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資料１：条例 
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神話のふるさと宮崎観光おもてなし推進条例（抜粋） 

 

中略 

 

 （観光振興計画の策定） 

第10条 知事は、観光振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、観光振興に関する計画（以

下「観光振興計画」という。）を定めなければならない。 

２ 知事は、観光振興計画を定めようとするときは、県民の意見を反映させるために必要な措置を講ずると

ともに、宮崎県観光審議会の意見を聴かなければならない。 

３ 知事は、観光振興計画を定めたときは、これを遅滞なく公表するものとする。 

４ 前２項の規定は、観光振興計画の変更について準用する。 

 

中略 

 

 （審議会の設置） 

第14条 知事の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議するため、宮崎県観光審議会（以下「審議会」とい

う。）を置く。 

 (１) 観光振興計画の策定及び推進に関すること。 

 (２) 前号に掲げるもののほか、観光振興に係る重要事項に関すること。 

２ 審議会は、前項各号に掲げる事項に関し、知事に意見を述べることができる。 

 

 （組織） 

第15条 審議会は、委員20人以内で組織する。 

２ 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。 

３ 審議会の委員及び臨時委員は、観光振興について学識経験を有する者のうちから知事が委嘱する。 

 

 （委員の任期等） 

第16条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

３ 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 

 

 （会長等） 

第17条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。 

 

 （会議） 

第18条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 

中略 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成27年４月１日から施行する。 

 

略 



宮崎県観光振興計画（令和５～８年度）

改定スケジュール

令和４年

１～３月 ○統計データの収集・分析

３月23日 ◆令和３年度 第１回宮崎県観光審議会

・本県観光の現状と課題について

４～５月 ○現行計画における取組の検証

６月 ●県議会商工建設常任委員会への報告（改定について）

７～９月 ○市町村、観光協会との意見交換会

10月 ○計画骨子案の検討

10月24日 ◆令和４年度 第１回宮崎県観光審議会

・計画骨子案について

11月 ●県議会商工建設常任委員会への報告（骨子案）

11月～12月 ○計画素案の検討

令和５年

２月 ◆令和４年度 第２回宮崎県観光審議会

・計画素案について

３月 ●県議会商工建設常任委員会への報告（素案）

○パブリックコメントの実施

４月 ○最終案の検討

５月 ◆令和５年度 第１回宮崎県観光審議会

・パブリックコメントの結果について

・最終案について

６月 ●県議会への議案提出
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資料２：観光振興計画改定スケジュール



資料３：数値目標達成状況

R元 R2 R3

1551億円 1,832億円 1,044億円 1,051億円 1,660億円

（H29年） 1,595億円 1,617億円 1,640億円 (R4年)

419万人 432万人 307万人 315万人 455万人

（H29年） 437万人 445万人 450万人 (R4年)

30万人 33万人 5万人 1万人 57万人

（H29年） 42万人 48万人 52万人 (R4年)

1,532万人
回

1,588万人回 1,020万人回 1,013万人回 1,610万人回

（H29年） 1,562万人回 1,577万人回 1,592万人回 (R4年)

22市町村 21市町村 14市町村 17市町村 26市町村

(H29年度) 26市町村 26市町村 26市町村 (R4年度)

196,835人 163,839人 97,503人 128,578人 205,000人

(H29年度) 196,000人 199,000人 202,000人 (R4年度)

9回 11回 0回 0回 50回

(H30年) 15回 30回 40回 (R4年)

216,321人 148,827人 4,838人 12,458人 240,000人

(H29年度) 225,600人 230,400人 235,200人 (R4年度)

7 MICE延べ参加者数

4
スポーツキャンプ受入市町村
数

5
県外からのスポーツキャン
プ・合宿延べ参加者数

6
国外からのクルーズ船寄港回
数

3 観光入込客数

現行計画数値目標達成状況

・令和３年（年度）の実績は、前年（前年度）より増加した指標があるものの、７つ
すべての指標において、目安値を下回った。

№ 評価指標 基準値
実績値／目安値

目標値

1 観光消費額

2

延べ宿泊者数

うち訪日外国人（万人）

  ３



宮崎県観光振興計画（R5～8年度）の骨子案検討資料
次期計画の骨子案観光をめぐる現状・課題現行計画の骨子

目指す姿

① 地域が潤う「観光みやざき」
② 多くの観光客で賑わう「観光みやざき」
③ また来たくなる「観光みやざき」

世界から選ばれる「観光みやざき」

基本施策
マーケティングに基づく持続可能な観光地域づくり

(1)   宮崎版DMOの確立・推進
(2) 地域の観光を牽引し支える人財の育成
(3)   宮崎らしい観光資源の磨き上げ、流通の促進
(4)   戦略的なプロモーションの推進
(5)   多様な産業との連携と域内経済循環の推進
(6)   利便性と満足度向上のための基盤整備
(7)   地域間連携の推進

プロジェクト

１ みやざきの強みを生かした誘客の促進
(1) 「神話の源流みやざき」ブランドを生かした観光
誘客の推進
(2) 世界ブランド等を生かした観光誘客の推進
(3) みやざきＭＩＣＥの推進
(4) 新たなニーズに対応した教育旅行の誘致推進
(5) 本県ならではのテーマ観光の推進

２ 外国人観光客の誘致の強化・推進
(1) ニーズに対応した魅力の創出や誘客の推進
(2) 東アジアを重点拠点とした誘客・リピーターの拡大
(3) 欧米豪など新規市場での認知度向上・誘客の推進
(4) クルーズ船の誘致・推進
(5) 快適に安心して旅行できる受入環境の整備・充実

３ 「スポーツランドみやざき」の進化
(1) 国際水準のスポーツの聖地としてのブランド力向上
(2) スポーツキャンプ・合宿及びスポーツイベントの

全県化・通年化・多種目化の推進
(3) スポーツを活用した観光誘客の推進

【視点】

目指す姿
① コロナ禍を乗り越え、地域住民や観光事業者による持続可能な
観光地域づくりが推進され、地域社会が活性化するみやざき
② 観光資源の掘り起こし・磨き上げと効果的な情報発信により本県
の魅力が向上し、認知され、国内外から多くの観光客が訪れるみや
ざき
③ スポーツランドみやざきでスポーツの魅力を体感し、感動しても
らうことで、心も体も再生し、訪れる人々に明日への希望と活力を

与えるみやざき

魅力実感！感動あふれる「観光みやざき」
～コロナ禍からの再生と更なる発展～

基本方針 １ みやざきの魅力を最大限に生かした観光の推進
２ 観光サービスの高付加価値化と持続可能な観光への取組
３ 戦略的なプロモーション
４ デジタル技術の活用

プロジェクト

１ 国内外から選ばれる観光地域づくり
(1) 周遊・滞在型観光推進のための観光資源の磨き上げ
(2) 新しい観光スタイルに対応した取組の推進
(3) 地域の観光を牽引する人財の育成
(4) ＤＭＯ等による魅力ある観光地域づくりの推進
(5) 利便性と満足度向上のための基盤整備

２ みやざきの強みを生かした誘客の推進
(1) 本県ならではのテーマ観光の推進
(2) 世界ブランド等を生かした観光の推進
(3)    みやざきＭＩＣＥの推進
(4) 教育旅行の誘致・定着推進
(5)    観光関連事業者との連携による取組の推進
(6) 広域連携による取組の推進

３ 外国人観光客の誘致の強化・推進
(1) ニーズに対応した魅力の創出と情報発信
(2)  東アジアを重点地域とした誘客・リピーターの拡大
(3) 欧米豪や富裕層など新規市場の開拓
(4) クルーズ船の誘致・推進

４「スポーツランドみやざき」の推進
(1) 国際水準のスポーツの聖地としてのブランド力の向上
(2) スポーツキャンプ・合宿及びスポーツイベントの全県化・
通年化・多種目化の推進

(3) スポーツツーリズムの推進

１ 人口減少・少子高齢化の進展及び新型コロナ
ウイルスによる旅行動態の変化

① 人口減少による将来的な国内旅行市場の縮小
② 新型コロナの影響によるニーズの変化と競争の

激化
【課題】・コロナ禍からの着実な回復

・観光サービスの高付加価値化

２ 宿泊客よりも日帰り客が多い・県外客の８割は
九州内からの観光客

① 本県観光入込客のうち県外客は約半数程度
② 県外客のうち８割は九州内からの観光客
③ 宿泊客の割合は３割未満で日帰り客が７割以上

【課題】・宿泊を伴う周遊・滞在型観光の推進
・主要都市圏など、九州外からの観光誘客

３ 観光ニーズの多様化・デジタル化の進展
① 個人旅行の主流化、ニーズの多様化
② ワーケーションや上質な旅行など新しい観光

ニーズの登場
③ 旅行の情報収集、キャッシュレス決済、ＳＮＳへ

への投稿等、旅行でデジタルを使う機会の増加
【課題】・多様化するニーズへの対応

・デジタル技術の活用

４ 持続可能性に対する意識の高まり
① ＳＤＧsの実現は世界共通の目標
【課題】・持続可能な観光の取組の推進

(自然環境、地域の伝統・文化を保全しながら
これらを活用したツーリズムの推進)

５ 外国人観光客の誘致推進
① 令和２年春以降の入国制限措置により、外国人観

光客はほぼ皆無
② 宮崎県の国際定期便は全て運休
【課題】・外国人観光客増加のための誘客強化

・外国人に喜ばれる観光コンテンツ造成

６ スポーツランドみやざきの取組強化
① スポーツキャンプはコロナ禍前よりも減少
② 屋外型トレーニングセンターがR5.4月竣工予定
【課題】・スポーツキャンプ・合宿の誘致強化

・スポーツツーリズムの推進

４

資料4：宮崎県観光振興計画の骨子案検討資料



令和３年度第１回観光審議会（令和4年3月）での意見
分野 委員からの主な意見 整理の方向性

基本方針 ① 宮崎はスポーツや神話、自然といったたくさんの観光資源があるが、そこを十分に生かしきれていな
い。

基本方針１ みやざきの魅力を最大限に生か
した観光の推進で整理予定

② お客様の感動、貴重な体験というものを生み出していって、価値に変えていく時代である。お金を
いただくという仕組にしていかないと高付加価値にならないと感じている。

基本方針２ 観光サービスの高付加価値化と
持続可能な観光への取組で整理予定

③ 観光のきっかけになるような話題の整理や県民一人一人の呼びかけといった取組が今後はより重要に
なってくると思う。

基本方針３ 戦略的なプロモーションで整理
予定

④ 様々なデジタルを駆使した新たな観光も視点に入れて計画を検討すべき。 基本方針４ デジタル技術の活用で整理予定

⑤ 観光のボリュームゾーンが団塊世代から団塊ジュニアに移ってきており、携帯電話で情報を扱える
ことが重要になってくると感じている。

基本方針４ デジタル技術の活用で整理予定

⑥ 消費者のニーズを捉えていくためには、データが重要になってくる。今はインスタグラムやYouTube
など個人間の情報のやりとりが多いので、その点も意識していくべき。

基本方針４ デジタル技術の活用で整理予定

観光地域づくり ① 各観光地が潤っていくために、体験型観光が非常に重要になってくると思う。 プロジェクト１(1)周遊・滞在型観光推進のた
めの観光資源の磨き上げで整理予定

② 色々なプログラムやアクティビティを継続して、作っていく必要がある。やり方によっては、数は
そこまで急激に伸ばせなくても売上は伸ばせる可能性がある。

プロジェクト１(1)周遊・滞在型観光推進のた
めの観光資源の磨き上げで整理予定

③ コロナ禍でも安心して観光客受け入れることができる体制づくりが必要。 プロジェクト１(5)利便性と満足度の向上のた
めの基盤整備で整理予定

④ 観光客が気軽に県内の各観光地を巡れるようなインフラ整備が必要である。 プロジェクト１(5)利便性と満足度の向上のた
めの基盤整備で整理予定

⑤ 宮崎県内の子どもたちに県内の魅力を知ってもらうことはとても大切である。教育の一部として知っ
てもらうことが必要。

プロジェクト２(4)教育旅行の誘致・定着推進
で整理予定

誘客 今後は、団体旅行というものが人数や傾向なども含めて形が変わってくるのではないかと思う。団体
旅行はやはり観光消費に必要なのでターゲットとしていくべきである。

プロジェクト２(3)みやざきMICEの推進
プロジェクト２(4)教育旅行の誘致・定着推進
で整理予定

スポーツランド スポーツランドについては、アウトドアスポーツが多いので、インドアスポーツも取り組んでいく
必要がある。多目的に使えるような中核施設数を伸ばすことも必要だと思う。

プロジェクト４(2)スポーツキャンプ・合宿及
びスポーツイベントの全県化・通年化・他種
目化
プロジェクト４(3)スポーツツーリズムの推進
で整理予定
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資料5：観光審議会委員・観光関係事業者からの意見



観光関係事業者との意見交換会（令和4年8月）での意見
分野 観光事業者からの主な意見 整理の方向性

基本方針 ① 宮崎の強みである食やスポーツなどの強みを前面に出して伸ばしていくことが
必要である。

基本方針１ みやざきの魅力を最大限に生かした観光の
推進で整理予定

② ターゲット毎にアプローチの仕方を変える必要がある。バブル世代、ミレニアム
世代、Ｚ世代それぞれ、趣味趣向が異なるので、それに合わせたアプローチをして
いく必要がある。

基本方針３ 戦略的なプロモーションで整理予定

観光地域づくり ① 日帰り客を宿泊につなげるためにも、滞在時間を延ばす観光商品を作りあげて、
少しでもお金が落ちるようにしなければならない。

プロジェクト１(1)周遊・滞在型観光推進のための観光資源
の磨き上げで整理予定

② 宮崎県へ観光に訪れた方をどのように県内周遊させるかが重要である。点と点を
結び、線としていく取組が必要である。

プロジェクト１(1)周遊・滞在型観光推進のための観光資源
の磨き上げで整理予定

インバウンド ① インバウンド誘致については、他県と連携していく必要がある。交通費の一部を
宮崎県から補助するなど様々な支援の形があるのではないか。

プロジェクト２(６)広域連携による取組の推進で整理予定

② 東京、大阪、福岡などの主要都市に訪れたインバウンド客を宮崎に引き込むかと
いう視点も必要ではないかと考える。

プロジェクト３(1)ニーズに対応した魅力の創出と情報発信
で整理予定

③ 韓国、台湾で日本への観光を案内・担当する人材がほとんどいなくなっているの
で、そういった人材や団体を確保していくことが必要である。

プロジェクト３(1)ニーズに対応した魅力の創出と情報発信
で整理予定

④ 国際線については、韓国・台湾は早めに定期便を戻さなければならない。どのよ
うな観光商品で誘致するかも含めて考えなければならない。

プロジェクト３(2)東アジアを重点拠点とした誘客・リピー
ターの拡大で整理予定

スポーツランド ① キャンプとしてのスポーツランドも大事であるが、地域の競技レベルを上げてい
くことでスポーツキャンプ・合宿の誘致につなげ観光消費を促すことも今後は重要
である。

プロジェクト４(1)国際水準のスポーツの聖地としての
ブランド力の向上
プロジェクト４(2)スポーツキャンプ・合宿及びスポーツ
イベントの全県化・通年化・他種目化
プロジェクト４(3)スポーツツーリズムの推進で整理予定

② 今後は国体が控えているので、国体で整備した県内のスポーツ施設を活用し、
スポーツキャンプ・合宿等の更なる誘致を進めていく必要がある。

プロジェクト４(2)スポーツキャンプ・合宿及びスポーツ
イベントの全県化・通年化・他種目化で整理予定

③ スポーツは「するスポーツ」だけでなく、体の資本となる食や自然を楽しむなど
の健康的な視点も盛り込む必要がある。

プロジェクト４(3)スポーツツーリズムの推進で整理予定
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県北地域 県西地域 県央・児湯地域 県央・県南地域

① サーファーの車中泊が多く観光消費額
につながっていない。

① 市を中心に１時間以内で宮崎市も鹿児
島市にもいけるのでポテンシャルは高い
と考えている。

① 日本遺産の認定を受けた歴史資源を活
用し他の市町村等と連携しながらプロ
モーションを実施していく。

① 宿泊施設を補助する事業を行っても、
キャッシュフローがなく、自己負担分が
支払えないため、手があがらない状態で
ある。

② 教育旅行に関しては、市内にビジネス
ホテルや民宿などが多く、団体一同に
食事のできるホテルがない。

② レンタサイクルに関しては、今後は観
光地に拠点を設け、台数を増やしていく
予定である。鹿児島県と連携したコース
やイベントなども検討している。

② 最近のキャンプブームもあり、キャン
プをする観光客がコロナ前の２～3倍以
上増加

② 観光客の動きを分析するためのプラッ
トホームを県が主導で整備してほしい。

③ 乙島は、ファミリー層のキャンプ観光
客が増えてきている。カンムリスズメの
繁殖地として海外の観光客にも人気であ
るため、今後の誘客を検討している。

③ 教育旅行に関しては、市内のホテルは
ビジネス客向けが多く、団体を受け入れ
る宿泊施設が少ない。

③ 宿泊施設に関して、廃校になった分校
をリフォームし、合宿施設として活用し
ている。また、民泊や簡易宿所をリノ
ベーションし宿泊施設として活用して
いる。

③ 二次交通については、交通対策とは別
に観光でも対策を考えるべき。観光地点
を結ぶ路線整備を進めることや観光客を
送迎するタクシーに対する補助を行うな
ど対策を考える必要がある。

④ サイクルツーリズムに関して、大分県
側とサイクルツーリズム推進部会を組ん
でおり、広域連携を進めている。

④ 地元の企業と連携し小学校の社会科学
習で工場見学の対応などを実施している。

④ 空き家を民間企業が改装し、宿泊施設
として活用している。

④ 閑散期である６月は梅雨時期であるた
め、キャンプ誘致は非常に厳しいが、
教育旅行やラグビーのキャンプ誘致など
を実施している。

⑤ 体験型エコツーリズムと環境を学ぶ旅
事業として、企業や教育機関向けの環境
教育プログラムの造成に力を入れている。

⑤ 国スポ・障スポに向け、山之口総合運
動公園を整備中であり、活用していく
予定

⑤ 観光誘客と、来られた観光客に市内で
消費していただく仕組みをつくってもら
うために一般社団法人を設立した。

⑤ 教育旅行に関して、市観光協会と宮崎
カーフェリーが協力して、関西の学校に
アプローチしている。

⑥ ファンクラブ制度を設けており、ファ
ン会報やメールでのツアー、イベント周
知などの案内を定期的に実施

⑥ 観光ＤＸに関しては、駅にデジタルサ
イネージを常設する。時刻表や観光情報
などを掲載していく予定である。

⑥ コロナ前までは、農家民泊で年間1000
人泊ほど教育旅行を受け入れていた。今
後、農家民泊だけでなく、ホームステイ
も受入先として含めて行く予定である。

⑥ 宿泊施設の老朽化が激しく、古くなっ
ていることと２月のキャンプ時には飽和
状態となることが課題である。

⑦ 自然環境を次世代につないでいきなが
ら、それをしっかりお金に換えることが
重要である。

⑦ ＤＭＯに観光分野全般をお願いしてお
り、行政はそのサポートを実施している。

⑦ ジビエフェアについて、昨年から村内
6店舗に加え、市内で2店舗で実施した。
今後、県内各地にも広げていく方向で考
えている。

⑦ スポーツ施設の改修について、球団か
ら様々な要望や国体も想定し改修を進め
ていきたいが財源の確保が困難である。

⑧ ワーケーションに関しては、企業の
ノウハウ等を地域貢献という形で提供し
ていただける企業を受け入れることを考
えている。

⑧ 町内の観光施設をワーケーション施設
としても対応できるよう改修を進めて
いる。

⑧ 観光客のニーズに対応できる体験プロ
グラムを造成しても対応できる人員がい
ないのが現状である。

⑧ 県外へのＰＲとして、熊本県・鹿児島
県のテレビ番組に取り上げてもらってい
る。また、YouTubeやInstagramなどの
ＳＮＳでも観光地の情報発信を実施して
いる。

⑨ 国交省の事業を活用し、昨年、グリー
ンスローモビリティの実証実験を実施し
た。環境負荷をかけずに町内での移動手
段を増やす目的で様々な検討を行って
いる。

⑨ 地域商社や民間企業と連携協定を締結。
今後は他県でのプロモーションに力を入
れていく。

⑨ 生涯スポーツとして、村内ではグラン
ドゴルフ大会などを実施しており、今後
も引き続き大会を検討していく考えで
ある。

⑨ スポーツ施設に関しては、整備が完了
したところであり、サッカー利用者を
ターゲットに増やしていこうと考えて
いる。

市町村との意見交換会（令和4年7月・8月）での意見
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資料6：各市町村からの意見


