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第１章 計画策定の基本的考え方 
 

１．計画策定の目的 
近年、人々の価値観が変化し、物質的な豊かさよりも精神的な豊かさを求めるようにな

った結果として、観光においても地域の個性が求められるようになり、都市地域だけでな

く農山村地域などの地方においても、自然、歴史、文化、産業、人など独自の地域資源を活

用した観光による地域活性化の可能性が大きく膨らんできています。 

また、一方で少子高齢化が急速に進展し、若年労働力が量と割合の両方において減少し

ていくという大きな社会変化の中で、高い付加価値を生み出すことができる新たな産業分

野として観光が期待されるようになってきました。産業としての観光は、複合産業として

の特性が強いことから、他産業との相互依存関係を通して幅広い産業分野の振興を促進す

ることができると期待されています。 

加えて、欧米を中心とした先進諸国だけでなく、新興国の人々の海外観光に対する関心

も高まってきており、国は訪日観光客数を 2020 年に 4000 万人とする新たな目標を掲げ、

訪日外国人誘客を促進しています（明日の日本を支える観光ビジョン）。 

このような社会情勢の中で、産業としての観光振興による雇用の場の拡大と交流人口の

獲得、定住人口確保を図り、地域の活性化を目指すため、観光事業者や行政のみならず、

市民も一体となって、観光の持続的発展に取り組む上での目標や理念及び方針となるべき

第２次姶良市観光おもてなし計画を、平成 25 年度に策定した姶良市観光おもてなし計画を

見直し、策定します。 

 

２．計画策定の背景 
(1) 国の観光の動向 

 

(2) 鹿児島県の観光の動向 

 

３．計画の位置づけ 
 

４．計画の期間 
計画期間は平成 31 年度を初年度とし、長期的な展望も視野に入れた５か年を対象に前期

２か年と後期３か年とし、平成 35 年度を目標年次とします。 

また、前期２か年の進捗を検証して新たな課題等を見極め、後期３か年における計画の

見直しを行い、第２次姶良市総合計画の後期基本計画との整合を図ります。 

年次ごとの検証については、第２次姶良市総合計画の実施計画に即したローリングがで

きるような連携を行います。 
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第２章 姶良市の観光の現状と課題 
 

１．姶良市の観光の現状 
 

■豊富な観光資源 

 

■市民主体の体験プログラム 

 

■多様な情報発信 

■広域交通へのアクセスが良好な立地 

 

 

２．姶良市の観光における課題 
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第３章 姶良市の観光戦略 
 

１．姶良市の観光の目指す姿 
姶良市では、本計画の上位計画である第２次姶良市総合計画で掲げた基本理念「可能性

全開！夢と希望をはぐくむまちづくり～ひとりひとりが主役 住みよい県央都市」に基づ

き、まちづくりを進めています。 

「市民の暮らし」を一番に考えることは“まちづくり”の根幹であり、姶良市のまちづ

くりをリードし、まちの価値を高め、市民の暮らしを豊かにしていくことが「観光」の役

割です。そのため、市民が姶良市に誇りと愛着を持って暮らし、市民一人一人の暮らしの

中に観光によるまちづくりが息づくことこそが姶良市の目指すべき観光と交流の姿であり、

「まち」の真の魅力を伝えることにつながるといえます。 

また、観光は、関連する産業の裾野が極めて広く、総合的戦略産業と言い得るものであ

り、限りなく多様な可能性を備えています。市内外はもとより、国外の多くの人々に対し

て姶良市の観光をＰＲし、地域経済を力強くけん引する産業としての姶良市観光の振興を

目指すことが大切です。 

さらに、姶良市は、海岸部から山間部に至る多様で豊かな自然環境に加え、歴史や文化

が市民生活の中に深く息づいており、観光資源となり得る素材は多彩です。特に文化財は

県下一の指定数を誇り、重要な観光資源といえます。また、平成２４年３月に誕生した霧

島錦江湾国立公園に重富海岸をはじめとする姶良カルデラ等が新たに指定されたことから、

これらも重要な観光資源として保全と活用を図る必要があります。これらの豊富な観光資

源を市民全体で守り育て、新たな観光の魅力として磨き上げることが、他の都市にはない

姶良市の個性を更に輝かせることになります。 

以上の基本的考え方に基づき、「ひとりひとりが主役 住みよい県央都市」の実現に向け

て、市民一人一人のおもてなしの心があふれ、各地域に存在するありのままの「あいら」

の素材を光り輝かせる観光都市を市民と協働して創り上げていくことを目指し、本計画の

基本理念を、第１次計画に引き続き次のとおり掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※「本物」とは…姶良市の各地域に既に存在するありのままの「あいら」の素材そのもののこと 

 

 

２．姶良市における観光まちづくりの方向性 
 

(1) 人が育ち、ネットワークを広げる 

観光まちづくりを進めるには、多くの市民・関係団体等が協力し、おもてなしの心を

広げ、地域社会全体で取り組むことが必要になります。 

 

(2) 観光消費の向上による地域経済への波及を目指す 

訪れる人が地域で飲食や買い物などをすることによる経済効果の他、人の交流が増え

ることでビジネスの機会が広がります。 

【基本理念】 

おもてなしの心あふれ、“本物”が光るまちづくり
～ともに磨き、創ろう 光り輝く「あいら観光」の魅力～ 
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(3) 姶良市の知名度アップ、イメージアップを目指す 

地域のいいところ（地域資源）を活用し、広くアピールすることによって、まちの知名

度アップ、イメージアップにつながります。 

 

(4) 定住指向を強め、まちのファンを増やす 

市民の地元への誇りや愛着が深まり、「住み続けたい」と考えるようになります。また、

市外にも姶良市のファンが増え、「訪れてみたい」「住まいを選ぶ時は、姶良市にしたい」

と考えるようになります。 
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３．姶良市の観光振興の基本方針 
基本理念に基づき、以下の４つの基本方針を掲げます。 

 

基本方針① 姶良市の「宝物」を観て、体感してもらう 

多様な素材に磨きをかけ、資源としての魅力向上に加え、歴史的なつながりやそれに

基づくストーリーを活かし、市内に点在する資源をつなぐことにより、観光における付

加価値を高めます。 

 

基本方針② 市民が活躍できる仕組み・場を創る 

「人」に焦点を当て、活動者の多様な思いを共有する仕組みを創るとともに、市民一

人一人が観光振興に参画できる場を創ります。 

また、地域との連携を図り、認識を共有し、協働できる体制を創ります。 

 

基本方針③ 戦略的な情報提供と広域連携を行う 

情報の一元化を図った上で、多様なツールや既存メディアを活用し、ターゲットに応

じた情報発信を行います。また、広域連携やテーマ別連携の際の姶良市の立ち位置を明

確にした上で、メニューづくりやＰＲを行います。 

 

基本方針④  観光関連事業者等の育成と連携を促す 

姶良市における観光関連事業者等の育成を図り、地域経済に波及効果をもたらすこと

ができるよう連携を図ります。既存の支援事業についてはその効果を検証し、主体的、

持続的な活動となるよう促進します。 
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【基本方針】 

【姶良市における観光まちづくりの方向性】 

４．姶良市の観光振興を実現するための基本施策 
４つの基本方針に位置付ける基本施策として、以下の９の施策を掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 観光メニュー・プログラムづくり 
①姶良市の資源を活かした多様な観光メニューづくり 

個別の観光資源をつなぐテーマ別のストーリーに基づき、姶良市の「宝物」を観て、体

感してもらう市域全体をつなぐメニュー、プログラム、観光ルートをつくり、周辺市町

村との差別化を図ります。観光メニュー等の作成にあたっては、歴史・文化や自然体験

等、姶良市の観光資源を 大限活かす内容を検討するとともに、癒し体験やパワースポ

ット巡り等、特定のターゲット層を想定した多様なメニューについても検討します。 

【基本施策】 

【基本理念】 おもてなしの心あふれ、“本物”が光るまちづくり 
   ～ともに磨き、創ろう光り輝く「あいら観光」の魅力～ 

1.市の観光資源を観て、

体験してもらう 

2.人が活躍できるプロ

セスづくり 

3.戦略的な情報共有と

広域連携 

(1) 観光メニュー・プログラムづくり 

(2) 観光イベント・ＰＲイベントの企画実施

(3) 地域資源周辺の環境整備 

(4) 人、組織をつなぐ体制づくり 

(5) 市民、地域の取組の維持、強化 

(6) 情報発信手法の多様化とメディアの活用

(7) 広域での観光連携の強化 

①人が育ち、ネットワークを広げる 
②観光消費の向上による地域経済への波

及を目指す 

③姶良市の知名度アップ、イメージアッ
プを目指す 

④定住指向を強め、まちのファンを増や

す 

4.観光関係事業者など

の育成と連携 
(8) 観光関連事業者等との連携強化・育成 

(9) 地域経済活性化の促進 
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また、古民家を活かした食事処やカフェ、焼き物や手芸品を販売する店舗等、市内に

点在する魅力的なお店を整理したガイドブックを活用して、それらを巡るプログラム等

の実施を図ります。 
 

【事業・取組】 

 市内をめぐる観光ルートの作成 

 歴史・自然等を活かした観光イベント（島津義弘公没後４００年、伝統芸能等）の企

画実施 

 自然体験メニュー（海、山、川、農業等）の開発・実施 

 癒し体験、パワースポット巡りメニューの実施 

 市内のお店巡りプランの実施、活用 

 

②観光資源・施設の魅力づくり 

各種文化財をはじめ、既存の観光資源を整理した上で、個別の資源を磨き、魅力を引

き出すとともに、まだ光の当たっていない潜在的な資源にも焦点をあて、既存の資源と

組み合わせた展開を図ります。 

重富海岸をはじめとした海岸や周辺の山々、河川等、自然の中にある観光スポットに

おいては、自然環境の保全を図り、その場所の魅力が損なわれないよう配慮し、国・県・

市指定の有形文化財については優先順位を決め観光地としての整備を行います。 

また、観光資源となる歴史的な建造物やまちなみの景観を保全するため、景観計画の

策定や景観条例の制定による景観のルールづくり（建築物、工作物の高さ、色彩等の規

制）、用途地域の見直しなどを行い、景観保全に必要な支援策を検討します。 
 

【事業・取組】 

 国、県、市指定の文化財の観光地としての整備 

 民俗文化財の公開と活用 

 霧島錦江湾国立公園（重富海岸等）の保全と活用 

 市内に点在する温泉の活用 

 観光スポットとなる自然の保全 

 歴史的な建造物やまちなみの景観の保全 

 

 

 

 

(2) 観光イベント・ＰＲイベントの企画実施 
 ①姶良市の資源を売り出す企画・イベントの実施 

あいらびゅー号やあいらフットパス等の姶良市に点在する多様な観光資源を活用した

観光に関する各種企画について、今後も継続・強化し、新たな取組み企画や各地域への

取組みへの波及など次なる展開を図るとともに、加治木港での花火大会の継続的な実施

や新たな観光イベント・取組みについても企画、実施します。 

また、物産展の企画開催など、「食」に携わる市内の飲食店や事業者、団体等の多様な

主体が連携する動きの継続、展開を図るとともに、姶良市の「食」のブランド開発につ

いても積極的に支援します。 

さらに、観光資源のＰＲや特産品の販売などの企画実施を行うなど、情報発信の拠点

として、桜島サービスエリアの活用を図ります。 
 

【事業・取組】 

 あいらフットパスの企画、実施、定着化 

 あいらびゅー号の継続、新たな取組みの企画 
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 加治木港花火大会への支援 

 食のブランド開発プロジェクトの支援、育成 

 あいらん家ちうまいもんプロジェクトの継続、新たな取組みの企画 

 桜島サービスエリアの情報発信拠点としての活用 

 

②新たな観光素材による体験型観光の推進 

現在、民間主導で進められているエコツーリズムやグリーンツーリズム、蒲生地域で

取り組んでいる「カモコレ」等の既存のニューツーリズム・着地型観光の取組みを今後

も維持できるように支援するとともに、新たな観光素材の掘り起こし・活用や健康・美

容要素との組み合わせなどによる魅力あるメニューの創出や他地域への取組みの拡大を

図ります。 
 

【事業・取組】 

 ニューツーリズム・着地型観光の維持・強化 

 新たな素材の活用、体験型メニューの創出 
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(3) 地域資源周辺の環境整備 
①観光情報発信拠点の整備 

蒲生観光交流センターや桜島サービスエリアなど、観光資源のＰＲや特産品の販売、

体験メニューの窓口や情報発信基地となる拠点施設を設定します。 

また、総合運動公園や加音ホール等の既存施設を活かし、各種スポーツ大会や合宿・

コンベンション等の誘致を促進します。 
 

【事業・取組】 

 地域の中心となる観光施設の拠点機能の強化 

 各種スポーツ大会や合宿・コンベンション等の誘致促進 

 

②魅力ある観光地形成のための周辺施設整備 

観光資源を誰もが訪れやすい場所にするため、現在の状況を把握した上で、観光資源

周辺のトイレや駐車場、歩道の整備、バリアフリー化について検討します。 

また、市内主要駅での整備を検討している駅前広場については、案内・誘導サインの

設置などを行い、わかりやすく、安全な観光を実現するための整備を行うとともに、魅

力ある道中を演出するための景観配慮を行います。 

案内サインについては、色彩やロゴ等のデザインの統一を図るとともに、全体として

外国語表示を徹底するなど、海外からの来訪客にも対応したサインデザインを行います。 
 

【事業・取組】 

 観光資源周辺における遊歩道、トイレ、駐車場等の整備、バリアフリー化の推進 

 整備が検討されている駅前広場への観光案内サイン等の整備 
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(4) 人、組織をつなぐ体制づくり 
①観光受け入れ体制づくり 

姶良市の観光に関する活動が横でつながるための組織を構築し、市内の活動主体間で

情報を共有する仕組みやそれぞれの取組み状況、取組みにおける悩み等の話ができる機

会を設けるなど、活動連携のきっかけとなる仕掛けを行います。その中で、「姶良市観光

協会あり方検討会」を開催し、今後の姶良市における観光協会の方向性を検討します。 

また、市内の観光ガイド組織については、４つの団体が存在することから、組織間の

交流や連携が生まれる場づくりを行うとともに、観光ガイドの受付窓口を一本化するな

ど、来訪者と観光ガイドを結びつける体制の強化を図ります。 

さらに、姶良市は、年間のイベントの回数が多く、企画、実施時においては多様な主体

がかかわることから、今後も継続するために連携体制づくりを強化します。 
 

【事業・取組】 

 観光関係団体の主体的活動の促進 

 各主体の活動情報を共有する仕組みの構築（ＰＲイベント企画立案検討会など） 

 観光協会あり方検討会（仮称）の開催 

 観光ガイド組織の連携体制の構築、受付窓口の一本化 

 

②姶良市の観光振興を担う人材の確保・育成 

姶良市の今後の観光振興を担う人材を確保、育成するため、地域の祭りやイベント、

郷土芸能の後継者や姶良市の「食」を支える担い手等の育成を推進し、これからの姶良

市の観光資源を維持、強化するために必要な人材を確保します。観光ガイドについては、

ガイドに必要な知識や技能について学ぶ場を設け、その育成のための仕組みづくりを行

います。 

また、姶良市民もしくは姶良市在勤者が市の観光ＰＲや各種行事に１年間参加、協力

する「あいら観光大使」の募集を今後も継続することにより、姶良市の知名度向上やイ

メージアップの顔となる人材を確保、育成します。 
 

【事業・取組】 

 地域の祭り・イベント、郷土芸能の継承（無形民俗文化財の保存会への助成、後継者

の育成など） 

 観光ガイド養成講座の開催 

 「あいら観光大使」の継続実施 

 

 

 

 

 

(5) 市民、地域の取組の維持、強化 
①各地域の体制強化と魅力の向上 

各地域で取り組まれている観光振興に寄与する様々な市民活動を今後も維持できるよ

うに支援するとともに、市民が主体となった活動にさらに取り組みやすくなるように、

市民と行政の協働体制を強化します。 

また、市民一人一人が自分の居宅周辺等をきれいにするとともに、地域が一体となっ

て魅力ある景観づくりに取り組みます。 
 

【事業・取組】 

 観光振興に寄与する市民活動の支援、市民と行政の協働体制の強化 

 自治会ごとの清掃、植栽、花植え等による観光資源周辺のきれいな景観づくりの促進 
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②市民主体のおもてなしの促進 

姶良市の各コミュニティ協議会やＮＰＯ等が主体となった市民参画組織を構築し、各

地域に存在する観光資源の管理を地域主体で行う仕組みづくりを推進します。また、市

民一人一人がおもてなしの心で来訪者を迎えることができるように、おもてなしのすそ

野を市民全体に広げる取組みを行います。 
 

【事業・取組】 

 観光資源管理のための市民参画組織の構築 

 おもてなし講習会の開催 

 来訪者へのあいさつ運動の実施 
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(6) 情報発信手法の多様化とメディアの活用 
①情報発信・共有の仕組みづくり 

統一的な情報発信、多様なツールの活用について検討を行うとともに、観光資源の情

報をそのまま発信するのではなく、各資源の魅力を 大限に伝え、来訪意欲に結びつく

ような情報発信の方策について検討します。ＷＥＢでの情報発信では、姶良市公式観光

案内アプリ「ココシルあいら」のさらなる活用を図るとともに、ＳＮＳ等の活用によっ

て。リアルタイムの発信へのニーズに対応した情報発信体制の強化を図ります。 

また、観光施設・事業者間の各種情報を共有する仕組みをつくり、イベント情報や観

光メニュー・プログラムの情報等の市内の観光情報を一元化し、観光情報の発信に反映

させます。 

さらに、ＪＲ各駅や桜島サービスエリア、主要な観光ポイント等において、観光案内

の強化を行い、鹿児島中央駅や鹿児島空港等の市外の施設においても積極的に本市の観

光ＰＲを行います。 
 

【事業・取組】 

 姶良市の観光ＷＥＢサイトの強化、情報の一元化 

 姶良市公式観光案内アプリ「ココシルあいら」のさらなる活用・更新 

 ＳＮＳ等の活用によるリアルタイムに情報発信できる仕組みの構築 

 観光施設・事業者間の情報共有の仕組みの構築 

 市内の主要施設（ＪＲ各駅、桜島サービスエリア等）における観光案内の強化 

 市外の主要施設（鹿児島中央駅、鹿児島空港、九州自動車道ＳＡ等）における観光ＰＲの強化 

 

②メディアの活用による姶良市のＰＲ 

姶良市のことを全国的に売り出すキーワードや姶良市の観光価値を高め、ブランド化

につながる要素を明確にし、観光ターゲットに応じたＰＲ戦略づくりを行います。 

姶良市のＰＲにあたっては、公用車や民間の交通機関の車体・機体にＰＲラッピング

を行うなどの発信媒体としての活用、イベントの情報発信等におけるテレビや新聞、ラ

ジオ等の既存メディアの活用により、多くの人の目に触れる仕掛けを行います。 

また、全国の旅行雑誌や旅行会社、鹿児島県内の情報誌等へ新たな観光メニュー・プ

ログラムを売り込み、姶良市が県内外の人の観光の目的地として候補にあがるように情

報発信を行います。 

さらに、映画、テレビ番組、ＣＭ等の撮影場所としての誘致を促進し、全国的に姶良市

のことをＰＲします。 
 

【事業・取組】 

 公用車や民間の交通機関の発信媒体としての活用（車体・機体へのラッピング）  

 イベント情報の効果的な発信 

 全国の旅行雑誌、旅行会社、鹿児島県内の情報誌等への売り込み強化 
 
 
 
 
 

(7) 広域での観光連携の強化 
①広域連携メニューづくり 

霧島錦江湾国立公園や桜島・錦江湾ジオパークとの連携を図り、錦江湾全体でのツア

ーを企画するなど、周辺市町を含めた観光圏域の中で観光メニューを企画、実施します。 

観光メニューの企画の際は、鹿児島中央駅や鹿児島空港を起点とした観光プランをつ

くるなど、県央に位置する立地特性を活かした取組み展開を図ります。 

また、島津義弘公等の歴史等の観光資源をテーマでくくり、市外の関連する資源と連

携を図ることにより、共同ＰＲやメニューづくりを行います。 
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【事業・取組】 

 錦江湾まるごと体験（国立公園、ジオパーク等）の企画、実施 

 鹿児島中央駅や鹿児島空港を起点とした観光ツアーの企画、実施 

 

②広域連携体制の維持、強化 

姶良・伊佐地域観光連絡協議会、錦江湾奥会議等の広域連携体制を維持するとともに、

広域での情報の共有化や情報発信体制の強化を図ります。 

また、鹿児島県観光連盟等の関係機関・団体との連携を強化し、鹿児島県全体として

ＰＲする上での姶良市の位置づけについて、他の自治体との差別化を図ります。 
 

【事業・取組】 

 周辺市町との広域連携体制の強化（姶良・伊佐地域観光連絡協議会、錦江湾奥会議等） 

 広域連携情報の集約、発信 

 鹿児島県観光連盟等の関係機関・団体との連携強化 
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(8) 観光関連事業者等との連携強化・育成 
 ①観光関連事業者等との連携強化 

観光協会や特産品協会、商工会等の観光関係団体が主体となった観光メニューづくり

やイベントの企画、実施を促進し、その活動を積極的に支援するとともに、企画、実施

の際には、発信力のある企業との連携・タイアップについても併せて検討します。 

観光協会においては、市内の観光関係団体の活動をつなぎ、情報を集約するコーディ

ネート機能の役割を今後担えるよう体制強化を図ります。 

また、姶良市の観光振興において欠かせない民間の交通事業者（ＪＲ、バス、タクシー

等）との連携の強化を図るため、協議の場や情報共有の仕組みづくりを行うとともに、

駅からのウォーキングツアー等の公共交通機関と連携したツアーやサービスの企画、実

施を行います。 
 

【事業・取組】 

 観光協会や特産品協会、商工会等の観光関係団体の自立的活動の促進 

 企業との連携（ウォーキングイベントでのＪＲやスポーツメーカーとのタイアップ等） 

 民間の交通機関（ＪＲ、バス、タクシー等）と連携したツアー企画、実施 

 

 ②観光関連事業者等の育成 

姶良市内の食材を使った特産品やお土産、食事メニュー（料理、スイーツ）等を開発す

るグループや福祉施設、それを販売・提供する店舗への支援や共同ＰＲを行います。 

また、市内の観光関連事業従事者が観光について学ぶ場を設け、観光関連事業者のお

もてなし意識や接遇、マナー等のスキルの底上げを図ります。 

さらに、観光施設を維持、管理している指定管理者等に関しては、地域のまちづくり

の拠点施設として魅力的な施設となるように、スタッフの意識の向上と運営面の改善・

強化、施設間の連携・情報共有を図ります。 
 

【事業・取組】 

 姶良市の特産品、お土産等を販売する店舗の育成 

 姶良市の特産品や食の開発のための担い手の確保、育成のための支援 

 観光関連事業従事者のおもてなし講座の開催 

 観光施設管理者（指定管理者等）の意識啓発、施設の運営強化 

 

  



15 

 

(9) 地域経済活性化の促進 
姶良市内の宿泊施設や店舗において、地域人材の雇用や地域の食材利用を促進し、地

域内で経済が循環するまちづくりを目指します。 

また、生産者と加工業者、販売店舗、飲食店との接点をつくり、双方のつながりを強化

することにより、姶良市の農産物等を使った加工品や有機栽培の農産品を市内で気軽に

購入もしくは食すことのできる店舗を拡大し、そのＰＲを強化するとともに、姶良市の

特産品開発や農産品のブランド化を促進し、市内生産者の所得の向上を目指します。イ

ベントの開催の際にも、姶良市の食材や郷土料理等の観光資源を前面に掲げ、その良さ、

魅力をＰＲすることにより、イベントを重ねるごとに姶良市のファンが増えていくよう

な仕掛けを行います。 

観光拠点の一つである物産館については、蒲生物産館「くすくす館」において駐車場

や体験型観光を取り入れた加工施設を整備するなど、売り上げ向上を念頭に、施設の充

実、運営の強化を図ります。 

宿泊施設に関しては、既存施設の活用、ＰＲを行うとともに、姶良市旅館・ホテル施設

誘致促進条例に基づき、積極的な誘致を図ります。 

さらに、「カモコレ」の取組み等の着地型の観光メニューを提供することによって、交

流人口を増やし、地域全体として収入が向上する仕組みづくりを検討します 
 

【事業・取組】 

 姶良市の特産品の開発（６次産業化の推進） 

 有機栽培の農産品及び農家の PR、ブランド化 

 あいらブランドのロゴマークの制作、運用 

 既存の物産館の充実、強化 

 生産者と加工業者、販売店舗、飲食店との接点をつくる異業種交流会の開催 

 旅館・ホテル等の宿泊施設の誘致 

 既存の宿泊施設の活用促進 

 「カモコレ」の取組み継続（新たなメニューの開発、持続可能な財源の確保など） 
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５．姶良市の観光振興の重点プロジェクト（未定稿） 
姶良市の観光振興の基本理念として、「おもてなしの心あふれ、“本物”が光るまちづく

り」を掲げ、これを具現化するために４つの基本方針を定めました。 

これを受けた形で、基本方針の実現に向けた１２の施策を示し、項目ごとの具体的な取

組み等を定めていますが、その中でも、今後５年間で、特に重点的に推進していくものを、

重点プロジェクトとして位置づけます。 

現段階としては、10 月 20 日に開催した「姶良市の観光を考えるワークショップ」等の意

見などに基づいて検討していくことにしております。 

ワークショップで出された意見は、以下の通りです。 

 

■姶良市観光の現状について 

 姶良市は一大観光地ではない。 

 集客力の高い観光資源がなく、また観光拠点が明確でなく、情報発信力も不足して

いる。 

 豊富にある食資源について、姶良市としての特色が出せていない。 

 市民の地元観光についての意識が薄く、地域の取組も見えにくい。 

 市内の観光資源へのアクセスが弱く、駐車場も少ない。 

 

■姶良市観光に対するニーズ 

 地域の歴史・文化、史跡へのニーズが非常に高い。 

 大河ドラマ「西郷どん」のこのタイミングが、姶良市に来てもらえるチャンスであ

る。 

 石蔵ミュージアムで大量購入している人もいる。焼酎と購入場所の雰囲気が観光ニ

ーズに合致していると感じる。 

 空港での待ち時間に姶良市に立ち寄る人もおり、それらの人を姶良市の観光に取り

込む視点も必要である。 

 訪日外国人の姿も見られるようになってきている。 

 蒲生は平地が多いのでランナーに人気のようである。 

 

■具体的なアイデア等 

①姶良市シティマラソンの企画、開催 

 姶良市だけを走るマラソンを開催する。集客できる立地であり、都市の中を走るだ

けではなく、田舎の景観を楽しみながら走れることがウリになるのではないか。 

 

②蒲生に「麓の街並み」をつくる 

 蒲生八幡神社は参拝者が多く、この周辺に古民家カフェなどもある。また、蒲生の風

景何もないが田んぼ、山の景色がきれい。そのため、蒲生には、蒲生らしさのある

「麓」の街並みをつくる。例えば、街並みを石畳で舗装し、街の中に饅頭、お茶など

のサービス、茶店などが立ち並ぶような街並みをつくることで、麓の街の雰囲気を

つくる。 

 射的、ゆかた、和のものなど、昔にタイムスリップしたような街づくりを行い、写真

を撮りたくなるような観光地づくりを行う。 

 蒲生の街並みを AR（拡張現実。コンピューターを利用して、現実の風景に情報を重

ね合わせて表示する技術）で再現する。 

 蒲生は、綾町のような観光地（街並み+有機野菜）をモデルにできるのではないか。

綾町は有機野菜のイメージ。姶良市は有機野菜のイメージがない。蒲生を中心に、姶

良市の有機野菜のイメージを先導できるのではないか。 
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③加治木の龍門司坂等の活用 

 龍門司坂は下から登って頂上に到着しても何もない。一周できるようなコースづく

りが必要である。そのため、龍門滝温泉のウォーキングコースに龍門司坂を入れる。

チェックイン（荷物を置く、着替える）した後、歩き回ってそのまま温泉で汗を流し

てもらうという商品をつくる。 

 

④観光情報の一元化 

 観光地情報の一元化が必要である。 

 女性には女性が好む観光を、高齢者には高齢者が好む観光を紹介できるようにする。

欲しい人に欲しい情報が届くようにする必要がある。 

 

⑤姶良観光のテーマは“ふらっと あいら” 

 姶良市の観光は、それだけで大勢の観光客を集客できるような一大観光地ではない。

鹿児島市や霧島市に訪れた観光客の一部を呼び込む、高速道路を移動している人に

立ち寄ってもらうような観光を目指すべきである。「寄り道観光」 

 

 

 

 


