   

  □バリアフリー対応（具体的な内容                               ） 

  □その他（具体的に                                                                       ） 

 

３ Wi-Fi環境等について 

 ①有線 LANの設置状況 

  □ロビー  □各客室  □その他（具体的に                                                ） 

 ②Wi-Fi等の設置・対応状況（該当するもの全てに☑をお願いします） 

  □ロビー  □レストラン・宴会場  □各客室  □モバイルルーターの貸出 

  □その他（具体的に                                                                      ） 

 ③有線 LAN、Wi-Fiの使用は無料ですか？ 

  □無料 □有料（金額等具体的に                                                          ）  

 ④今後の Wi-Fi等の整備予定を教えてください 

□なし   □あり（具体的に                                                            ） 

 

４ 外国人観光客の受入について 

 ①外国人観光客の現状について 

□来ていない  □来ている（国籍は □韓国 □台湾 □中国 □香港   □その他          ） 

等で年間      人程度で全体客数の     ％程度来ている） 

②今後の外国人観光客の受入についてどのように考えられていますか？ 

 □受け入れたくない   □積極的に受け入れたい   □バス１、２台の団体客までなら受け入れてもよい 

□少人数なら受け入れてもよい   □貸切なら受け入れてもよい 

□条件によっては受け入れてもよい（具体的に                        ） 

③外国人観光客受入のために現在取り組んでいることがありますか？ 

（該当するもの全てに☑をお願いします） 

 □外国語の表示   □外国語対応や写真入りの各種説明やメニューの表示    

□外国語が話せるスタッフの配置   □外国語のホームページ   □指差し会話帳  

□無料 Wi-Fiの設置   □外貨両替   □メニューの配慮   □ムスリム（ハラール）への対応 

□海外に向けた情報発信（具体的に                            ） 

□その他（具体的に                                   ） 

  

【次頁に続きます】 
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3 アンケート調査報告

3-3 宿泊施設へのアンケート調査

n 調査票（3/3）

 

④外国人観光客受入のために今後取り組もうと考えていることがありますか？ 

 （該当するもの全てに☑をお願いします） 

 □外国語の表示   □外国語対応や写真入りの各種説明やメニューの表示    

□外国語が話せるスタッフの配置   □外国語のホームページ   □指差し会話帳の準備    

□無料 Wi-Fiの設置   □外貨両替   □メニューの配慮   □ムスリム（ハラール）への対応 

□海外に向けた情報発信（具体的に                             ） 

□その他（具体的に                                    ） 

⑤外国人観光客受入等に関してのご意見（課題、トラブルの事例など含む）を自由にお書きください 

                                               

                                               

                                               

                                                                                            

 

６ 今後の設備投資等の予定等がありましたらお書きください。 

                                                                       

                                                 

                                                                   

                                                 

 

７ 今後の日南市の観光振興について 

 ①日南市の観光振興に向け、今後、貴事業所で力をいれていきたいことがありますか？ 

（該当するもの全てに☑をお願いします） 

□日本人観光客への情報発信・受入体制強化   □外国人観光客への情報発信・受入体制強化 

□リピーター対策の強化   □旅行会社への営業強化   □ホームページ、パンフレットの充実    

□お土産品の開発・充実   □観光客向け体験型メニューの開発・充実 

□その他（具体的に                                   ） 

 ②日南市の観光振興に向け、今後強化すべきと思われていることがありますか？ 

□旅行者向け交通網の整備   □日本人観光客誘客とリピーター対策    

□多言語対応のパンフレットやアプリの作成   □多言語表示の案内板・サインの整備 

□多言語対応の案内・相談窓口の設置   □Wi-Fiなど無線 LAN環境の整備    

□接客技術向上のための研修   □外国語が堪能なスタッフの採用支援    

□海外に向けた効果的な PR手法の紹介   □決済方法の多様化への支援 

 ③その他、観光事業全般に関してご意見・提案等がありましたら自由にお書きください。 

                                               

                                               

                                               

                                               

 

【ご協力ありがとうございました】 
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3 アンケート調査報告

3-4 クルーズ船関係者へのアンケート調査

日南市役所・宮崎県油津港湾事務所ヒアリング調査

n 調査の目的
クルーズ船寄港時の受入状況について、現状や今後の課題を確認するために、日南市観光スポー
ツ課、商工政策課及び宮崎県油津港湾事務所の担当者へのヒアリング調査を実施しました。

n 調査概要
l 日程 2016年2月4日（木）
l 場所 宮崎県油津港湾事務所
l 調査対象
• 日南市 建設課高速道・港湾整備対策室 米良 室長補佐
• 日南市 観光・スポーツ課 徳井 主任主事 蛯原 主事
• 日南市商工政策課 笠 主事
• 宮崎県油津港湾事務所 米倉 主事

n ヒアリング内容

• 昨年は、クルーズ船は7回寄港、うち５回、岸壁での特設販売を実施
• 2016年は約２０回の寄港を予定
• クルーズ船はファーストポートでないと諸々の予測が難しい
• 寄港時のスタッフは当初３０～４０名、その後は２０名程度で対応
• 出店用の大型テントの設置は予算的に継続が難しい（１回約１００万円）
• 岸壁への新たな構造物の建築はできない（港湾事務所）
• 現在、エアーテントの購入を検討中
• エクスカーション先は、市内は飫肥城下町、鵜戸神宮、市外は青島、宮崎イオンが中心
• 寄港時には油津港～油津商店街までシャトルバスを運行
• 将来的には油津商店街内での出店、商品販売を考えている
• 現在、インバウンドの促進に関するような補助制度はない
• クルーズ船のクルーは、仲間同士で店の情報などいろいろ情報交換をしているようだ
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3 アンケート調査報告

3-4 クルーズ船関係者へのアンケート調査

寄港時出店者ヒアリング

n 調査の目的
クルーズ船寄港時の販売状況について、現状や今後の課題を確認するために、出店者へのヒアリ
ング調査を行いました。

n 調査概要
l 日程 2016年2月3日（水）～2016年3月19日（土）
l 場所 各出店者の事業所
l 調査対象
• ㈱日南山形屋
• ㈲竹井菓子店
• ㈲河野海産物店
• ㈲尾崎水産
• お茶のつかさ園
• 日南酒造協同組合
• 原木しいたけ茸蔵
• ＮＰＯ法人ごんはる

n ヒアリング内容

• 大の課題は「言葉の壁」が出店者の共通意見
• 「言葉の壁」を解消するため、通訳の雇用、外国語ＰＯＰの作成、指差シートを活用
• 商品説明など専門的な内容は通訳でも伝わりにくい
• 今回のヒアリング先で免税販売を実施したのは㈱日南山形屋のみ
• 他の出店者は免税販売の必要性を感じていない（８％引きで販売するなどで対応）
• 今回のヒアリング先は今後も出店意欲あり(理由は売れるから)
• 人気商品は「家電」、「ステンレスボトル」、「化粧品」、「和紙人形」、「海産物（乾物や真空パック

商品）」、「急須（日本的で派手な）」、「梅酒」、「乾燥しいたけ（台湾人が好む）」
• クルーはほとんど商品を買わない
• 複数回、出店経験のある事業者は船（出港地など）によって商品構成、陳列を変える、多数購入

の場合は割引、試食販売など各々工夫
• 出店テントのサイズ縮小、出店量料のアップが少し気になる
• 出店者間の情報交換の場が欲しいとの意見あり
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3 アンケート調査報告

3-4 クルーズ船関係者へのアンケート調査

地元バス会社へのヒアリング調査

n 調査の目的
クルーズ船寄港時のバスの配車等について、現状や今後の課題を確認するために、地元バス会社
へのヒアリング調査を行いました。

n 調査概要
l 日程 2016年2月12日（金）
l 場所 ㈲大清
l 調査対象
• ㈲大清 本田 清大 常務取締役

n ヒアリング内容

• 宮崎県・鹿児島県で大型バスは約２５０台あるので大型クルーズ船が油津港に寄港してもバス
は対応可能

• クルーズ船のＶＩＰ向け（バス１台２０人程度）の商品造成が必要（伊勢えび、宮崎牛、森林セラ
ピー、 ゴルフ、マリンスポーツ等）

• 日南の場合、ファーストポートよりラストポートのほうが経済効果は大きくなるのではないか
• クルーズ船寄港時の出店は、岸壁から油津商店街にシフトしていくべき、商店街にイス、テーブ

ルを並べケータリングを手配すれば２００～３００人は対応できる
• 油津商店街付近にバスの乗降場所を確保できればクルーズ船客を商店街に引き込めるので

はないか（広島カープのキャンプ時にも活用できる）
• 旅行客を油津商店街に引き込むためには魅力的なお土産屋が必要
• 外国人旅行客に関してはお土産屋+ドラッグストアが必要
• 現在、日南市内でお土産品が充実しているのは「港の駅めいつ」、「飫肥天本舗蔵」
• 共同設置の免税カウンターは需要がないのではないか（８％値引き販売のほうがよい）
• ＣＩＴＳは日南市内のクレジット決済の対応状況を気にしていた
• 外国語会話シートは誤記があるらしいので改訂が必要
• 国籍別の特徴がわかる資料も必要
• 中国本土からの観光客は日本でレンタカーの運転ができないので、個人旅行の場合は公共交

通機関頼み
• 日南市内で外国人観光客を多く受け入れているのは「ホテルジェイズ日南リゾート」と「南郷プリ

ンスホテル」
• 台湾～宮崎便は到着が１７時頃なのでどうしても初日の宿泊が宮崎市内に偏る
• Wi-Fi環境の整備は積極的に行う必要がある
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3 アンケート調査報告

3-4 クルーズ船関係者へのアンケート調査

クルーズ船社、ランドオペレータへのヒアリング調査

n 調査の目的
クルーズ船寄港やエクスカーション先決定の流れや油津港に関する評価について、現状や今後の
課題を確認するために、クルーズ船社、ランドオペレータへのヒアリング調査を行いました。

n 調査概要
l 日程 2016年3月7日（水）～2016年3月21日（月）
l 方法 メール及び電話での調査
l 調査対象
• ロイヤル・カリビアン・インターナショナル
• ㈱カーニバルジャパン
• マーキュリートラベル㈱
• ㈱ジャパンホリデートラベル
• オリエンタルジャパン
• ㈱ＪＴＢ九州
• 福岡市港湾局
• ㈱ミキツーリスト（ロイヤル・カリビアン、セレブリティクルーズ日本販売総代理店）

n ヒアリング内容

l 寄港地決定までの流れ
1. 旅行実施日のどれくらい前に寄港地決定をするか
• ３年前～半年前まで各社、各船によりケースバイケース
• ワールドクルーズになると早く、中国発のインセンティブはチャーターが多く、通常より遅くなる

場合も多い

2. 寄港地決定において重視すること
• 船社のみが決定することではなく、現地旅行代理店と話し合うことも多い
• また、チャーターの場合も条件が変わってくることが多い
• 優先順位の明らかなランキングが出るものではなかった
• ハードや港湾体制 → 岸壁オペレーション、CIQの体制の整備、岸壁予約の早期回答、港湾

使用料
• 受入環境など現地対応 → 魅力的な観光地がバスで1時間30分以内に多数あるか

シャトルバスなどの岸壁のオペレーション
• 航路関連 → 計画する行程に、あてはまる港かどうか

日本発着を作る場合に、その港から乗る乗客が多いかどうか

3. 寄港地を決定する上で困っていることは何か
• 岸壁でのオペレーション（バス待機スペース、乗下船、CIQ対応、シャトルバス・タクシーなどへ

の対応）
• 入港条件や対応条件などが明示されていない場合が多い
• 貨物港であろうが、なかろうが、毎日コンスタントに予約がとれないと計画を策定しにくい
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3 アンケート調査報告

3-4 クルーズ船関係者へのアンケート調査

n ヒアリング内容（前頁の続き）

l エクスカーション先決定の流れ
1. エクスカーション先決定の時期
• ランドオペレータが応募できる入札は1年前、エクスカーション先の決定は半年くらい前
• チャーター便などは間際に手配するランドオペレータが決定し、それから行く先を決めることも

あり、そのケースによりさまざま

2. エクスカーション先で重視すること
• その船の乗客によりさまざまである
• 中国発のクルーズ船の場合は、ショッピングスポットが重視される場合が多い
• 観光地としての魅力、入場料などの費用がツアー代金の中で収まるか、バスの駐車場など受

入環境、行程時間内に収まる範囲内か

3. 現在困っていること
• 団体対応ができるエリア、観光地や施設が各地に少ない
• 具体的な情報提供が少ない
• 食事施設の確保
• 大型バスを多数受け入れできる訪問先が少ない

l 日南市・油津港に対する印象、評価
• 香港から北上するコースとしては程よい距離感
• 貨物港主体ではあるが、積極的に貨物船の予約調整がなされ高評価
• 港での出店ブースも多く、港でも免税品を扱っている事もあり利便性が高い
• ショッピングモールが近くになく、大量購入希望者には不便
• 好印象。ただし、ショートクルーズにあてはまりにくい
• 飫肥城、鵜戸神宮などの歴史を感じられる観光箇所があり魅力的。
• 観光地が近くにあり、オペレーションしやすい
• バスの配車場所が十分確保されている
• 行程時間内に収まる観光地が少ない
• 地元の貸切バスの台数が少ない

l 日南市に対する要望・意見
• 検疫体制の強化
• 客船ターミナル設備などの早期充実
• 港でのドル⇔円の両替、油津商店街や街中でのドル表示
• 乗船客を創造する取組み（住民のクルーズ船への関心を高めるセミナーなどの開催）
• バス確保への協力
• 遠隔地からバスを手配した場合のバス代に対する補助金
• 魅力的な観光地の提案
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3 アンケート調査報告

3-5 観光関連事業者アンケート調査

n 調査の目的
日南市内観光関連事業者の受入環境の現状、外国人観光客の入込状況及び受入意識などを把握
するためにアンケート調査を実施しました。

n 調査の概況
l 日程 2016年2月13日（土）～3月19日（土）
l 方法 アンケート調査票を個別配布、記入依頼
• 日南市内観光関連事業者：124施設

Ø 商店：75施設
Ø 飲食店：41施設
Ø 観光施設7施設

• FAX等により回収 有効回答数：87施設（回収率70%）

n 調査内容

総括ポイント

• 6割の事業者が「観光客が増えた」と感じています。
• その理由として、半数が「外国人観光客の増加」をあげ、また「外国人が店に来ている」と8割の

事業者が回答しており、ここ数年多くの外国人観光客が日南市内に来ていることがわかります。
• 外国人観光客を「受け入れたい」と8割以上の事業者が考えており、クルーズ船を中心とした外

国人観光客の受入に関心があることがわかりました。
• 多くの事業者が外国人観光客の受入の課題は「言葉の壁」と考えています。
• 日南市に対して「多言語案内表示板整備」や「多言語パンフレット・アプリの作成」など外国人観

光客の受入環境整備が必要と考えている事業者が多いこともわかりました。
• クレジットカード使用可の事業者は全体の1/3程度で観光客には不便な状況です。
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3 アンケート調査報告

3-5 観光関連事業者アンケート調査

n 観光客の動向に関する手応え
l 6割の事業者が「観光客が増えた」と感じています。
l その理由として、63%の事業者が「外国人観光客の増加」をあげています。

n 外国人観光客の来店
l 「外国人が店に来ている」と8割の事業者が回答しています。
l ここ数年多くの外国人観光客が日南市内に来ていることがわかります。
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3 アンケート調査報告

3-5 観光関連事業者アンケート調査

n 外国人観光客受入意向
l 8割以上の事業者が、外国人観光客を「受け入れたい」と考えています。
l クルーズ船を中心とした外国人観光客の受入に関心があることが理解できます。

n 外国人観光客への取組（現在と未来）
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3 アンケート調査報告

3-5 観光関連事業者アンケート調査

n 今後重点的に注力すること

n クレジットカード対応
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3 アンケート調査報告

3-5 観光関連事業者アンケート調査

n 調査票（1/2）

【日南市内観光関連事業者アンケート調査票】 

 
この調査は、日南市が今後の観光振興施策の参考とするため、市内観光関連事業者 様の観光客対応等の現

状や課題を把握するために実施するアンケート調査です。このアンケート結果については、調査目的以外

には使用いたしませんので、是非ともご協力いただき、ご回答をお願いいたします。 

 

下記項目についてお答えください。 

     部分については記述、□については該当する箇所に☑をお願いいたします。 

 

１ 貴事業所の現状について 

 ①事業所名：                  業種 ：                   

ご担当者様役職及び氏名：                                  

②ここ数年の観光客の動向についてどう感じられていますか？ 

  □増えている   □特に変化はない   □減っている 

 ③増えている場合、どのような客層かなど、その特徴はありますか 

  特徴                                                                                     

 ④クレジットカード等の使用について（該当するもの全てに☑をお願いします） 

□不可  □カード可能（カード会社名                           ） 

□銀聯カード使用可能   □トラベラーズチェック可能 

 ⑤貴事業所の受入対応人数は最大何人ですか？        人  

  

２ 外国人観光客の受入について 

 ①外国人観光客の現状について 

□来ていない  □来ている（国籍は □韓国 □台湾 □中国 □香港   □その他           ） 

等で年間      人程度で全体客数の     ％程度来ている） 

②外国人観光客の受入についてどのように考えられていますか？ 

 □受け入れたくない   □積極的に受け入れたい   □バス１、２台の団体客までなら受け入れてもよい 

□少人数なら受け入れてもよい   □貸切なら受け入れてもよい 

□条件によっては受け入れてもよい（具体的に                        ） 

②貴事業所で外国人に最も人気のある商品、サービスは何ですか？ 

  商  品                                         ） 

  サービス                                         ） 

 ③外国人観光客受入のために現在取り組んでいることがありますか？ 

（該当するもの全てに☑をお願いします） 

 □外国語の表示   □外国語対応や写真入りの各種説明やメニューの表示    

□外国語が話せるスタッフの配置   □外国語のホームページ   □指差し会話帳  

□無料 Wi-Fiの設置   □外貨両替   □メニューの配慮   □ムスリム（ハラール）への対応 

□海外に向けた情報発信（具体的に                            ） 

□その他（具体的に                                   ） 

【次頁に続きます】 
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3 アンケート調査報告

3-5 観光関連事業者アンケート調査

n 調査票（2/2）

 ④外国人観光客受入のために今後取り組もうと考えていることがありますか？ 

 （該当するもの全てに☑をお願いします） 

 □外国語の表示   □外国語対応や写真入りの各種説明やメニューの表示    

□外国語が話せるスタッフの配置   □外国語のホームページ   □指差し会話帳の準備    

□無料 Wi-Fiの設置   □外貨両替   □メニューの配慮   □ムスリム（ハラール）への対応 

□海外に向けた情報発信（具体的に                             ） 

□その他（具体的に                                    ） 

⑤免税販売の実施について 

  □免税販売を実施している 

  □免税販売を実施していない 

→実施していない理由：□必要性を感じない   □精算、事務作業が面倒   □申請手続きが煩雑 

□その他（具体的に                        ） 

 ⑥外国人観光客受入等に関してのご意見（課題、トラブルの事例など含む）を自由にお書きください 

                                               

                                               

                                               

                                                                                             

 

３ 今後の日南市の観光振興について 

 ①日南市の観光振興に向け、今後、貴事業所で力をいれていきたいことがありますか？ 

（該当するもの全てに☑をお願いします） 

□日本人観光客への情報発信・受入体制強化   □外国人観光客への情報発信・受入体制強化 

□リピーター対策の強化   □旅行会社への営業強化   □ホームページ、パンフレットの充実   

□お土産品の開発・充実   □観光客向け体験型メニューの開発・充実 

□その他（具体的に                                   ） 

 ②日南市の観光振興に向け、今後強化すべきと思われていることがありますか？ 

□旅行者向け交通網の整備   □日本人観光客誘客とリピーター対策    

□多言語対応のパンフレットやアプリの作成   □多言語表示の案内板・サインの整備 

□多言語対応の案内・相談窓口の設置   □Wi-Fiなど無線 LAN環境の整備    

□接客技術向上のための研修   □外国語が堪能なスタッフの採用支援    

□海外に向けた効果的な PR手法の紹介   □決済方法の多様化への支援 

 ③その他、観光事業全般に関してご意見・提案等がありましたら自由にお書きください。 

                                               

                                               

                                               

                                               

 

【ご協力ありがとうございました】 
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3 アンケート調査報告

3-6 観光関連事業者ヒアリング調査

n 調査の目的
観光関連事業者の受入環境の現状、外国人観光客の入込状況などをより詳細に把握するためにヒ
アリング調査を実施しました。

n 調査の概況
l 日程 2016年2月13日（土）～3月19日（土）
l 方法 面接聞き取り調査
l 対象 飫肥城下町保存会、道の駅酒谷、マリンビューワなんごう

n ヒアリング内容

• 外国人観光客は一昨年から増え始め、昨年から急増
• 国別・旅行形態では台湾人のツアーが も多い
• 台湾からのツアーの旅行会社は「良友旅行社」、「可楽旅遊」、「喜鴻旅行社」、「山富旅遊」が多

い
• 日南市内では「飫肥城下町」、「鵜戸神宮」、「マリンビューワなんごう（水中観光船）」がコースに

入っている
• 台湾人ツアーの日南市内宿泊はほぼない
• 台湾人ツアーは飫肥城下町（服部亭、一能）で昼食をとることもある
• 台湾、韓国、中国、香港は個人旅行も増えている
• 個人旅行の外国人は、日本に４～５回来ている（ゴールデンルート、北海道等は行った）などの

リピーターが多い
• 欧米系の個人旅行も数は少ないがちらほら来ている
• 外国人観光客に対する一番の課題は「言語」→今後は指差しシートや翻訳アプリの活用が必要
• 飫肥城観光駐車場内にお土産屋をつくりたい
• 食べあるき・町あるきマップは外国人観光客にも好評
• 鹿児島空港イン～宮崎空港アウトの台湾人ツアーがよく来店するようになった
• 霧島～都城～日南（道の駅酒谷～飫肥～鵜戸神宮）～宮崎の流れが多い
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3 アンケート調査報告

3-7 観光関連事業者ワークショップ

n ワークショップの目的
観光関連事業者の考える受入環境の課題、及びその解決に向けた方策などをワークショップ形式
で詳らかにし、今後の受入環境改善の参考とするために実施しました。

n ワークショップの概況
l 日程 2016年2月16日（火）
l 参加者
• 飫肥城下町保存会：森永 博樹 様、日南市商工会議所：末永 里美 様
• 油津一番商店街：谷口 章子 様、㈲大清：本田 清大 様、道の駅酒谷：野辺 和美 様
• 飫肥商店会：牛尾 雄一郎 様、明月堂：安藤 千鳥 様
• 日南市建設課高速道・港湾対策室：米良室長補佐
• 日南市観光・スポーツ課：徳井 主任主事、蛯原 主事
• 日南市商工政策課：笠 主事(以上11名）

n ワークショップの内容
l 日南市を取り巻くインバウンドとクルーズ船の状況について説明
l ３グループに分かれてワークショップ（自己紹介時に日南の魅力を発表）

Ø テーマ１ 外国人観光客受入に際しての課題を考える
Ø テーマ２ 課題を解決するための方策

l 挙げられた日南の魅力
飫肥城、美味しい食べ物、手つかずの自然、控えめ過ぎる人間、海と森、食、自然、人、歴史、古
い街並み、北郷（森林セラピー）、油津、猪八重渓谷、海岸線、山海の美味しいもの

l 挙げられた主な課題

• 言葉の壁、コミュニケーションの難しさ、外国語表示
• 情報不足（外国人の特徴、クルーズ船の特徴）
• 情報発信、公共交通（２次交通）
• 食事場所の不足、お土産品不足
• 観光地が少ない
• Wi-Fi環境
• 決済手段、体験型観光の開発
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3 アンケート調査報告

3-7 観光関連事業者ワークショップ

n 発表内容
l Ａ班 ゴール：クルーズ船客の油津商店街への誘致

l 課題：言葉、交通面、消費向上
l 解決策：
• 通訳が少ない→外国語対話シートの活用、あたたかい対応、コミュニケーションの姿勢
• 商店街周辺に大型バスの待機場所の確保→要電柱の地中化
• 口コミによる情報発信→Wi-Fi環境の整備

l Ｂ班 ゴール：観光客の満足度の向上
l 課題：観光地の分散、駐車場確保、２次交通

解決策：
• 新たな体験型観光の開発→周辺地域へも効果、分散されることで各観光地の負担も軽減
• 対応に余裕が生まれ、観光客の満足度も向上

l Ｃ班 ゴール：日南ファンの創造
l 課題：言葉、外国人に関する知識不足、情報発信力
l 解決策：多言語ＨＰの構築、口コミ記事の投稿サイトの構築→事前に日南の情報を発信するこ

とで情報不足を解消→事前に情報を得ているので日南をしっかり堪能→日南ファンに
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3 アンケート調査報告

3-8 外国人モニターツアー

n モニターツアーの目的
観光関連施設の外国人旅行者の受入環境を把握するとともに、多言語案内表示板、Wi-Fiの接続
環境などの現状把握を行うために調査を行いました。

n モニターツアーの概況
l 日程 2016年2月22日（月）～23日（火）
l 参加者 韓国、台湾、中国、アメリカ国籍の日本滞在中の外国人4名
l 行程
• 22日 日南市役所～レストラン大潮（昼食）～飫肥城下町～鵜戸神宮～ホテルシーズン日南

（チェックイン）～堀川レストランとむら（夕食＆意見交換）
• 23日 ホテルシーズン日南（朝食・チェックアウト）～道の駅なんごう～港の駅めいつ～油津商

店街～あぶらつ食堂（昼食）～道の駅酒谷～解散

n モニターの意見

l 日南市について
• 日南市に対する印象は大変良い、特に飫肥城、鵜戸神宮、日南海岸などの評価が高い
• 今回の行程には入っていなかった北郷の森林セラピーにも強い興味を示していた
• 反面、海外へのＰＲ不足を指摘、せっかく外国人に受けるコンテンツがあるのにもったいない

という意見多数
l 外国語表記について
• まだまだ不十分、観光施設の看板や各店舗の商品説明やＰＯＰへの外国語の記載が少ない
• 外国語での説明が多ければ多いほど、その施設への好奇心や興味、そしてその商品への購

買意欲が高まるので、説明が少ないのはもったいない
l 外国人対応について
• 外国人に対しても丁寧、親切に接してくれたと皆が評価
• ただし、店、人によっては対応が悪いケースもあると指摘
• 中国人からはもっと外国人観光客に積極的に話しかけ、誘客をすべきとの意見も

l 現在の外国人受入環境について
• 受入環境については「良い」と「良くない」に意見が２分
• ただし、双方とも人が「親切・優しい」という点は評価、外国語が話せる人、外国語表示が不足

している点が不満
• 台湾人からは、夜の街が寂しい。外国の観光地では夜が一番賑わうのに
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3 アンケート調査報告

3-8 外国人モニターツアー

【受入環境改善のポイント】

l 韓国
• 外国語が少しでも通じるように
• 外国語表示を増やす
• 休憩がとれるようなカフェや食事場所を増やす
• お洒落なお土産品店（女性が入ってみたいと思うような）が必要
• お土産品の開発及び情報発信

l 台湾
• 外国語のホームページ、パンフレットの作成
• ２次交通網の整備

l 中国
• 飲食店は外国人向けのメニュー表示を（多言語、写真）
• 外国人のニーズを捉えた商品（例：日本独自×日南の特徴）の販売
• 観光地には通訳を配置
• 外国人向けの情報発信の強化

l アメリカ
• 交通アクセス（時間・費用含む）の情報をホームページに掲載
• 宮崎駅からのシャトルバス
• 日南らしさを保ちながら情報発信を強化

n モニターツアーの様子：「ドライブイン大潮」にて
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3 アンケート調査報告

3-8 外国人モニターツアー

n モニターツアーの様子：「飫肥城下町」にて

n モニターツアーの様子：「鵜戸神宮」にて
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4 観光客の受入に関する課題認識と課題解決

4-1 外国人観光客の課題認識

n おもてなし「ニッポンのココが残念」（日本経済新聞調査）
日本経済新聞社が2014年に発表した「おもてなしニッポンのここが残念（訪日外国人100人を対象
にサービス業への不満を調査）」によると不満ランキングの上位5位は以下の通りです。

１位 外国語サービスが少ない
２位 無料Wi−－Fiの整備が遅れている
３位 飲食店の食券システムがわからない
４位 飲食店で食べ方を教えてくれない
５位 現金しか使えない店が多い

l 1位、3位、4位に関しては「外国語表示」や「写真の活用」によって解決可能な課題。
l 「Wi-‑Fi環境」、「現金しか使えない＝クレジットカードが使えない」が不満であるという結果がでて

います。
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4 観光客の受入に関する課題認識と課題解決

4-1 外国人観光客の課題認識

n 外国人旅行者アンケート調査（2011年観光庁実施）
2011年に観光庁が訪日外国人観光客の受入環境整備のために実施したアンケート調査によると
訪日外国人旅行者が「旅行中困ったこと」の上位5位は、以下の通りです。

1位 無料公衆無線LAN環境
2位 コミュニケーション
3位 目的地までの公共交通の経路入手
4位 公共交通の利用方法（乗り方）、利用料金
5位 両替・クレジットカード利用

また同アンケート調査によると「地方部において旅行中困ったこと」の上位5位は、以下の通りです。

1位 無料公衆無線LAN環境
2位 両替・クレジットカード利用
3位 コミュニケーション
4位 割引チケット・フリー切符の情報の入手
5位 公共交通の利用方法（乗り方）、利用料金

外国人観光客にとって「Wi-Fi環境」、「コミュニケーション」、「公共交通（二次交通）」、「両替・クレジッ
トカードの使用」が大きな課題であることが理解できます。

旅行中困ったこと
【全体】

旅行中 も困ったこと
【全体】

旅行中困ったこと
【地方部】

目的地までの公共交通の経路情報の入手 20.0% 10.5% 5.0%

公共交通の利用方法（乗り方）、利用料金 17.1% 7.3% 13.0%

公共交通の乗り場情報の入手 10.2% 3.2% 7.0%

公共交通の乗車券手配 6.1% 1.3% 4.0%

観光情報（見所、文化体験等）の入手 5.0% 1.9% 4.0%

観光チケット（入場券等）の入手 2.3% 0.3% 2.0%

飲食店情報の入手 11.5% 4.6% 11.0%

飲食店の予約 6.5% 1.6% 4.0%

宿泊施設情報の入手 2.1% 0.8% 4.0%

宿泊施設の予約 2.5% 1.3% 5.0%

ツアー・旅行商品情報の入手 1.5% 0.3% 0.0%

ツアー・旅行商品の予約 1.0% 0.3% 0.0%

割引チケット・フリー切符の情報の入手 9.4% 1.6% 15.0%

割引チケット・フリー切符の入手 5.0% 1.9% 7.0%

無料公衆無線LAN  環境 36.7% 23.9% 50.0%

両替・クレジットカード利用 16.1% 9.1% 35.0%

外国語の通じる病院情報の入手 1.7% 0.5% 3.0%

地図、パンフレット（多言語）が少ない 9.8% 3.8% 12.0%

地図、パンフレットが分かりにくい 5.0% 1.1% 5.0%

観光案内所の数が少ない 4.0% 1.6% 1.0%

観光案内所の場所が分かりにくい 4.2% 1.3% 0.0%

ピクトグラム・サインが少ない 3.8% 1.1% 1.0%

ピクトグラム・サインが分かりにくい 4.4% 0.8% 4.0%

コミュニケーション 24.0% 17.5% 21.0%

その他 6.1% 2.4% 13.0%

出典： 観光庁「外国人旅行者アンケート調査につい て」

【外国人旅行者が旅行中困ったこと】
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4 観光客の受入に関する課題認識と課題解決

4-2 観光客の受入全般に於ける課題と課題解決

n Wi-Fi環境の整備
l 「観光関連事業者アンケート調査」において「無料Wi-Fiを設置している」事業者は、回答のあった
87事業者中、16事業者（18%）のみで、今後設置を検討している事業者はわずか5事業者に止
まっています。

l 「宿泊施設アンケート調査」において「各客室まで無料Wi-Fiを設置している」施設は、回答のあっ
た14施設中、5施設（36%）で、今後設置を検討している施設はわずか3施設です。

l 観光庁が行なった「外国人旅行者アンケート調査（2011年観光庁実施）」においても「外国人観光
客が困ったこと」のトップが「Wi-Fi環境」となっており、また、日本経済新聞が行なった「おもてなし
ニッポンのここが残念（訪日外国人100人を対象にサービス業への不満を調査）」でも不満ランキ
ングの2位が「Wi-Fi環境」となっています。

日南市における無料公衆Wi-Fi設置箇所は、宮崎県が昨年、設置した「MIYAZAKI  FREE  Wi-Fi」が
「飫肥城観光駐車場マップ販売所」、「鵜戸神宮観光看板（三ツ和荘付近）」の２ヶ所、そして日南市が
設置した「油津港東埠頭9号・10号岸壁」、「堀川資料館」の4ヶ所のみです。

このように「Wi-Fi環境」は、外国人観光客のみならず、ビジネスマンなど日本人の利便性向上にも繋
がるため、整備の必要性の高いインフラであり、日南市においても観光地や宿泊施設などにおいて整
備を推進すべきと考えます。

n 課題解決手法①観光地等における無料Wi-Fiの整備
l Wi-Ｆｉ搭載型自動販売機（半径50メートルのエリアで無料で利用可能）を観光地に設置します。
l 設置費用や通信機器の管理・メンテナンス費、サーバーの保守・運用費用は設置者の負担です。
l 電気代は従来機と同様、飲料販売費用から賄われるためコストをかけずに「Wｉ-Fi環境の構築が

可能」となります。
【参考事例】
宮城県塩竈市
http://www.city.shiogama.miyagi.jp/seisaku/shise/shicho/kaiken/2014/documents/14-5-6.pdf

n 課題解決手法②民間企業に対する無料Wi-Fi整備に対する補助
l 宿泊、観光施設などが表示整備や無料Wi-Fiを整備する際に必要な初期経費を補助します。
【参考事例】
佐賀県（現在、事業は終了）
https://www.pref.saga.lg.jp/web/kurashi/_1270/_33003/_80569.html
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4 観光客の受入に関する課題認識と課題解決

4-2 観光客の受入全般に於ける課題と課題解決

n 決済環境の充実
l 「宿泊施設アンケート調査」においては、 「クレジットカードの使用が可能」と回答した施設は、14

施設中、7事業者（50%）、銀聯カードに関しては2事業者（14%）
l 「観光関連事業者アンケート調査」において「クレジットカードの使用が可能」と回答した事業者は
87事業者中、28事業者のみ（32%)、銀聯カードに関しては12事業者（14%）

l 観光庁が行なった「外国人旅行者アンケート調査（2011年観光庁実施）」においても「地方部にお
いて外国人観光客が困ったこと」で旅行者の35％が「両替・クレジットカード」をあげており、日本
経済新聞が行なった「おもてなしニッポンのここが残念（訪日外国人100人を対象にサービス業
への不満を調査）」でも不満ランキングの5位が「現金しか使えない（＝クレジットカードが使えな
い）」となっています。

l また中国の「銀聯カード」や韓国の「シンハンカード」のようにその国独自のカードでの決済を可
能とすることで地域における消費行動を促進する効果もあります。※シンハンカードとは、これま
で韓国国内のみで使用可能だった「ハウスカード」で手数料が国際カードよりも安いのが特徴で
す。2014年から日本でも使用可能なサービスが開始されました。

このように「クレジットカードの使用」を始め、決済方法の多様化は、外国人観光客のみならず、日本人
の利便性向上にも繋がり、特に宿泊施設など支払いが高額となる施設においては、積極的にその導
入を図る必要があります。

n 課題解決手法①民間企業に対するクレジット決済端末導入支援
l 民間事業者がクレジット決済端末を導入する際に必要な初期経費を補助します。
【参考事例】
静岡県三島市
https://www.city.mishima.shizuoka.jp/kanko_content021072.html

n 課題解決手法手法②モバイル決済サービス導入の促進
l 導入手続が簡単で費用が無料のモバイル決済サービスの導入を促進します。
l モバイル決済サービスの特徴は以下の５点です。

① 導入手続が簡単で導入費用が無料
② 決済手数料が低額
③ 短で翌営業日には入金
④ スマホやタブレット端末決済なので持ち運びが可能
⑤ 売上管理が可能なのでＰＯＳレジ代わりに

【参考事例】
長野県野沢温泉村、Square
http://goo.gl/3C3elN
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4 観光客の受入に関する課題認識と課題解決

4-2 観光客の受入全般に於ける課題と課題解決

n 二次交通の充実
l 「宿泊施設アンケート調査」では、14施設中7事業者（50%）で も多い回答となっています。
l 「観光関連事業者アンケート調査」において「日南市が今後強化すべき取組み」として「旅行者向

け交通網（２次交通）の整備」をあげた事業者が、87事業者中、32事業者（37%）で、これは4番
目に多い回答となっています。

l 各種調査時においても、観光客から「二次交通が使いにくい」という声を多く耳にしました。
l 観光庁が行なった「外国人旅行者アンケート調査（2011年観光庁実施）」においても「外国人観光

客が困ったこと」の4位が「公共交通の乗り方、料金」となっており、外国人旅行者にとって観光地
での移動手段に対しての不安、不満が多いことが推察されます。

l 日南市において二次交通網の一つとして期待される「日南めぐり号」に関しては、ＪＲ九州の観光
列車「特急 海幸・山幸」の運行にあわせて飫肥・油津エリア、南郷エリアにて運行されています
が、その運行日が週末や夏休み等休日が主であり、平日等に日南市を訪れる観光客は利用で
きないケースがあります。

n 課題解決手法①1,000円タクシーの導入
l 鳥取県鳥取市にて実施されている外国人観光客に限定したサービスで、3時間1人1,000円（1台

につき4名まで）でタクシーで市内を観光できるシステムです。鳥取県と鳥取市が各4,000円を負
担しています。

【参考事例】
鳥取県・鳥取市
http://clair-inbound.net/tottori/
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4-2 観光客の受入全般に於ける課題と課題解決

n 多言語対応（接客）
l 「宿泊施設アンケート調査」においては14施設中、2施設が「多言語対応案内・相談窓口の整備」

と回答しています。
l 「観光関連事業者アンケート調査」において「外国人観光客受入に関しての意見（課題・トラブ

ル）」の設問に対し、回答のあった36事業者中、15事業者が「言葉の壁、コミュニケーションの難
しさ」をあげており、これが も多い意見でした。

l 「日南市が今後強化すべき取組み」として「多言語対応案内・相談窓口の整備」をあげた事業者
が87事業者中、32事業者（37%）で、これは4番目に多い回答となっています。

l 観光庁が行なった「外国人旅行者アンケート調査（2011年観光庁実施）」においても「外国人観
光客が困ったこと」の2位が「コミュニケーション」となっています。

l 日南市内のＪＮＴＯ認定外国人観光案内所である「日南市観光協会油津案内所」、「日南市観光
協会南郷案内所」とも 小限の英語対応が可能な「カテゴリー１」の位置づけであるため、日南
市を多く訪れている東アジア諸国からの観光客対応は十分ではないと考えられます。

n 課題解決手法①多言語コールセンターの設置
l 外国人旅行者からの直接問い合わせ、対応する事業者からの問合せにも答えることができる

コールセンターを開設。
l 月額2万円～、会社によって、従量課金、月定額制などシステムが多様ですが、意外に安価に利

用できるシステムです。
【参考事例】
佐賀県観光連盟多言語コールセンター
http://saga-travelsupport.com/callcenter.html

n 課題解決手法②翻訳アプリの活用促進
l グーグル翻訳などの翻訳アプリの活用を促進するセミナーや勉強会の開催
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4-2 観光客の受入全般に於ける課題と課題解決

n 多言語対応（ＨＰ）
l 「宿泊施設アンケート調査」において 「外国語のホームページを開設している」 施設は、14施設

中、0施設でした。※今回、回答のなかった「日南海岸南郷プリンスホテル（英語、簡体字、繁体
字、韓国語）」、「ホテルジェイズ日南リゾート（英語）」の2施設は外国語対応のサイトを開設して
います。

l 「観光関連事業者アンケート調査」において「外国語のホームページを開設している」事業者は
87事業者中、0事業者でした。

l 日南市のホームページは多言語対応となっていますが、日南市観光協会のホームページ「観光
にちなんの旅」は、多言語対応にはなっていません。まずは、日南市における観光情報を管理、
発信している「観光にちなんの旅」の多言語化を図る必要があると考えます。多言語化に当たっ
ては、日南市への来訪の多い、韓国、台湾、香港、中国からの観光客に対応できるよう韓国語、
繁体字、簡体字、そして英語の4言語での表記を行なうべきです。

n 多言語対応（表記）
l 「宿泊施設アンケート調査」において「外国語の表示」や「外国語対応や写真入りの各種説明やメ

ニュー」を用意していると回答した施設は、14施設中、2施設でした。
l 「観光関連事業者アンケート調査」において「外国語の表示」や「外国語対応や写真入りの各種

説明やメニュー」を用意していると回答した事業者は、87事業者中、30事業者でした。
l 日本経済新聞が行なった「おもてなしニッポンのここが残念（訪日外国人100人を対象にサービ

ス業への不満を調査）」でも不満ランキング1位、3位、4位は、外国語表示や写真の活用の少な
さからくる問題となっています。

n 課題解決手法①高速道路のＳＡを参考に！
l 商品陳列における多言語のＰＯＰや売れ筋商品のランキング表示、飲食メニュー多言語+写真表

示など高速道路のＳＡは多言語対応の表記に関して参考になる事例が多く見られます。
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4-2 観光客の受入全般に於ける課題と課題解決

n 情報発信
l 現在、日南市においてはクルーズ船関係者以外への海外に向けた情報発信はほとんど行われ

ていない状況です。
l また観光関連事業者においても、海外へ向けた販促活動（多言語での宣伝活動、広告活動、動

画配信など）および広報活動（パブリックリレーション、ロビー活動、イベント告知）といった手法を
用いた情報発信はほとんど実施されていないのが現状であると認識しております。

l 海外における情報収集の方法として、ブログ・SNS・口コミサイトによる情報収集が主流である国
も多くあります。低予算で海外に向けた情報発信が行えるそれらのサイトの活用は、費用対効果
の観点から考えても、積極的に行っていくべきだと考えます。

n 課題解決手法① Trip Advisor 、Yelpなど口コミサイトへの多言語での登録
l 無料で登録できる口コミサイトに観光、宿泊施設、飲食店などを日本語、多言語で登録し世界中

からの検索の中でセレクトされるように働きかけましょう。
l 日本人に向けても情報が少ないので、これらのサイトに登録することで外国人観光客のみならず

日本人観光客の取り込みについても奏功する可能性があります。
l まだ登録されていない施設および施設への口コミを当事者目線で書き込みを実施。（日本語、英

語）。Yelpの場合は、世界中の言語に翻訳されて参考にされます。
l 上記サイト以外にも、Wikipediaへの多言語登録も有効であると考えます。

Trip Advisor 
世界 大級の旅行サイトで、口コミが集まり、宿泊施設が予約可能。
http://www.tripadvisor.com/

Yelp
2004年にアメリカでサービスを開始した口コミサイト。
「飲食」に強いが、実際には美容院や定期イベントなど、
住所があるものすべてが登録、口コミできるサイトで、
月間1億以上の訪問者がある。
http://www.yelp.com/

Wikipedia
いわずとしれたフリー百科事典
https://ja.wikipedia.org/
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4-3 クルーズ船受入に関する課題と課題解決

n 免税店の出店
l これまでのクルーズ船寄港時の岸壁における免税販売については、日南市内の日南山形屋、

宮崎市内の宮交ショップアンドレストランが実施をしてきました。今回、日南市内における免税販
売のカギを握る日南山形屋にヒアリング調査を行なったところ、常時、免税店設置のメリットは現
在のところないという意見でした。

l 「観光関連事業者アンケート調査」においても87事業者中、免税販売を行なっているのは5事業
者のみ、免税販売を実施していない事業者82事業者の半数以上が「必要がない」と回答してい
ます。

l クルーズ船寄港時岸壁での出店を行なった事業者の多くが「手続が面倒」などの理由で免税販
売を実施しておらず、状況によっては消費税分を値引くなどして販売しています。

このように、事業者おいては、クルーズ船寄港時以外に高額な買い物をする外国人観光客も多くない
こと、手続きの煩雑さ、免税販売の知識不足等から、まだ免税販売を実施する必要性を感じていない
というのが現状です。

しかしながら、今後、クルーズ船寄港時の受入拠点を油津商店街に移行していく場合、油津商店街、
日南山形屋などが一体となって外国人観光客のショッピング環境向上に努め、クルーズ船乗船者の消
費行動を促さなければなりません。

その際には、既に商店街での免税一括カウンターを設置している岡山県岡山市の「表町商店街・ロマ
ンチック商店街」や長崎県長崎市「浜市商店街」などの先進事例を参考に免税カウンターの設置に関し
て検討を行う必要があります。

n 課題解決手法①表町商店街・ロマンチック商店街（岡山県岡山市）
l2015年4月に創設された、免税手続一括カウンターを運営する第三者にまとめて免税手続を委託
できる「手続委託型輸出物品販売場制度」を活用した免税カウンター第1号、委託免税店は天満屋
岡山店
http://omotecho.or.jp/

n 課題解決手法②浜市商店街（長崎県長崎市）
l 商店街内に専用スペースを設置、商店街自身が運営を行う全国初の免税カウンター
l 免税手続カウンターでは、同一特定商業施設内（商店街やショッピングセンター及びテナントビ

ル）において、税務署の許可を受けた手続委託型消費税免税店が非居住者に対して販売する物
品にかかる消費税の免税手続きを代理で行うことができます。

l 委託を受けた免税店での販売額を合算することが可能となり下限額（一般物品1万円、消耗品5
千円）を超えれば免税対象となります。

l なお、免税手続カウンターを設置するためには、税務署から承認を受け、承認免税手続事業者と
なる必要があります。

http://www.hamanmachi.com/
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4-3 クルーズ船受入に関する課題と課題解決

n 岸壁での出店
l 今回の各種調査において、現在、クルーズ船寄港時に行なわれている岸壁での出店に関して、

行政、出店者、油津商店街及び周辺店舗とも将来的には油津商店街での受入へのシフトを視野
に入れていることが明らかになりました。

l しかしながら、油津商店街には、クルーズ船客や観光客が購入したくなるようなお土産品を販売
している店舗が現在のところない状態です。

l 日南市及び周辺地域の名物や新たに商品開発を行なった商品などを販売する洗練された店舗
やクルーズ船客等の需要を満たす、化粧品、医薬品、家電などを販売する店舗などの集積が今
後の、油津商店街におけるクルーズ船客や観光客を受け入れる際の課題となってきます。

n 課題解手法①地域特産品販売店舗の誘致
l 日南地域の特産品を企画・デザイン・販売を行なう店舗の誘致
【参考事例】
京築里山商会
http://satoyama-shokai.com/

n 課題解決手法②小規模免税店の誘致
l 訪日外国人に人気の商品を販売する小規模免税店舗の誘致
【参考事例】
ミスターマックス天神西通り店
http://www.mrmax.co.jp/corporation/release/article.php?id=353
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4-3 クルーズ船受入に関する課題と課題解決

n 新たなエクスカーション先
l クルーズ船社、ランドオペレータへのヒアリングにて油津港周辺のエクスカーション先の選定に関

しては、90分圏内が上限であるということが明らかになりました。
l また大型バスでの移動となるため、エクスカーション先の周辺道路の状況等も十分調査する必

要があります。
l 今後は、近隣自治体との連携、連絡を密に行うとともに、クルーズ船社、ランドオペレータ各社と

の協議や合同視察等を実施し、近隣地域へもクルーズ船の寄港効果がもたらせるようなエクス
カーション先を構築していかなければなりません。

l また20名等のＶＩＰツアー向けのコースや食事場所についても複数パターンを準備し、そのコース
の多様化を図っていかなければなりません。

n 課題解決手法①北郷ツアー
l 人気のオルレコースに代表される様に、海外旅行の目的も多様化しています。これまで、観光地

めぐり、グルメ、ショッピングが主流となりつつあったエクスカーション先ですが、日本の森林に身
をおいて、心身の健康維持などを目的とした新たな側面を発信することで、外国人観光客の多様
なニーズに答えられる可能性があると考えております。

l 観光森林セラピーのほかに、ゴルフなどのアクティビティや、伊勢えびなど高級食材による食事
などＶＩＰ向けのコースを用意するのもその可能性に拡がりを見せるのではないでしょうか。
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