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ポストコロナにおける観光振興の意義と目指す姿

令和２年２月から新型コロナウイルス感染症が世界的に流行し始め、約２年近く経った現時点において
もまだ収束には至っていません。新たな変異種も発生するなど、新型コロナウイルス感染症の収束は、いまだ
見通せない状況が続いています。このコロナ禍により令和２年の国内観光市場は大きく縮小し、インバウンド
旅行需要も皆無に等しく、観光需要は大幅に減少しています。特に地域経済に大きな影響が生じており、
観光が地域経済にとって重要な役割を果たしてきたことが改めて示されたところです。

一方、日本及び東南アジアや欧米諸国でのワクチンのブースター接種が進み、治療薬の開発も加速する
とみられており、近い将来には感染拡大は収束に向うと期待されています。
感染症収束後は、国民の行動制限が緩和され、観光需要は徐々に回復し感染発生前の状況に戻ると

推測されています。また、インバウンド需要もビザの緩和措置等が継続され、既存の航空会社や LCC 便の
復活等が進めば、感染発生前の需要を超えることも十分期待できると思われます。

ポストコロナ期は国内外を問わず、人々の行動や価値観が変化して、旅行ニーズや旅行形態、また働き
方や生活様式の変化が生まれると考えられ、さらに普段と異なる場所で働きながら休暇をとるといったワーケ
ーション等の需要の増加や、地方移住や二拠点生活等の志向も高まると予測されています。
また、観光動向の大きな変化として、旅行先の地域文化と環境の保全を第一に考えるとともに、観光客

が一方的に旅行先のコンテンツを消費するだけでなく、そこに住む地域の人々の生活も豊かになるように考え
られた持続可能な観光（サスティナブルツーリズム）の潮流が進むと予測されます。
本市には、海、山、川といった豊かな自然や食、歴史文化遺産やおもてなし等の多彩な観光資源が豊

富にあり、ポストコロナ期の観光志向や旅行形態の変化及びサスティナブルツーリズムの潮流に対応できるポ
テンシャルは十分にあると言えます。

このような、ポストコロナ期の観光市場や観光動向等の見通しの中において、今後の観光需要の増加見
込みの機会を十分に生かし、ウィズコロナ期に対応した交流人口の拡大による経済活性化が求められていま
す。

国立社会保障・人口問題研究所の推計では、本市の令和 27（2045）年の人口は、45,498 人に
減少すると予測されています。これに対し、令和２（2020）年２月に改定した「日向市人口ビジョン」では、
令和 27（2045）年までに合計特殊出生率が 2.07 まで上昇し、39 歳以下の人口移動を毎年 10％
改善した場合に、令和 27（2045）年の本市の人口は、47,724 人になると予測しています。こうした人
口減少、特に生産年齢人口の減少は、地域社会の活力や労働力の確保に大きな影響を与えるなど、地
域経済を脅かす要因となります。

第１章

ポストコロナにおける観光振興の意義
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日向市の目指す姿
2

このような局面において、本市が交流人口の拡大に取り組む意義は、関係人口の増加及び地域の賑わ
いの創出を図るとともに、観光客に満足してもらうサービスを提供して外貨を稼ぎ、まちの活性化につなげるこ
とにあります。また、市民・事業者・行政が一体となった観光まちづくりを通じて、日向市の歴史文化等の魅
力を再認識してもらい、市民の日向市への愛着と誇り＝シビックプライドを高め、定住人口の維持・増加を図
り、地域コミュニティの活性化を図ることも大事な意義です。

忙しい毎日をはなれ、海・山・人がつながるヒュー！日向へ

～持続可能な観光まちづくりと再起を目指して～
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観光戦略の概要

１）戦略策定の趣旨
観光とは、他にはないその地域ならではの素晴らしい資源を観光客に体感し楽しんでもらうことを通じて、

その地域ならではの価値を提供する産業です。観光客にその価値を提供するためには、地域資源を磨き上
げ、観光コンテンツを開発し、プロモーションを行い、観光客が楽しめる一連の工夫や努力が必要です。本戦
略は、観光客に価値を提供するために、市民、事業者、行政が役割分担を明確にし、一体となって目指す
べき姿を実現するための指針（日向市が何を目指し、どのような取り組みを行うべきか）をまとめたものです。

２）戦略の目的
本戦略においては、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済の早期回復に向け、関係人

口の増加や地域の賑わいの創出を図るとともに、歴史文化や自然等の地域の魅力を再認識してもらい、シ
ビックプライド（市民の愛着と誇り）を高め、定住人口の維持・増加を図り、地域コミュニティの活性化を図る
ことを目的にしています。
●ウィズコロナ・ポストコロナ期において、本市の観光需要の早期回復及び拡大を図り、本市経済の活性
化に繋げます。

●観光客と地域の交流を生み出す事業を実施し、地域コミュニティの活性化を図ります。

本戦略は「第２次日向市総合計画・後期基本計画及び第２期日向市総合戦略」の下位計画であり、
それに示された分野別施策を踏まえて策定しています。第２次日向市総合計画における観光施策は下記
のとおりです。

戦略の期間は令和４年度から６年度までの３年間です。

戦略策定の意義
1

戦略の位置づけ
2

戦略の期間
3

第２章

4

第２次日向市総合計画・後期基本計画
（ア）受け入れ体制整備とおもてなしの充実
（イ）観光消費拡大の仕掛けづくり
（ウ）効果的な情報発信とプロモーション
（エ）観光産業を担う組織や人材育成・強化
（オ）地域資源を活用したスポーツ交流の拡大

日向市ポストコロナ観光戦略

整合 宮崎県
観光振興計画整合

日向・東臼杵広域
観光推進協議会

サーフタウン日向
基本構想

その他関連計画 整合 連携

整合



国内の観光動向と本市における観光の現状と課題

１）国内観光旅行延べ人数及び国内旅行消費額の推移
国内観光旅行延べ人数は、平成 23 年から令和元年までの９年間は 6億人前後を推移し、国内旅

行消費額については令和元年には過去最高の約 22兆円に到達しました。しかし、令和 2年は新型コロナ
ウイルス感染症の影響により、延べ人数は約３億人に減少し、消費額は約 10兆円まで減少しています。

２）インバウンド客の推移
国は、平成 15 年の「観光立国宣言」を契機に、様々なインバウンド対策を行ってきました。インバウンド

客は年々増加し、平成 25年に 1,000 万人を超え、平成 30年には約 3倍以上に急激に伸びています。
令和元年には過去最高の 3,188 万人を記録しました。

観光市場の現状
1

第３章
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出典：観光庁「旅行・観光消費動向調査」

出典：日本政府観光局(JNTO)「訪日外国人旅行者数の推移」



１）観光入込客数及び観光消費額の推移
観光入込客数は、平成 23年の日向サンパーク内遊具広場のリニューアルオープンや、平成 22年の初

寄港から毎年続いている大型クルーズ客船の寄港、平成 26 年の北九州・日向間の高速道路開通により、
平成 27年に総観光客数が 140万人に達しました。その後、平成 29年にアジア初となる「世界ジュニアサ
ーフィン選手権」の開催、平成 30年に「日向岬の柱状節理」が国の天然記念物に指定されたことなどから、
令和元年までは 150万人前後を推移しました。
観光消費額（参考値）は、前述した観光入込客数とほぼ同様の推移を示しており、平成 26年の観

光消費額は 21 億円に達しました。その後は、平成 30年まで少しずつ増え、令和元年には約 25億円に
増加しました。
しかし、令和２年は新型コロナウイルス感染症の影響により、観光入込客数は前年比 66％の約 98万

人に、観光消費額は前年比64％の約 15.9 億円に急激に落ち込みました。

日向市観光の現状
2
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２）市内宿泊者数の推移
観光入込客数及び観光消費額と同様の推移を示しており、平成 28 年の 13.8 万人に対して令和元

年には 17.2 万人まで増加しました。伸び率は 24%増になっております。しかし、こちらも令和２年には
11.3 万人に大幅に減少しました。

３）サーフィン等利用客数の推移
平成 29年の世界ジュニアサーフィン選手権開催等により、平成 28 年の 23.6 万人から 30.2 万人に

まで増加しました。その後は 26 万人前後を維持していましたが、令和２年は新型コロナウイルス感染症の
影響によるサーフスポット駐車場の閉鎖等により 18.1 万人へと大幅に減少しました。
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本市では、観光客の傾向を把握するため、日向市に訪れた方を対象にアンケート調査を実施しました。

【アンケート概要】

回答者200人のうち、性別においては大きな偏りはなく、年齢別では 50歳以上が全体の６割を占めて
おり、本市への観光客はシニア層が中心となっています。

これまでの本市への訪問回数については、３回以上と回答した方が全体の８割を占めている一方、初め
ての訪問者は１割未満でした。また、回答者の居住地については、全体の７割が県内在住でした。

男性
51%

女性
49%

男女比
19歳以下

8%
20代
13%

30代
5%

40代
14%50代

21%

60代以上
39%

年齢層

初めて
7% ２回目

12%

３回目
81%

これまでの
訪問回数

実施方法：インタビュー形式
実施時期：2021年 11月 6日(土) ～ 11月 7日(日)
回答者数：馬ヶ背茶屋、海の駅ほそしま、道の駅とうごう、道の駅日向、JR日向市駅の計 5 か所にお

いて、本市を訪れている約 200人にアンケートを実施。
※本アンケート調査は、平常期ではなくコロナ禍のもとにおいての調査となりました。

日向市観光客の傾向
3

１ 回答者の属性

２ 回答者の本市への訪問回数と居住地

居住地

８

関東
3%

関西
6%

北九州
11%

南九州
12%宮崎県内

68%



回答者の宿泊の有無については、日帰り旅行での訪問が６割、宿泊旅行として訪問している方が４割
弱となっています。なお、宿泊旅行の中で本市を訪問しても、市外で宿泊している方が多いという特徴が見ら
れました。

本市を訪問した目的については、自然景観の鑑賞や食事・買い物と回答された方が多く、次いでドライブ
となっています。また、訪問後の日向市のイメージについては、海や空の景色といった美しい自然に関する回
答が最も多く、次いで海や港の町、神社・神話となっています。

日向市観光の満足度については、「大変良い」「良い」と回答した割合は全体の９割であり、日向市への
再訪問の意向については、「ぜひまた来たい」が７割、「近くまで来たら寄る」が３割と再訪に前向きな回答と
なっています。

３ 回答者の宿泊の有無

９

日向市内
27%

日向市外
73%

日帰り旅行
63%

宿泊旅行
37%

宿泊旅行者
の割合

市内宿泊率

４ 回答者の日向市を訪問する目的及び訪問後のイメージ

５ 回答者の日向市観光の満足度と再訪の意向
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本アンケート調査の結果から、本市を訪れる観光客は、性別に関わらず、60歳以上の方が大きな割合を
占めていました。また、リピーターが多く、本市の観光に対する満足度が高いことを表しています。
一方で、宿泊旅行の一環で訪れていた方は約４割となっており、その内の大半が市外で宿泊をしていると

いう結果から、宿泊することでしかできない体験や夜の観光プラン等の掘り起こしが課題にあげられます。また、
訪問者の多くが日向市観光に満足し再訪の意向もあることから、「まずは一度訪れてもらう」ことを目的とした
情報発信を行っていく必要性が考えられます。

宮崎大学地域資源創成学研究科に、本市の観光についてヒアリングを実施し、以下のような結果が得ら
れました。
１．ポストコロナ期の観光動向予測
昨今 SDGs などが叫ばれているように「観光に行く意味とは何か、その場所に行く意味とは何か」を求める

傾向が強くなると予想されます。また、今後の観光消費のリーダーは「団塊の世代」から「ポスト団塊世代」へ
移行していくと考えられます。

２．日向市観光の強みと弱み
強みについては「海・川・山・食のコントラスト」や「耳川流域の景観や美々津港等の観光的価値」があげ

られます。また、弱みについては「観光地としての意識向上の必要性」や「マーケティング・ブランディングの概念
が薄い」ことなどがあげられます。

３．サスティナブルツーリズムの推進について
地域の何を物語にするかが大事です。例えば「耳川千年の物語」など、ブラタモリ的な観光の編集で「何

気ない物語」を演出することや、サーフィンを「文化」へと昇華させることで、サーフカルチャーが明確になると有
効性が高くなると考えられます。

４．日向市観光のキーコンテンツの磨き方とブランディング・プロモーションについて
「ブランディング＝有名になること」ではなく、「好感を醸成し、人を惹きつけた結果、有名になること」という

考え方が重要です。例えば、サーフィンを見ながら食事やお茶ができる場所などがあると、「まちなかにあるサー
フ文化」を演出することができます。ひょっとこ踊りについても、見ている方を楽しませる見どころや解説があると
より面白く感じられるのではないでしょうか。
また、「観光はインターネットから」というのが当たり前の時代になりつつあるため、DX化を推進することで、プ

ロモーションはデジタルマーケティングへ移行させることが大切です。さらに、専門誌などへの露出や専門サイト
等を攻めることで、ターゲットを変化させていくことも重要だと考えます。

６ アンケート調査のまとめ

有識者によるヒアリング結果
4
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ワーキンググループ検討委員会、消費者意向調査での意見及び専門家の視点から、以下のように SWOT
分析を行いました。

プラス要因 マイナス要因

内
部
環
境

強み（Strengths） 弱み（Weaknesses）

●日豊海岸国定公園のリアス海岸や柱状節理などの美しい景観
（馬ケ背、願いが叶うクルスの海等）
●全国屈指のサーフスポットであるお倉ヶ浜や金ヶ浜では、1年中
サーフィンが楽しめる
●年間日照時間が長く、年中温暖な気候
●大型クルーズ船が着岸できる細島港
●全国有数の林業地帯で、木材加工流通の拠点
●搾汁率が高く、ストーリー性のあるへべすの主生産地
●水揚げ高日本一の岩ガキや伊勢海老等の美食が豊富
●新鮮な魚介類料理を提供する民宿料理
●ホテル、民宿、ゲストハウス、ロッジ等多様な宿泊施設
●天照大御神を御祭神とし、国内最大級のさざれ石のある大御
神社や神武天皇お船出地美々津などの神話の重要スポット
●国選定重要伝統的建造物群保存地区の美々津のまちなみ
●日本唯一のハマグリ碁石の生産地
●国民的歌人若山牧水生誕の地である東郷町
●全国から約 2000人が集う日向ひょっとこ夏祭り
●歴史や神話などを案内する日向市歴史観光ボランティアガイド
平兵衛さんの会
●温暖な気候で育まれた暖かで穏やかな人情
●馬ケ背展望所や大型遊具導入などの新たな観光施設

●観光地としての認知度の低さ
●着地観光情報の発信やプロモーション不足
●外国人観光客の受け入れ態勢の不足
●体験や滞在型の観光コンテンツ不足
●2次 3次交通の不備
●リゾートホテルなどの観光客向けの宿泊施設不足
●ナイトタイムエコノミーに寄与するコンテンツ不足
●観光関連事業者間の連携不足
●インバウンド客向けのコンテンツ不足
●ホームページ等の情報発信ツールや観光DX不足
●観光体験メニュー等のコンテンツの予約システムと受け入
れ体制整備不足
●九州最大の観光市場の福岡都市圏と北九州都市圏か
らの所要時間が長い

外
部
環
境

機会（Opportunities） 脅威（Threats）

●九州中央自動車道による北部九州からの時間短縮
●コロナ禍による価値観の変化に伴う旅行形態や生活様式の変
化 （人混みは避けて地方でゆっくり過ごしたいなどの志向の高ま
り）
●テレワークやオンライン会議の普及
●社会、経済、文化、環境への影響を十分考慮した持続可能な
観光（サスティナブルツーリズム）の潮流
●コロナ禍の収束によるリベンジ消費や観光需要の復活
●東京オリンピックによるサーフィンへの関心の高まり
●DX の進展により社会や暮らしがより便利に変革

●国内人口減少に伴う国内旅行需要の減少
●パンデミックの継続による国内・海外旅行需要の低迷
●インバウンド市場の政治的・経済的リスク
●気候変動やプラスティックごみ等による自然環境の悪化
●南海トラフ地震等の災害リスク

5
日向市観光に関する SWOT 分析
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コロナ禍によって、国内外を問わず人々の価値観や行動が変革し、旅行ニーズや旅行形態、また働
き方や生活様式が変化すると言われています。
旅行においては、衛生的で安全な旅に対する期待が高まるととともに、地方でゆっくり過ごしたいという

志向も強まると考えられます。また、情報通信技術（ICT）の利用が観光産業においても加速してい
ます。暮らしや仕事の面においては、情報通信手段を活用したWEB 会議、場所や時間にとらわれず
に働くテレワークの定着、また地方で働きながら休暇を取るワーケーションの需要も増えると予測されてい
ます。

また、「持続可能な開発目標」（SDGｓ：Sustainable Development Goals）の 17 の目標のう
ち、経済成長と雇用に関する「目標８」、消費と生産に関する「目標 12」、海洋資源に関する「目標 14」
の３つの目標には、観光の役割が明記されています。国連世界観光機関（UNWTO）の定義では、「す
べての目標に対して、観光は直接的・間接的に貢献する力があり、持続可能な開発目標の達成に向けて、
重要な役割を担っている」とされています。地域資源の保全をはじめとした持続可能な観光地経営が求めら
れており、国内外の旅行者の間でも持続可能な観光への関心は高まっています。
持続可能な観光に取り組むことは、観光地域としてのブランド化や地域間競争力の向上を図るためのプロ

モーショ ンツールとしての役割も果たすと言われています。

●個人旅行
●SDGs の認知・重視
●体験・アクティビティ・交流が目的

●コト消費型
●マイクロツーリズム（域内観光）
●贅沢とカジュアルの二極化

くらし
仕事

●感染症対策への意識が高まる
●個人型（家・個人重視）
●分散型（テレワーク）

コロナ前

●感染症は気にしない
●集団型（会社・組織単位）
●集中型（会社勤務）

観光
志向

●団体旅行
●経済活動を重視
●物見遊山的観光

旅行
形態

●モノ消費型
●遠方へのあこがれ
●詰め込み型の観光地巡り

ポストコロナ

●利用が一般的なものに
●SNS での情報収集がさらに進展

DX ●利用者は限定的
●SNS での情報収集の進展

ポストコロナ期の主な観光動向
6

※ブッキング・ドットコム調査（28 か国・2万人に対して旅行とサスティナブルについてオンラインアンケート調査）
●将来はよりサスティナブルに旅行したい ― 53％が「はい」
●よりサスティナブルなオプショナルツアーに参加したい ― 69％が「はい」
●自身が払った金額、どのように現地のコミュニティに還元されているかを知りたい ― 55％が「はい」
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前述を踏まえて、本戦略の目標である「地域経済と地域コミュニティの活性化」及び「目標数値達成」に
向けたポストコロナ期における主な課題を、下記のように整理します

（１）観光入込客数及び観光消費額の増加に向け、集客力があり持続可能な観光の視点を持った
滞在型観光のコンテンツ開発が必要です。

（２）観光関連事業者間の連携を促進し、質の高いサービスの提供や人材育成が必要です。

（３）日向ファンやリピーターを増やすため、市民の地元愛や誇り（シビックプライド）を醸成し、市民が
おもてなしの心をもって観光客を迎える地域づくりが必要です。

（４）日向市観光の認知度を高めるため、国内外のターゲットを明確にした効果的な情報発信やプロ
モーションの強化が重要です。

（５）全国屈指のサーフスポットや年間を通して温暖で日照時間の長い気候を生かした、サーフィン客
やスポーツキャンプ・合宿の誘致の取組みが必要です。

（６）近隣自治体との連携による広域観光コンテンツの開発及び効果的なプロモーションが必要です。

（７）新型コロナウイルス感染症収束後の反転攻勢を見据えた、インバウンドの受け入れ体制整備が
必要です。

（８）SDGs（持続可能な開発目標）への取り組みが世界的に浸透する中、今後の観光の潮流と
みられる持続可能な観光（サスティナブルツーリズム）への取組みが求められます。

ポストコロナ期における日向市観光の主な課題
7
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観光はすそ野の広い産業です。宿泊、交通、飲食、観光施設、旅行等の観光事業者だけでなく、農林
漁業者や製造業者や販売事業者など関連する分野が多岐にわたります。そのため、市や日向市観光協会、
観光事業者だけでなく、様々な関係者等と連携して事業を進めていくことが必要です。
また、本戦略の目的として掲げている地域経済や地域コミュニティの活性化を実現するためには、戦略の

実施を市や日向市観光協会が担うだけではなく、各関係者が主体的に関わることが重要です。関係する各
主体の役割として、以下を想定しています。

観光客にモノやサービスを提供する事業者に加え、農林漁業者、製造業者、販売業者などの間接的に
観光に関わる事業者も含めて観光関連事業者とします。経済活動の主役として、観光客が楽しめ、満足
度が向上するモノやサービスを開発、提供する役割を持ちます。

市民、自治会、まちづくり協議会、商工団体等が地域づくりの主体として、魅力的な地域を作り上げると
ともに、観光客を受け入れる役割を担います。私たちが暮らす地域を愛し、おもてなしの心で観光客に接す
ることも役割と言えます。

各関係者間と連携を図るとともに、積極的に活動する観光関連事業者や地域等の取り組みに対して、
支援を行う役割を持ちます。

観光戦略を推進するためには、市場データの収集やターゲットを捉えたプロモーション、またそれらに基づくコ
ンテンツ開発等の適切なマーケティング活動が必要です。また、ポストコロナ期の観光客の価値観や旅行ニー
ズ等の変化を踏まえるとともに、観光施設等の徹底した感染防止対策のもと、安全で安心な環境整備も重
要です。それぞれを適切に実施するための方針を以下に記載します。

➊市場を把握し対象市場を設定し
❷地域資源を対象市場の消費者のニーズを満たすようにコンテンツ化を行い
❸対象市場に対してコンテンツの適切な情報発信、プロモーションを行い
❹対象市場の消費者が購入しやすい環境や状況を作り出すこと

マーケティングの
定義

戦略推進に関わる関係者と各関係者の役割
1

観光関連事業者

地域と市民

市と日向市観光協会

観光戦略の進め方
2

第 4 章 観光戦略推進の考え方
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本戦略においては、関係人口の増加とともに賑わいの創出及び日向ファンやリピーターを増やすことで、外
貨を稼ぎ本市の経済の活性化を図るとともに、市民・事業者・行政等が一体となったまちづくりを通して、本
市の豊かな自然や歴史文化、 サーフィン環境等の魅力を再認識してもらい、市民の本市への愛着と誇り
（シビックプライド）を高め、地域コミュニティの活性化を図り、定住人口の維持・拡大に繋げていくことを目的
としています。そこで、本戦略における主要な目標を以下のとおりとします。

※観光消費額については、正確な数値の把握が困難なため、推計値を参考目標値とします。

※日向市の景観や自然・歴史文化に誇りを感じる市民の割合は、市民意識調査において「市に愛着や誇りを感じる」と回答した人の割合です。

１）戦略の実施体制
●市が中心となり、関係各課と連携し積極的な事業を展開
●民間の人材とノウハウを活用した戦略の効果的な推進

２）戦略の進捗管理
設定した指標の達成状況や事業の進捗を毎年度把握し、事業の実施方法などを改善。計画目標値

（経済波及額）に近づける。

関係人口の増加や賑わい創出による経済の活性化に係る目標（KPI）

KPI 基準値（令和元年度） 令和 2 年度実績 目標値

観光入込客数 1,486,000 人 983,559 人 1,532,000 人

サーフィン等利用客数 253,592 人 181,480 人 260,000 人

市内宿泊客数 172,000 人 112,569 人 177,000 人

観光４駅の売上金額 486,170 千円 255,897 千円 501,000 千円

観光消費額 ※参考目標数値 2,490,000 千円 1,587,435 千円 2,564,000 千円

日向市のまちの魅力を再認識できる街づくりに係る目標（KPI）

KPI 基準値 目標値

日向市の景観や自然・歴史文化
に誇りを感じる市民の割合

47.1％（令和元年度） 50.0％（令和６年度）

ビーチクリーンの実施（月 1回） 年間 1,200 名 年間 1,800 名

戦略のマネジメント
2

1
戦略の目標（KPI）

第５章 観光戦略の目標
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基本施策は、ウィズコロナ、ポストコロナ期の 3年間で実施する観光振興に係る基本的な事業を目的別
に取りまとめたものです。主に市、日向市観光協会及び観光関連事業者等が中心となり、関係団体等と連
携して事業を実施します。基本施策と事業概要は下記のとおりです。

基本施策【１】 観光地域づくりの実践
【事業 1-1】

食事メニューやお土産の開
発等による食の魅力づくり

食の魅力強化を図るため、本市ならではの食事メニューやお土産の開発等による食の魅力づくり
●郷土食や食の伝統及び地元食材を活用した食事メニューと土産物の開発
●宿泊施設や飲食店等における地元食材を使ったメニューの提供促進

【事業 1-2】
滞在時間延伸による、観光
消費額を高めるための、観
光コンテンツの開発

観光客の市内滞在時間延長や宿泊に繋がる、日向ファンを生み出す質の高い観光コンテンツの開発
●滞在時間の延長、宿泊に繋がるコンテンツ
●顧客満足度の向上に繋がるストーリー性のあるコンテンツ
●農林漁業体験コンテンツ等

【事業 1-3】
日本版持続可能な観光
ガイドラインの取り組み

持続可能な観光地域づくりを目指して「日本版持続可能な観光ガイドライン（JSTS-D）」に取り組む
●グローバルサスティナブルツーリズム協議会公認のトレーニングプログラムの終了証取得
●ロゴマーク使用申請、承諾

【事業 1-4】
新たな観光資源を活用した

コンテンツの開発

新たな観光資源や既存観光施設を活用したコンテンツ開発による入込客や宿泊客の増加
●馬ケ背展望台、サンパーク大型遊具を活用したコンテンツ開発
●日向サンパークオートキャンプ場や牧水公園コテージ等を活用したコンテンツ開発

【事業 1-5】
観光まちづくり人材育成

観光コンテンツ開発や質の高いサービスの提供ができる人材及びサスティナビリティ・コーディネーター等の養
成を行い、観光産業のレベルアップ
●市内の観光関連事業者等を対象にした研修会等の実施
●サスティナビリティ・コーディネーターの養成

【事業 1-6】
観光関連事業者間の連携

体制整備

観光に関係する事業者間の連携を促進し、新しいコンテンツ開発や観光客のニーズ等を情報共有
●多様な事業者（宿泊、交通、アクティビティ、体験、旅行、農林水産業、加工食品、飲食等）間での
連携促進のため情報共有、意見交換会等の実施

基本施策【２】 受け入れ態勢整備とおもてなしの実践
【事業 2-1】

市民に対する観光情報
発信

市民に対する魅力的な地域資源等に関する情報発信を強化するほか、観光施設等への来訪や地域の
祭り・イベントへの参加を促し、シビックプライドを醸成
●WEB、ツイッター、フェイスブック等での情報発信

【事業 2-2】
市民のおもてなし意識の醸
成とボランティアガイドの更な

る強化

観光関連事業者や市民を対象におもてなし意識の醸成及びボランティアガイドの更なる強化
●ボランティアガイドの強化
●市民のシビックプライドやおもてなし意識の醸成

【事業 2-3】
快適な観光を提供するハー
ド整備及び調査検討

観光客に快適な観光の振興を図ることを目的に景観美化等の環境整備及び調査検討
●主要観光スポット等のトイレ、案内板等の整備及び景観の保持
●バリアフリー化や駐車場整備の調査検討
●ICT、VR、DX等による着地情報発信ツールの整備、充実

【事業 2-4】
感染症等防止対策の徹底

安全に安心して観光を楽しんでもらうために、観光関連事業者における感染予防対策の徹底
●感染防止対策の徹底・正確な情報発信
●宿泊施設や立ち寄り施設等への対応マニュアルの普及

基本施策
1

観光戦略の基本施策と重点施策第６章
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【事業 2-5】
インバウンド向けの観光コン

テンツの開発

感染症終息後の反転攻勢を見据えた、インバウンド客のニーズに対応した魅力的なコンテンツ開発
●重点ターゲット国の設定及び外国人によるモニターツアー等の実施
●ニーズに対応した魅力的なコンテンツの開発

【事業 2-6】
インバウンドの受け入れ環境

整備

インバウンド誘客に取り組む事業者を増やすほか、インバウンド客が快適に滞在や観光が楽しめるよう情報
発信ツールの整備や多言語化等
●インバウンド受け入れのメリットや受け入れ方法のセミナー等の実施
●ICT、VR、DX等による多言語の着地情報発信ツールの整備、充実
●観光施設や宿泊施設及び飲食店等のメニューの多言語化

基本施策【３】 広域連携の推進強化
【事業 3-1】

広域連携による観光コンテ
ンツの拡充とプロモーション

近隣自治体と連携し、テーマに基づく広域周遊観光コンテンツ開発やプロモーションの実施
●テーマや重点ターゲットの設定と周遊観光コンテンツ開発及びプロモーションの実施
●日向・東臼杵広域観光推進協議会と連携したコンテンツ開発とプロモーションの実施

【事業 3-2】
インバウンド及び国内大都
市圏からの誘致活動におけ

る連携推進

県や観光関連機関等と連携した、効果的なプロモーションの実施
●県、九州観光推進機構と連携したインバウンド及び国内大都市圏へのプロモーションの実施
●県及び日向・東臼杵広域観光推進協議会と連携したプロモーションの実施
●宮崎空港、鹿児島空港、熊本空港を活用したプロモーションの実施

基本施策【４】 効果的で継続的な情報発信の強化

【事業 4-1】
国内・海外のターゲットに向
けた効果的な情報発信

明確なターゲットへ向け、魅力的な観光情報を取りまとめ、ターゲットに届く媒体を選定した情報発信。ま
た、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に関する情報発信
●観光コンテンツ等に合わせた重点ターゲットを選定し、ターゲットに届く媒体選定による効果的な発信
●日向市広報担当、日向市観光協会、メディア等と連携したコンセプトを共有した発信

【事業 4-2】
認知度向上のための情報

発信体制強化

日向観光の認知度向上の課題に対し、情報発信体制の強化
●情報発信強化のため市観光情報発信ホームページの改修
●外部とのコンタクトができ、日々の情報発信を担当する職員の配置

【事業 4-3】
対象市場のニーズ把握と関
係者への情報提供

新たなコンテンツ開発や誘客に繋がる市場ニーズを把握し、関係者へ向け情報提供
●旅行会社、各種統計や民間調査機関等のデータ分析、観光客へのアンケート調査
●関係者への情報提供

基本施策【５】 スポーツ環境を生かした誘客の推進
【事業 5-1】

サーフタウン日向基本構想
の推進（ソフト事業）

「サーフタウン日向基本構想」を踏まえた本市の強みであるサーフィン客の誘客増
●サーフィンと文化や自然体験及び宿泊を組み合わせた新たなコンテンツの開発（AT商品等）
●県や交通事業者等と連携したプロモーションの実施

【事業 5-2】
J リーグやプロ野球等の
キャンプの誘致促進

J リーグやプロ野球等のキャンプの誘致の促進
●キャンプ実施団体・県・関係団体との連携及び受け入れ態勢強化
●キャンプ誘致に対する市民の機運醸成
●誘致に必要な施設整備等の検討・改修

【事業 5-3】
社会人や中・高・大学の
合宿の誘致促進

社会人や中・高・大学の合宿の誘致の促進
●キャンプ実施団体・県・関係団体との連携及び受け入れ態勢強化

基本施策【６】 戦略の効果的な推進
【事業 6-1】

指標データの定期的収集と
事業評価及び改善

PDCAサイクルによる定期的な指標データの収集及び事業評価・改善
●指標データの収集・分析
●定期的な事業評価の実施、事業の見直し及び改善

【事業 6-2】
関係者との進捗共有

事業推進に向けた、庁内関係各課や観光関連事業者などの関係者と事業進捗状況の情報の共有
●関係課、観光関連事業者との事業進捗状況の情報を共有

【事業 6-3】
民間企業の人材受入

民間のノウハウを活用した事業推進に向けた、観光分野における民間企業の人材を受け入れ
●民間人材の受入による先進事例の情報収集やノウハウを活用した戦略の推進

【事業 6-4】
DMO(観光地域づくり法

人)の設置検討

効率的で稼げる観光地づくりの推進に向けた DMO（観光地域づくり法人）の設置の検討
●DMO設置におけるメリットやデメリットの洗い出しと分析、観光関連事業者等の意見を踏まえながら設
置を検討する
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重点施策は、基本施策の中で、本戦略の 3 か年及びその後の本市の観光の発展にとって、特に観光客
誘致及び観光消費額拡大に寄与するとともに、今後の観光の大きな潮流に対応した３つの施策【➊観光
消費額拡大に向けた新たな滞在型観光コンテンツの開発、❷観光客の誘致に向けた効果的な情報発信
の強化、➌「日本版持続可能な観光ガイドライン(JSTS-D)」の取組】を抽出して、重点的に実施していき
ます。

目的
本重点施策は、観光客の滞在時間の延長や宿泊に繋がる新たな観光コンテンツを開発することで観光

客の誘客と観光消費額の拡大に繋げることを目的とします。

事業内容
基本施策の中の関連する事業のうち、事業１-２「滞在時間延長による、観光消費額を高める観光コン

テンツの開発」を中心に取り組みます。

観光コンテンツ開発の進め方
ワーキンググループが中心となり、市、日向市観光協会、専門家等が参画し支援を行います。

ステップ➊
ワーキンググループの設置

観光関連事業者を中心とするワーキンググループを立ち上げる

ステップ❷
マーケット情報の分析

現在のマーケットの潮流や観光トレンド等について的確な情報分析を行う

ステップ❸
コンテンツの検討

マーケット情報の分析を踏まえて、開発するコンテンツについて検討する

ステップ❹

マーケティングの実施

ターゲット（市場や想定する観光客像）を設定し、検討したコンテンツの見
直しを行い、テストマーケティングを行う

ステップ❺

コンテンツの改善

テストマーケティングにて得られた情報をもとに、検討したコンテンツの内容や提
供体制等の改善を行う

１

２

３

重点施策 1 観光消費額拡大に向けた新たな滞在型観光コンテンツの開発

重点施策
2
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開発するコンテンツ案
開発するコンテンツは、下記の例等を参考にしながらワーキンググループで検討して選定します。

期待される成果
●日向市滞在時間の延長
●テーマや目的を持った観光客の顧客満足度向上
●観光入込客数の増加
●宿泊に繋がる体験プランの開発による宿泊客数の増加
●インバウンド客数の増加

想定される実施主体
宿泊事業者、飲食店事業者、アクティビティ事業者、農林漁業者、交通事業者、ボランティアガイド等
※高校生や大学生等の参加を促すことで、若年層の意見も反映されるように努める

実施時期

令和 4年度～6年度

開発するコンテンツ案

滞在時間の延長に繋がるコンテンツ
●ファスティング（断食）体験
●山菜・キノコ狩り体験
●工場見学や工場夜景等の地元企業を観光資源とした体験 等

顧客満足度の向上に繋がるストーリー性の
あるコンテンツ

●神話をテーマにしたガイド付きまち歩きプラン
●日豊海岸国定公園日向岬を中心とした散策プラン
●地域独自のストーリーを編集した観光プラン 等

ナイトタイムエコノミーを促進するコンテンツ ●夜の飲食店巡りプラン 等

宿泊に繋がるコンテンツ ●早朝神社みそぎ体験 等

滞在型観光コンテンツ
●民宿料理と宿泊施設のコラボプラン
●サーフィンや自然・歴史・文化体験を組み合わせたアドベンチャーツ
ーリズム商品 等

農林漁業体験コンテンツ
●シラス漁体験
●定置網漁体験
●農産物の収穫や里山を活用した体験 等

インバウンド向けコンテンツ 上記コンテンツのインバウンド向けアレンジ及び新規開発

４

５

６

７
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目的
本市の認知度向上と来訪のきっかけづくりを図るため、ターゲットを明確にし、魅力的な観光情報を取りま

とめ、効果的・継続的に発信する必要があります。本市の観光の課題である情報発信の強化に組むことで、
誘客促進につなげることを目的とします。

事業内容
基本施策の中の関連する事業のうち、以下の事業を中心に取り組みます。
●事業 4-１「国内・海外のターゲットに向けた効果的な情報発信」
●事業 4-2「日向市観光の認知度向上のための情報発信体制強化」
●事業 2-3「快適な観光を提供するハード整備と調査検討」と事業 2-6「インバウンド客が滞在を楽しめ
る受け入れ環境整備」の中の「ICT、VR、DX等による情報発信ツールの整備、充実」

情報発信の進め方
マーケティングの基本要素である「誰(ターゲット顧客)」に「どんなメッセージ(何を伝えるか)」を「どこ(媒体)」

で伝えるか等の具体的な取り組み内容を示したマーケティングコミュニケーションプランを、下記の 6 つのステッ
プに基づき作成し実践します。

(１)マーケティングコミュニケーションプラン作成の 6 つのステップ

ステップ➊
対象者を特定する

旅行者のニーズ等を理解することで、メッセージの内容やコミュニケーションする手段や時間帯など、マーケティングコミュニケーションを計画する

ステップ❷
USP（自分たちの強み）の決定

独自の強みである USP（Unique Selling Proposition）を決める。USP は分かりやすい言葉で、多くの人に伝わるようにする

ステップ➏
プランの実行と振り返り

PDCAを回すことで、必要に応じて修正し再実行を行いより効果的なコミュニケーションに繋げる

ステップ❸
コミュニケーションミックスの決定

対象とする旅行者に応じて、最適なコミュニケーションする手段の組み合わせを決める

ステップ❹
ブランディングの決定

ブランディングは「旅行者にどんなイメージを持ってもらいたいのか」といった、自分の地域の核となるアイデンティティのことを言う

ステップ❺
目標の設定

各コミュニケーションチャネルにおいて、認知度の向上などの目標を設定する

１

２

３

重点施策２ 観光客の誘致に寄与する効果的な情報発信の強化
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（２）プロモーション、情報発信の実施方針
プロモーションや情報発信は、誰に何を伝えるかを明確化し、ターゲットごとにプロモーション情報発信

手法を選定し実施します。
対象１．観光に関心がある層
目的－ 本市の観光に対する明確なニーズがない層に、日向市を訪れたくなるような情報を提供する
内容－ イメージプロモーション、情報発信
実施主体－ 市、日向市観光協会

対象２．本市に訪れたい層
目的－ 具体的な楽しみ方を伝え、来訪の動機付けを行う
内容－ 個別具体的なコンテンツのプロモーション、情報発信
実施主体－ 市、日向市観光協会、観光関連事業者

対象３．リピーター及び日向ファン
目的－ 次回の来訪を促すため、新たなコンテンツや四季毎のコンテンツを伝える
内容－ 具体的なコンテンツの個別情報発信
実施主体－ 観光関連事業者

具体的な取り組み案
●本市を応援する個人や組織及び県のアンテナショップや日向市観光大使を活用した情報発信
●積極的なパブリシティの獲得（新聞社、テレビ局、観光関連メディア等との関係づくりなどによる）
●安心安全訴求の為、新型コロナウイルス感染防止対策情報の発信
●インバウンド誘致のための、最も親和性の高い在日外国人による情報発信の強化
●情報発信強化のための、日向市観光情報発信のホームページの改修
●外部とのコンタクトができ、日々の情報発信を担当する職員の配置
●旅行会社、各種統計や民間調査機関等のデータ分析、観光客のアンケート調査
●関係者への情報提供

期待される成果
情報発信体制の強化や効果的・継続的な情報発信による本市の観光の好感度や認知度の向上

想定される実施主体
市、日向市観光協会

実施時期
令和４年度～令和６年度

４

５

６

７
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目的
旅行者の観光に対する新しいニーズに対応した持続可能な観光地づくりを通じ、地域経済の活性化や

歴史文化の保護、環境の保全に資することを目的に、観光地域としてのブランド化や競争力向上を図るとと
もに、国内外の観光客の消費増加や満足度向上に繋げるため、観光庁が定めた「日本版持続可能な観
光ガイドライン(JSTS-D)」に取り組みます。

持続可能な観光とは？＝訪問客、業界、環境および訪問客を受け入れるコミュニティのニーズに対応し
つつ、現在および将来の経済、社会、環境への影響を十分に考慮する観光

事業内容
基本施策の中の関連する事業のうち、事業１-３「日本版持続可能な観光ガイドラインの取り組み」を中

心に取り組みます。

「日本版持続可能な観光ガイドライン（JSTS-D）」の主な活用方法
●コミュニケーションツール及び観光人材育成に活用
ガイドラインを「地域が一体となって持続可能な観光地域づくりに取り組む」コミュニケーションツールとして

活用します。また、観光人材の育成にも活用します。
●プロモーションツールとして活用
観光地域としてのブランド化や国内の地域間競争や国際競争力の向上のためのプロモーションツールと

して活用します。

目標設定について
（１）ロゴマークの使用権の取得を目指す

ロゴマークの活用「日本版持続可能な観光ガイドライン(JSTS-D)」に取り組んで
いることを明示するロゴマークで、観光パンフレット、ホームページ等での対外的なアピ
ールに活用します。

（２）世界の持続可能な観光地ＴＯＰ100選を目指す
令和２年度は、阿蘇市や奄美大島など全国 12 の市・地域が選ばれています。
本市の地域資源を活用し、観光地域としてのブランド化に繋げます。

１

２

３

４

重点施策３ 「日本版持続可能な観光ガイドライン（JSTS-D）」の取組

長期的経済活動の保障 環境資源の利用の最適化 地域の社会・文化への配慮

環境的に適正である 社会文化的に好ましい経済的に成長できる
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具体的な取組の実施
「日本版持続可能な観光ガイドライン（ＪＳＴＳ－Ｄ）」の趣旨を理解し、ガイドラインに基づいて下記

のステップで実施します。取組む項目については、ガイドラインの記載のとおり本市の状況や人的リソース等を
考慮しながら、本市にとって特に重要だと判断される項目を選定します。取組む項目はワーキンググループ等
で検討し選定します。

期待される成果
●観光地域としてのブランド化や国内の地域間及び国際競争力の向上
●地域が一体となって持続可能な観光地域づくりに取り組む意識の向上
●サスティナビリティ・コーディネーター等の観光人材の育成による本市の観光産業のレベルアップ

想定される実施主体
市、日向市観光協会、観光関連事業者、地域・市民 等
※高校生や大学生等の参加を促すことで、若年層の意見も反映されるように努める

実施時期
●ワーキンググループ立ち上げ：令和 4年度
●取り組み時期：令和 4年度～6年度

ステップ➊ 実施主体での意識を高める

ステップ❷ 観光地としてのプロフィールを作成

ステップ❸ 実関係者間におけるワーキンググループの形成

ステップ❹ 役割と責任の確立

ステップ❺
「日本版持続可能な観光ガイドライン（ＪＳＴＳ－Ｄ)」各項目に
基づくデータの収集・記録、取組の実施

ステップ➏ 結果の分析

ステップ❼ 継続的な開発・改善

５

６

７

８

23



長 友 正 博 日向市商工観光部 部長
黒 木 繁 人 一般社団法人 日向市観光協会 会長代行
長友 宏八郎 宮崎県ホテル・旅館生活衛生同業組合 日向支部 支部長
橋 口 修 日向市民宿業組合 組合長
田 崎 澄 宮崎県飲食業生活衛生同業組合 日向支部 支部長
飯 沼 智 宏 宮崎県タクシー協会 日向支部 支部長
是 則 由 員 日向物産振興協会 会長
野 口 洋 日向商工会議所 事務局長
鶴 田 太 美 東郷町商工会 会長
石 井 孝 一 九州旅客鉄道株式会社 日向市駅 駅長

※ワーキンググループ等の参加者・・・日向市観光協会、宮崎県ホテル・旅館生活衛生同業組合、日向市民宿業組合、
宮崎県飲食業生活衛生同業組合、日向商工会議所、東郷町商工会、宮崎県タクシー協会、道の駅日向、道の駅とう
ごう、まちの駅とみたか物産館、海の駅ほそしま、みなとオアシス協議会、民間観光施設運営事業者、ゲストハウス運営事
業者、民泊運営事業者、サーフショップ運営事業者 など観光関連事業者等の皆さま
※パートナーとしての参画・・・日向市歴史観光ボランティアガイド平兵衛さんの会、大御神社、市内高校生の皆さま

令和３年 10 月 14 日 第１回策定委員会

令和３年 10 月 15 日 第１回ワーキンググループ検討委員会

令和３年 11 月 10 日 第２回ワーキンググループ検討委員会

令和３年 12 月 13 日
第２回策定委員会
第３回ワーキンググループ検討委員会

令和４年１月 17 日 第４回ワーキンググループ検討委員会

令和４年２月 16 日
第３回策定委員会
第５回ワーキンググループ検討委員会

令和４年 3 月３日～14 日 パブリックコメントの実施

令和４年 3 月 22 日 第４回策定委員会

令和４年 3 月 25 日 観光戦略の最終報告

令和４年３月 28 日 観光戦略の公表

ポストコロナ観光戦略の策定経過

ポストコロナ観光戦略策定委員会 委員名簿
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【用語説明】
●アドベンチャーツーリズム
「アクティビティ」、「自然」、「異文化体験」の 3 つの要素のうち 2 つ以上で構成される旅行形態。自然をテーマとした観光には

エコツーリズム、グリーンツーリズムなどがあるが、アドベン チャーツーリズムは、アクティビティや異文化体験が組み込まれ、「学び」より
「楽しみ」を重視したレジャー性の高さが特徴。

●インバウンド
日本に訪れる旅行者、「訪日外国人旅行」のことをインバウンドと略して呼ぶ。旅行業界においてはインバウンドツーリズムとして

使われる。

●観光コンテンツ
観光において消費者を惹きつけ、消費の対象となり得るモノやサービスのこと。有形や無形、または商品化の有無に関わらず、

自然景観や歴史文化といった抽象的なものまで含まれる。

●サスティナブルツーリズム
旅行先の地域文化と環境の保全を第一に考えた「持続可能な観光」を意味する。観光客が一方的に旅行先のコンテンツを消

費するだけでなく、そこに住む地域の人々の生活も豊かになるように考えられた旅行。

●シビックプライド
単なる郷土愛やまち自慢ではなく、自身が地域のまちづくりにかかわっているという責任感を持つことを指す。 シビックプライドを持

つ市民が増えると、積極的にまちづくりがなされ、観光振興にプラスに働くと考えられる。

●DMO（観光地域づくり法人）
DMO とは、観光地域づくりを持続的戦略的に推進、牽引する専門性の高い組織。観光地域づくりのまとめ役として、ビジョン

の実現のため地域の関係者の合意を得ながら、客観的データを元に責任をもって事業の立案から実行まで幅広く担当する。

●DX（デジタルトランスフォーメーション）
サービスを自動化したり作業を効率化したりする「デジタル化」と比べ、デジタル技術やデータを駆使して作業の一部にとどまらず

社会や暮らし全体がより便利になるよう大胆に変革していく取り組みを指す。

●ナイトタイムエコノミー
夜間（一般には、日没から日の出まで）に行われるさまざまな経済活動を示す言葉。昼間に行われる一般的な経済活動と

区別するために用いられるもの。

●VR（Virtual Reality）
現物や実物ではないが、あたかも本物であるような環境を、ユーザーの五感を刺激することにより人工的に作り出す技術および

その体系。日本語では「仮想現実」と訳されることが多い。

●マイクロツーリズム（域内観光）
地元または近隣への宿泊観光や日帰り観光を指す。繰り返し利用してもらう仕組みを持つことで安定したマーケットになる。
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