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【観光消費の経済効果】 

指宿市観光戦略ビジョン1では冒頭に“観光振興が地域に及ぼす影響（1 なぜ観光振興に取り

組むのか）”として“①経済的効果 - 観光は産業としての裾野が広く、1 次産業から 3 次産業ま

で幅広い事業者がかかわるとともに、観光に関連した新たな事業や雇用の創出にもつながるこ

とで市民の所得が増大するなど、大きな経済効果が期待できます”とあり、観光による経済効果

の波及メカニズムも図示されている。 

                                                   
1 指宿市“指宿市観光戦略ビジョン”2013 年 3 月, P.1  

http://www.city.ibusuki.lg.jp/modules/xfsection/cache/uploaded/public-comment/kanko-senryaku.pdf 

図表Ⅰ：観光消費の経済波及効果の推計 

2014年 国内客観光消費額 630,454    341,336    254,857    275,258    254,877    142,955    109,644    

宿泊 506,170    307,258    209,399    212,592    219,317    107,311    76,827      

観光･レクリエーション 153,515    172,690    143,813    121,493    144,887    36,178      32,833      

帰省･知人訪問等 139,837    124,778    40,550      54,502      61,432      56,571      24,376      

出張･業務 212,818    9,790        25,036      36,597      12,998      14,562      19,618      

日帰り 124,284    34,078      45,458      62,666      35,560      35,644      32,817      

観光･レクリエーション 69,008      13,392      37,594      47,885      21,307      25,945      19,117      

帰省･知人訪問等 26,507      7,385        6,959        12,999      8,680        7,803        7,287        

出張･業務 28,769      13,301      905          1,782        5,573        1,896        6,413        

宿泊 90.7%      89.2%      88.8%      89.7%      88.8%      89.6%      88.7%      

日帰り 93.4%      94.7%      89.9%      90.5%      89.0%      91.0%      86.6%      

購入者価格 203,639    166,769    161,461    152,333    147,659    56,019      45,677      

商業･運輸業マージン 9.6%        7.6%        8.4%        9.1%        7.8%        10.0%      9.2%        

生産者価格 184,041    154,043    147,945    138,488    136,127    50,404      41,482      

粗付加価値額 a 101,550    82,655      76,998      78,805      79,107      28,771      22,382      

県内生産額 192,939    114,698    180,553    145,784    133,257    49,486      41,979      

波及効果倍率 1.0483      .7446        1.2204      1.0527      .9789        .9818        1.0120      

粗付加価値額 b 116,225    66,154      100,385    86,707      77,201      28,862      25,353      

雇用者所得 51,702      29,131      44,807      38,417      36,740      10,263      12,070      

民間消費支出 30,030      17,895      26,450      20,801      21,790      5,717        6,410        

消費転換係数 58.1%      61.4%      59.0%      54.1%      59.3%      55.7%      53.1%      

就労者数（人） 16,661      10,599      16,980      13,737      4,657        4,461        

2013年3月年度県内総生産（10億円） c 17,912.2   5,347.2     4,198.8     5,639.5     4,403.4     3,531.0     2,644.5     

（a + b）／c 1.2%        2.8%        4.2%        2.9%        3.5%        1.6%        1.8%        

原データ 国内客観光消費額： 国土交通省観光庁「旅行･観光消費動向調査（2014年目的地別47区分表･小分類品目表）」

県内比率：

商業･運輸業マージン： 経済産業省「産業連関表（2005年）」

消費転換係数： 総務省統計局「全国消費実態調査」（鹿児島県は2009年二人以上の世帯、他は2004年全世帯。）

産業連関表： 各県（鹿児島県は2008年延長表、他は2005年）108部門表（福岡県は106部門表）。

県内総生産： 各県県内経済計算

想定直接効果

想定県内比率

波

及

効

果

単位：100万円

国土交通省観光庁「共通基準による観光入込客統計（2014年）」；福岡県「福岡県観光入込客推計調査

（2014年）」

想定直接効果（購入者価格）は観光･レクリエーションを目的とする観光消費額のみを対象として算出。

但し、旅行中消費額は全額、旅行前後消費額は宿泊、日帰りについての県内比率を乗じた額。

波及効果は一次･二次合計。108部門雇用表が公表されていない熊本県については就労者数に対する影響の推計を行っていない。

福岡県 鹿児島県 大分県 熊本県 長崎県 宮崎県 佐賀県

http://www.city.ibusuki.lg.jp/modules/xfsection/cache/uploaded/public-comment/kanko-senryaku.pdf
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しかしながら、前ページ図表Ⅰにまとめた産業連関表に基く推計からは、鹿児島県に於ける観

光消費の経済波及効果は九州の他の 6 県と比較して極端に低く、図で横軸にプロットされる宿

泊業の影響力係数（各県について全産業平均=1）も最低水準にあるという結論が導かれる。指

宿ヘルスツーリズム検討会報告書で“ホテルや旅館は成熟度が高く、宿泊施設内の滞在で温泉や

食その他の娯楽が完結してしまう「宿泊施設内完結型」の施設が多い”2ことが特徴の 1 つとし

て挙げられている指宿市の計数が、鹿児島県全体の水準を更に下回るものとなっている可能性

は否定できない。 

これに加え、宿泊業従業者数が全体の 42.6%を占める神奈川県箱根町、35.3%を占める群馬

県草津町といった宿泊型観光への依存度の高い経済とは異なり、指宿市の当該比率は 8.5%に

過ぎない3。“滞在型観光を積極的に推進”4、“連泊や長期滞在を促進”5といった観光戦略ビジョ

ンの方針が指宿市経済にとっての最適解であるか否かは慎重に検証されなければならない。 

 

宿泊業の従業者構成比が 10.9%の大分県由布市は、他の諸指標を勘案しても指宿市と類似性

の高い経済構造をもち（P.20 付属資料① ＜20 変数を用いた主成分分析による市町村の類似性

の推計＞参照）、観光客入込み客数もほぼ同水準にあるが6、湯布院は㈱リクルートライフスタイ

ルの 2015 年調査で箱根、草津に次いで人気が高い温泉地である7。 

第二次由布市総合計画8は殆どの自治体同様、財政面での制約の中で効率的な政策効果を模索

する内容となっているものの、“観光に関する基礎数値を正確に収集し、そのデータ科学的に分

析したうえでのマネジメントと情報発信こそが競争力高い持続可能な観光地をつくる”9との認

識の下、観光産業を軸の一つとする地域経営戦略を計画に盛り込むに当っては、産業連関表の導

入を通じた観光消費の波及効果の測定と地域経済構造の把握といった合理的なアプローチが採

られている10。 

2016 年 3 月年度の指宿市一般会計予算には大規模観光施設耐震化工事を含め総額で 1 億

                                                   
2 鹿児島県南薩地域振興局“指宿ヘルスツーリズム検討会報告書”2013 年 3 月, P.11 

https://www.pref.kagoshima.jp/al01/chiiki/nansatsu/chiiki/documents/31676_20130513201806-1.pdf 
3 総務省統計局“2014 年経済センサス‐基礎調査” 

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/NewList.do?tid=000001072573 
4 指宿市“指宿市観光戦略ビジョン”, P.18 
5 ditto, P.30 
6 2013 年 3 月年度で指宿市 388 万 4 千人（統計いぶすき）、由布市 385 万 6 千人（由布市観光動態調査結果；2014

年 3 月年度 395 万 4 千人）。 
7 リクルートライフスタイル“「じゃらん人気温泉地ランキング 2016」投票結果報告”2015 年 12 月 8 日 

http://www.recruit-lifestyle.co.jp/uploads/2015/12/RecruitLifestyle_20151208.pdf。尚、旅行事業者等を対

象とする観光経済新聞社の 2015 年調査では草津に次いで 2 位（箱根湯本 12 位。付属資料① P.21 下グラフ参照）。 

http://www.kankokeizai.com/image/2015pdf/20151219_07.pdf 
8 由布市“第二次由布市総合計画 基本計画 基本構想”2015 年 10 月  

http://www.city.yufu.oita.jp/wp-content/uploads/2015/10/kihonkousou.pdf 
9 由布市“第二次由布市総合計画 重点戦略プラン”2015 年 10 月, P.18 

http://www.city.yufu.oita.jp/wp-content/uploads/2015/10/jutensenryaku.pdf 
10 ㈱大銀経済経営研究所“由布市産業連関表作成等業務報告書”2015 年 3 月 

http://www.city.yufu.oita.jp/wp-content/uploads/2015/04/由布市産業連関表作成等業務報告書.pdf 

https://www.pref.kagoshima.jp/al01/chiiki/nansatsu/chiiki/documents/31676_20130513201806-1.pdf
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/NewList.do?tid=000001072573
http://www.recruit-lifestyle.co.jp/uploads/2015/12/RecruitLifestyle_20151208.pdf
http://www.kankokeizai.com/image/2015pdf/20151219_07.pdf
http://www.city.yufu.oita.jp/wp-content/uploads/2015/10/kihonkousou.pdf
http://www.city.yufu.oita.jp/wp-content/uploads/2015/10/jutensenryaku.pdf
http://www.city.yufu.oita.jp/wp-content/uploads/2015/04/由布市産業連関表作成等業務報告書.pdf


 

4 

 

関係者限 

6,428 万円の観光関連予算が組まれていた模様ながら11、ホームページには“広報いぶすき”に

よる概要の紹介以上の情報は公開されておらず、過去の決算額、監査結果等の詳細を知ることも

できない。“広報いぶすき”の各年 4 月号にはこれまでの主要な事業への予算配分も紹介されて

おり12、ここには九州新幹線全線開業対策事業費（2010 年 3 月~2012 年 3 月年度 8,883 万

円）、指宿駅前広場整備事業費（2010 年 3 月年度 2,530 万円）も含まれてはいるものの（図表

Ⅱ）、実際の決算額等は不明であり、これらに対する政策評価が試みられた形跡もない。 

観光戦略ビジョンの SWOT 分析では、T（脅威：Threat）として“戦略性や持続性のないハ

ード整備や事業展開が進められている”ことが挙げられている。これが具体的に何を指している

かは明らかではないが、少なくとも“観光による経済効果を宿泊施設や観光施設だけではなく、

                                                   
11 指宿市“広報いぶすき”2015 年 4 月号, P.4~ 

http://www.city.ibusuki.lg.jp/modules/xfsection/cache/uploaded/k2015/k201504/p4-7.pdf 
12 http://www.city.ibusuki.lg.jp/modules/content007/index.php?id=28 

2015/03 2016/03

- - - 当初予算 - - -

地方債現在高（2015/03年度は見込額） 24,881     24,595     24,179     24,037     24,166     24,299     24,079     23,846     2,440       

積立金現在高＊ 2,062       2,506       2,830       4,336       5,444       6,143       7,241       8,226       7,577       

債務負担行為 1,436       613          2,199       877          1,254       1,845       1,257       

地方税 4,242       4,329       4,171       4,094       4,189       4,196       4,184       4,073       3,957       

使用料･手数料 601          608          592          484          542          544          535          513          577          

直接経費 ▲6,439    ▲6,114    ▲6,024    ▲6,017    ▲6,045    ▲5,872    ▲5,827    ▲6,645    ▲6,709    

人件費 ▲4,293    ▲4,170    ▲3,982    ▲3,995    ▲3,943    ▲3,810    ▲3,639    ▲4,031    ▲3,891    

委託料 ▲1,113    ▲1,035    ▲1,037    ▲1,131    ▲1,155    ▲1,079    ▲1,195    

その他物件費･維持修繕費 ▲1,033    ▲910       ▲1,005    ▲891       ▲947       ▲983       ▲994       

小計 ▲1,595    ▲1,177    ▲1,261    ▲1,440    ▲1,313    ▲1,132    ▲1,109    ▲2,059    ▲2,175    

移転収支 4,780       5,508       4,571       5,943       5,865       5,512       5,635       

地方交付税 7,293       7,449       7,419       8,003       8,010       7,999       7,923       7,518       7,670       

地方譲与税 250          240          225          218          214          200          190          183          176          

交付金･分担金･負担金 2,115       2,451       2,672       3,052       3,108       3,056       3,125       

扶助費 ▲3,136    ▲3,015    ▲3,286    ▲3,733    ▲3,841    ▲3,845    ▲3,906    ▲4,352    ▲4,455    

補助費等 ▲1,741    ▲1,616    ▲2,459    ▲1,596    ▲1,626    ▲1,897    ▲1,697    ▲2,484    ▲2,840    

その他収入 310          294          272          583          437          250          313          452          430          

粗収支 3,495       4,626       3,581       5,086       4,989       4,630       4,839       

建設事業収支 ▲652       ▲365       ▲567       ▲797       ▲1,321    ▲930       ▲565       

建設事業費 ▲2,461    ▲2,147    ▲3,196    ▲3,389    ▲3,291    ▲2,691    ▲2,736    ▲2,979    ▲3,629    

移転収支 1,809       1,782       2,629       2,591       1,970       1,761       2,171       

財務収支 ▲775       ▲729       ▲820       ▲503       ▲218       ▲196       ▲520       ▲453       159          

地方債 2,715       2,474       2,239       2,312       2,666       2,640       2,187       2,292       2,932       

公債費 ▲3,249    ▲3,203    ▲3,076    ▲2,842    ▲2,909    ▲2,854    ▲2,723    ▲2,744    ▲2,773    

その他 ▲241       ▲1          16           28           24           18           17           

総収支 2,069       3,532       2,194       3,786       3,451       3,504       3,754       1,039       1,666       

繰入／操出･繰越金 ▲1,078    ▲1,578    ▲1,002    ▲1,661    ▲1,709    ▲2,244    ▲2,143    ▲989       ▲1,609    

積立金 ▲550       ▲539       ▲324       ▲1,224    ▲848       ▲352       ▲633       ▲49         ▲58         

歳入･歳出差額 440          1,415       868          901          893          908          978          -          -          

歳入総額 20,821     20,487     21,798     22,140     21,973     21,437     21,276     

歳出総額 ▲20,380  ▲19,072  ▲20,930  ▲21,239  ▲21,079  ▲20,529  ▲20,298  

当初予算 ▲19,478  ▲19,656  ▲19,477  ▲20,370  ▲20,117  ▲20,215  ▲20,030  ▲20,917  ▲22,185  

観光施設整備事業費（大規模建築物耐震化事業） -          -          -          -          -          -          -          -          ▲127.3    

観光戦略構築事業 -          -          -          -          -          -          -          -          ▲22.7      

歩いて楽しいまちづくり検証事業 -          -          -          -          -          -          -          -          ▲10.0      

海外誘客促進事業 -          -          -          -          -          -          -          -          ▲3.4        

調和のとれた温泉資源活用事業 -          -          -          -          -          -          -          -          ▲.8         

砂むしの里「交流の広場」整備事業 -          -          -          -          -          -          ▲116.3    -          -          

砂むし会館施設改修事業費 -          -          -          ▲15.0      -          -          -          -          -          

砂むし会館「砂楽」入浴記念グッズ作製事業費 -          -          -          -          -          ▲1.9        -          -          -          

九州新幹線全線開業対策事業費 -          -          ▲9.3        ▲3.0        ▲76.6      -          -          -          -          

指宿駅前広場整備事業費 -          -          ▲25.3      -          -          -          -          -          -          

道の駅事業費 -          ▲27.4      -          -          -          -          -          -          -          

池田湖園路防護柵補修事業費 -          -          -          ▲20.0      -          -          -          -          -          

知林ヶ島利用計画推進事業費 ▲.8         ▲340.8    -          -          -          -          -          -          -          

篤姫関連整備事業費 ▲22.7      ▲9.9        -          -          -          -          -          -          -          

今和泉島津家墓地周辺道路整備事業費 ▲46.7      -          -          -          -          -          -          -          -          

イベント対策事業費 -          ▲13.3      -          -          -          -          -          -          -          

文化遺産を活かした観光振興･地域活性化事業費 -          -          -          -          -          ▲9.9        -          -          -          

史跡等購入事業費 ▲39.8      ▲23.8      -          -          -          -          -          -          -          

アジア国際子ども映画祭INいぶすき事業費 -          -          ▲1.0        ▲1.0        -          -          -          -          -          

学生映画祭INいぶすき事業費 ▲1.0        ▲1.0        -          -          -          -          -          -          -          

合併まちづくり基金積立金 -          ▲500.0    ▲200.0    ▲500.0    ▲210.8    -          -          -          -          

単位：100万円 2014/032008/03 2009/03 2010/03 2011/03 2013/032012/03

原データ：総務省「市町村別決算状況調」；指宿市「広報いぶすき」

▲2,615    ▲2,818    

＊2015/03･2016/03年度は基金残高。2015/03年度は見込額、2016/03年度は前年度決算剰余金を含まない。

図表Ⅱ：指宿市一般会計 

http://www.city.ibusuki.lg.jp/modules/xfsection/cache/uploaded/k2015/k201504/p4-7.pdf
http://www.city.ibusuki.lg.jp/modules/content007/index.php?id=28
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飲食業や商工業など、あらゆる産業に波及させて、指宿市全体が潤っていけるシステム作りが必

要であると考えます”13との文言を観光戦略ビジョンに盛り込むためには、行政側としても納得

できるだけの情報の開示と論拠及び具体的な施策の詳細の提示が求められよう。 

 

【美来型
みらいがた

湯治場
と う じ ば

いぶすき】 

“滞在型観光を積極的に推進」するための手段としての「健幸のまちづくりや指宿ヘルスツー

リズムなどと連携して、温泉に食や運動、体験等の付加価値を付けた新たなプログラムを開発”

するという方針14は、第二次指宿市総合振興計画（案）15の 

といった将来都市像に整合的である。 

指宿ヘルスツーリズム検討会報告書は“指宿ヘルスツーリズム検討の方向性”を、“豊かな自

然や温泉･食などの健康･癒しに関する資源を活かした健康増進（類型Ⅲ）型の新たな旅行形態を

検討”するものとしている16。類型Ⅲは医療行為を伴わないことから、類型Ⅰの「治療型」、類

型Ⅱの「健診型」に比べ“最も実施のハードルが低い”17ことを考えれば現実的な選択ともいえ

ようが、類似性の高い自治体である由布市が 2011 年 5 月に山形県上 山
かみのやま

市、和歌山県田辺市と

共に温泉クアオルト研究会18を創設し、更にジオパーク構想推進を目的として地質遺産に関する

啓蒙活動を展開していることと比較すれば19、観光資源の有機的融合を効率的に形成する方法を

                                                   
13 指宿市“指宿市観光戦略ビジョン”, P.10 
14 ditto, P.18 
15 指宿市“第二次指宿市総合振興計画（案）”2016 年 1 月（予）, P.27 

http://www.city.ibusuki.lg.jp/modules/xfsection/cache/uploaded/kikaku/pabukome2sinkoukeikaku.pdf 
16 鹿児島県南薩地域振興局“指宿ヘルスツーリズム検討会報告書”, P.6 
17 ditto 
18 現日本クアオルト協議会。現在の構成自治体は新潟県妙高市、石川県珠洲市、秋田県三種町、島根県大田市を加え

た 6 市 1 町。http://www.city.yufu.oita.jp/kurashi/machidukuricommunity/kurort/ 
19 由布市“ジオパーク構想について” http://www.city.yufu.oita.jp/kurashi/machidukuricommunity/geopark/ 

由布市長“平成 26 年第 1 回由布市議会定例会施政方針” 

http://www.city.yufu.oita.jp/wp-content/uploads/2015/04/H26siseihousin.pdf 

■一次産品や温泉等の価値を多面的に活用した「健康産業都市」 

農林水産業や観光等の基幹産業の振興を図るとともに、健康食品や温泉医療等の健康に関

連する新産業の育成を進めることにより、物からサービスに至るまで、多種多様な健康に関

連する産業群が集積する「健康産業都市」を目指します。 

■温泉等の多彩な地域資源を活用する世界に誇れる「保養観光都市」 

温泉を核とする様々な地域資源を活用することにより、市民および観光客が心身ともにリ

フレッシュでき、健康に過ごせる世界に誇れる「保養観光都市」を目指します。 

http://www.city.ibusuki.lg.jp/modules/xfsection/cache/uploaded/kikaku/pabukome2sinkoukeikaku.pdf
http://www.city.yufu.oita.jp/kurashi/machidukuricommunity/kurort/
http://www.city.yufu.oita.jp/kurashi/machidukuricommunity/geopark/
http://www.city.yufu.oita.jp/wp-content/uploads/2015/04/H26siseihousin.pdf
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模索していくという姿勢は窺えない。 

指宿市の特別会計には温泉事業が含

まれ、一般財団法人指宿温泉まちづくり

公社が指定管理者となっている砂むし

会館砂楽は業務の一部を出捐団体の一

つである公益社団法人指宿市観光協会に委託している20。行政、関連団体が温泉に固執すること

には構造的な要因があり、

保険･医療事業特別会計の

収支と将来人口構成21を

みれば、“健幸のまちづく

り”と観光事業政策を融和

させ易い状況にあること

も理解できる。指宿市長は

“Smart
ス マ ー ト ･

  Wellness
ウ ェ ル ネ ス ･

  City
シティー

首長研究会”の正会員であ

り22 “健幸のまちづくり”

では地区（集落）、区、校区

による地域環境整備を対

象とする補助金制度も設

けられている23。しかしな

                                                   
20 対指宿温泉まちづくり公社（理事長は指宿市長）出捐比率は指宿市 98.6%、指宿市観光協会 1.0%（図表Ⅴ）。

尚、ヘルシーランド（たまて箱温泉）、山川砂むし温泉砂湯里の指定管理者は㈱セイカスポーツセンター（鹿児島市）。 
21 国立社会保障･人口問題研究所“日本の地域別将来推計人口” 2013 年 3 月 

http://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson13/3kekka/Municipalities/46.xls 
22 http://www.swc.jp/pdf/swc_members160101.pdf 
23 指宿市健幸のまちづくり地域環境整備事業補助金交付要綱, 2013 年 5 月 31 日告示第 66 号 

http://www.city.ibusuki.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/q711RG00000847.html 

図表Ⅲ：指宿市観光事業特別二会計･指宿市観光協会収支 
2016/03

単位：1,000円 2014/03 2015/03

事業収入 58,375       53,481       59,025       

事業収入 13,544       14,261       14,600       

砂むし温泉業務受託収入 17,726       16,155       16,500       

その他受託事業収入 21,557       17,557       22,425       

会費収入 5,548         5,507         5,500         

事業経費 ▲66,262    ▲63,415    ▲66,935    

人件費 ▲41,223    ▲40,047    ▲37,659    

委託事業商品仕入額 ▲5,076      ▲3,384      ▲4,000      

その他 ▲19,962    ▲19,985    ▲25,276    

事業収支 ▲7,887      ▲9,935      ▲7,910      

移転収支 878           1,073         ▲49          

補助金 8,356         8,356         7,380         

負担金･交付金 ▲7,478      ▲7,283      ▲7,429      

事業外収支 6,415         5,308         8,659         

経常収支 ▲594         ▲3,554      700           

法人税等 ▲71          ▲71          -            

当期収支 ▲665         ▲3,625      700           

予算

原データ：総務省「地方公営企業年鑑」；

公益社団法人指宿市観光協会「収支計算書」

建物面積 248        248        248        248        248        

施設面積 2,103     2,103     2,103     2,103     2,103     

延利用戸数 272.3     272.3     269.0     265.7     261.7     

延利用人員 1,000人 816.9     816.9     807.0     797.2     785.1     

職員数 3           3           -        -        -        

建物面積 2,135     2,135     2,135     2,135     2,135     

施設面積 34,692   34,692   34,692   34,692   34,692   

延利用人員 1,000人 185.4     167.7     172.4     175.9     186.1     

職員数 13         13         10         10         10         

営業収益 267.3     244.2     247.3     253.6     264.9     

料金収入 256.2     234.2     237.5     244.1     254.7     

その他収入 11.0       10.0       9.8        9.5        10.2       

営業費用 ▲254.4  ▲250.8  ▲232.8  ▲231.0  ▲238.3  

職員給与 ▲93.5    ▲91.3    ▲74.5    ▲74.7    ▲74.5    

その他費用 ▲161.0  ▲159.5  ▲158.3  ▲156.4  ▲163.8  

営業収支 12.8       ▲6.6      14.5       22.5       26.6       

支払利息 ▲.2       ▲.2       ▲.1       ▲.1       ▲.1       

利払後収支 12.7       ▲6.7      14.4       22.4       26.5       

その他営業外収益 2.2        1.9        1.9        1.9        2.7        

事業収支 14.9       ▲4.8      16.3       24.3       29.3       

資本的収支 ▲7.0      8.0        ▲9.0      ▲14.1    ▲9.8      

建設改良費 ▲6.4      ▲6.9      ▲6.7      ▲14.0    ▲10.3    

地方債 ▲1.7      ▲1.7      ▲2.3      ▲.6       ▲.6       

発行額 -        -        -        -        -        

償還額 ▲1.7      ▲1.7      ▲2.3      ▲.6       ▲.6       

その他資本的収入 1.1        16.6       -        .5          1.0        

総収支 7.9        3.2        7.3        10.3       19.5       

前年度からの繰越金 ▲1.4      ▲.7       ▲2.4      ▲.0       ▲3.6      

積立金 1.1        1.1        1.0        1.0        1.0        

形式収支 7.6        3.5        5.8        11.2       16.8       

翌年度に繰越すべき財源 -        -        -        ▲1.0      -        

実質収支 7.6        3.5        5.8        10.2       16.8       

指

宿

市

営

温

泉

唐

船

峡

そ

う

め

ん

流

し

2010/03単位：100万円 2014/03

m2

m2

2012/03 2013/032011/03

介護保険

保険料 1,259.0     682.8        -           384.0        -               

その他の収入 12.7         2.1           23.2         14.7         397.1            

事業経費 ▲296.1     ▲151.5     ▲66.0       ▲46.5       ▲780.8         

人件費 ▲72.1       ▲50.8       ▲.0          ▲21.2       ▲124.6         

その他 ▲224.0     ▲100.7     ▲66.0       ▲25.3       ▲656.3         

粗収支 975.6        533.4        ▲42.8       352.2        ▲383.8         

保険給付費＊ ▲5,222.2  ▲4,174.5  -           ▲585.7     ▲254,752.2   

事業収支 ▲4,246.6  ▲3,641.1  ▲42.8       ▲233.4     ▲255,135.9   

移転収支 4,103.4     3,577.4     42.8         236.9        260,169.0      

国庫支出金 2,025.7     1,192.3     -           -           95,686.2        

都道府県支出金 409.6        636.1        -           -           21,396.7        

市町村支出金 -           -           -           -           40,294.9        

他会計繰入金 668.3        633.7        42.8         236.9        -               

その他 999.9        1,115.3     -           -           102,791.2      

事業収支 ▲143.2     ▲63.7       -           3.5           5,033.1         

財産収入 -           -           -           -           31.5              

期間収支 ▲143.2     ▲63.7       -           3.5           5,064.6         

繰越金 .0             68.1         -           .3             5,917.1         

基金繰入･積立額 ▲.0          121.1        -           -           ▲217.6         

歳入･歳出差額 ▲143.2     125.5        -           3.8           10,764.0        

総務省「地方財政状況調査」；鹿児島県後期高齢者医療広域連合「後期高齢者医療事業報告書」

鹿児島県

後期高齢者医療

広域連合

＜参考＞

＊後期高齢者医療事業は後期高齢者医療広域連合納付金。

広域連合の市町村支出金のうち保険料等負担金は 19,124.0百万円。

保険事業勘定
介護サービス

事業勘定

国民健康保険
後期高齢者

医療事業
単位：100万円

図表Ⅳ：2015/03 年度 指宿市保険･医療事業特別会計 

http://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson13/3kekka/Municipalities/46.xls
http://www.swc.jp/pdf/swc_members160101.pdf
http://www.city.ibusuki.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/q711RG00000847.html
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がら、発想の起点を温泉に置く限り、“宿泊施設内完結型”体質の改善は望み難く、提案される

旅行商品が指宿限定で奥行きを欠く“非広域型”となることも避けられない。 

図表Ⅴ：指宿温泉まちづくり公社収支 

2014/03

修正値

事業収入 362,775       374,737       387,009       

受託事業収入 339,703       349,369       360,827       

砂むし会館指定管理料 193,858       195,411       205,020       

砂むしの里交流広場管理 -              -              1,430           

温泉配給施設点検 -              -              482              

市民会館指定管理料 15,535         24,484         25,295         

時遊館COCOはしむれ 5,621           5,621           -              

公園管理 81,809         82,199         84,259         

道路管理 42,880         41,654         44,341         

砂むし会館自主事業収入 22,243         24,408         25,277         

市民会館収益事業収入 829              960              906              

事業経費 ▲366,927     ▲375,334     ▲385,155     

人件費 ▲234,858     ▲238,286     ▲238,105     

光熱水費 ▲41,383      ▲45,804      ▲45,709      

使用料･賃貸料 ▲17,634      ▲18,691      ▲18,335      

委託料 ▲12,142      ▲14,581      ▲14,212      

その他 ▲60,910      ▲57,972      ▲68,794      

事業収支 ▲4,152        ▲597           1,855           

受託事業 ▲5,136        ▲1,394        ▲3,347        

砂むし会館 ▲5,722        ▲4,068        ▲5,024        

砂むしの里交流広場管理 -              -              481              

温泉配給施設点検 -              -              5                 

市民会館（含 収益事業） ▲704           1,403           1,200           

時遊館COCOはしむれ 332              ▲356           -              

公園管理 513              1,050           457              

普通公園管理 374              -              ▲344           

イベント対応業務 38               10               37               

篤姫コース等景観管理 51               185              63               

都市公園管理 202              532              ▲0              

霧島錦江湾国立公園清掃 31               77               82               

菜の花植栽等 ▲220           73               540              

橋牟礼川遺跡公園管理 27               163              98               

今和泉漁港公園管理 10               10               ▲19             

道路管理 444              578              ▲465           

砂むし会館自主事業 3,318           2,904           7,846           

一般管理費 ▲2,335        ▲2,108        ▲2,645        

事業外収支 7,008           7,221           7,338           

受取利息 491              311              321              

雑収入 6,517           6,910           7,017           

自主事業 3,397           3,790           3,897           

法人会計 3,120           3,120           3,120           

経常収支 2,855           6,624           9,192           

特別収支 -              -              -              

当期一般正味財産増減 2,855           6,624           9,192           

運転資本 24,322         30,946         40,138         

現預金 44,787         46,810         62,278         

未収･未払勘定 ▲19,422      ▲14,940      ▲21,033      

預り金 ▲1,043        ▲924           ▲1,107        

固定資産 50,830         50,830         50,830         

正味財産 75,152         81,775         90,967         

出捐金 50,700         50,700         50,700         

指宿市 50,000         50,000         50,000         

指宿市観光協会 500              500              500              

指宿市商工会議所 200              200              200              

一般正味財産 24,452         31,075         40,267         

受託事業 ▲762           ▲2,155        1,526       ▲1,820        

砂むし会館 ▲5,163        ▲9,231        ▲5,550    ▲10,574      

砂むしの里交流広場管理 -              -              481              

温泉配給施設点検 -              -              5                 

市民会館 252              1,655           2,855           

時遊館COCOはしむれ 356              -              -              

公園管理 2,949           3,999           4,455           

道路管理 844              1,422           957              

自主事業 33,653         40,347         36,666     48,409         

法人会計 ▲8,440        ▲7,117        ▲6,321        

砂むし温泉利用者数（人） 284,666       295,458       276,414       

2013/03 2015/03単位：1,000円

原データ：一般財団法人 指宿温泉まちづくり公社
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㈱リクルートライフスタイルの 2015 年調査に拠れば、“もう一度行ってみたい温泉”上位 3

ヵ所で最も重視された選択理由は“街の雰囲気”、次いで“自然”であった（図表Ⅵ）。特に由布

市は“街の雰囲気”では既に所与ともいえる強みをもち、温泉クアオルト、ジオパーク構想を通

じて自然資源を活かした競争力の更なる強化を図る段階に入っていると理解することができる。

消費行動の波及メカニズムを把握した上で策定される由布市の“滞在型･循環型保養温泉地実現

プロジェクト”24は、その名称が連想させるような安易な“湯治場”政策ではない。 

“健幸長寿社会を創造するスマートウェルネスシティ総合特区”のアウトカム指標にも生活

習慣等の“ライフ･イノベーション”に関するものだけではなく、“まちづくり等”の環境整備が

含まれている25。第二次指宿市総合振興計画（案）には“観光資源を生かした道路整備”、“自然

景観を生かした観光ロード整備”等が盛り込まれているが26、ヘルスツーリズムのコンセプトを

重視した政策を進めるにせよ、重要な前提条件となるのは海岸線にかけての市街環境の見直し

であるといえよう。これは計画（案）を構成する“公共交通体系の充実（JR 指宿枕崎線の輸送

力強化、バス路線の維持･存続等）”の費用対効果にも関わる問題である。 

観光戦略ビジョンの SWOT 分析をみれば、指宿市自身も“観光空間と生活空間が混在してい

て、まちなみ（景観）が統一されていない”ことを W（弱み：Weakness）の一つとして認識し

ている27。摺ヶ浜沿岸には 1991 年の錦江湾ウォーターフロント整備基本構想に基く県のモデル

                                                   
24 由布市“第二次由布市総合計画 重点戦略プラン”, P.17~ 
25 見附市･伊達市･新潟市･三条市･岐阜市･高石市･豊岡市･岡山市･浦安市･大田原市･筑波大学･㈱つくばウエルネスリサ

ーチ“平成 26 年度地域活性化総合特別区域評価書”；“総合特別区域評価・調査検討会における評価結果［ライフ・イ

ノベーション］”；“総合特別区域評価・調査検討会における評価結果［まちづくり等］”2015 年 11 月 25 日  

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/sogotoc/jigo_hyouka/h26/p1/self_tiiki_9.pdf； 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/sogotoc/jigo_hyouka/h26/p2/kekka_tiiki_9_l.pdf； 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/sogotoc/jigo_hyouka/h26/p2/kekka_tiiki_9_m.pdf,  
見附市･伊達市･新潟市･三条市･岐阜市･高石市･豊岡市･浦安市･大田原市･岡山市･筑波大学･㈱つくばウエルネスリサー

チ“地域活性化総合特別区域計画”2016 年 1 月 5 日 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/sogotoc/nintei/keikaku/16swc.pdf 
26 指宿市“第二次指宿市総合振興計画（案）”, P.44~ 
27 指宿市“指宿市観光戦略ビジョン”, P.11 

図表Ⅵ：“もう一度行ってみたい温泉地”上位 3 ヵ所の選択理由 

データ：リクルートライフスタ

イル“「じゃらん人気温泉地ラン

キング 2016」投票結果報告” 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/sogotoc/jigo_hyouka/h26/p1/self_tiiki_9.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/sogotoc/jigo_hyouka/h26/p2/kekka_tiiki_9_l.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/sogotoc/jigo_hyouka/h26/p2/kekka_tiiki_9_m.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/sogotoc/nintei/keikaku/16swc.pdf
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事業として“指宿海辺の散歩道”が整備され、1994 年より共用が開始された28。2010 年 3 月

年度からは指宿港を中心とする国直轄事業としての護岸工事が 10 年計画で進められている29。

“歩いて楽しめるまちづくり事業（指宿港海岸整備室･商工水産課）”30のモデル検証を目的とし

て開催されている“マハロマーケット&いぶすきマルシェ”31は今後の方向性を占う上で評価す

べき試みではあるものの、実施区間が駅前中央通り商店街に限られていることで錦江湾岸まで

を含む面的展開に欠け、収集された情報の有効性には疑問がある。 

ビジョン実現のための 5 つの柱32のうち 5 番目に位置付けられている“変わらぬ観光、変わ

る観光”で更に 5 番目の構成要素となっている“指宿駅周辺の活性化”は、より優先度、緊急度

が高いものとして対応すべき課題である。その実現の見通しのないまま体裁を整えることを目

的として言及されているに過ぎないのであれば、これに代わる解決策として、駅自体を現在の位

置から移転し、新たな駅前空間を構築していくという選択肢も検討されるべきであろう。 

（P.23 付属資料② ＜指宿温泉郷＞） 

 

【指宿市の“強み”】 

 “指宿の観光と言えば、何といっても「砂むし」です33”に始まり、オクラ、そら豆という三

題噺的固定観念の延長線上に開発される旅行商品の訴求力には限界がある。指宿ヘルスツーリ

ズム検討会報告書の“今後、リピート率の向上や滞在期間の中･長期化、指宿地区全体の活性化

を図るためには、宿泊施設内で全て完結するだけではなく、地元商店街、飲食店、小売店等と連

携し、指宿でのさまざまな楽しみ方を提供できる、地域が一体となった体制作りが求められてい

る”34という極めて妥当な指摘も宿泊施設依存体質からの転換を示唆するにとどまっているが、

観光地ビジネス創出の総合支援対象となった観光協会の“きら★旅”35は、活用される観光資源

が指宿に限定されたことでパッケージ自体のコンセプトが散漫となり、必ずしも期待された評

価は得られていない36。 

                                                   
28 国土交通省“景観向上効果調査事例集-2, P.126~ 

http://www.mlit.go.jp/tec/kankyou/keikan/pdf/keikan-jigohyouka-sankou2.pdf 
29 国土交通省港湾局“指宿港海岸直轄海岸保全施設整備事業 新規事業採択時評価”2010 年 8 月 

http://www.mlit.go.jp/common/000123244.pdf 
30 指宿市“指宿市版まち･ひと･しごと創生総合戦略” 2015 年 10 月, P.11 

http://www.city.ibusuki.lg.jp/modules/xfsection/cache/uploaded/kikaku/matihitosigoto.pdf 
31 主催：指宿市、共催：マハロマーケット（指宿駅前通り会）；いぶすきマルシェ、後援：指宿市観光協会；指宿市商

工会議所, http://www.city.ibusuki.lg.jp/modules/xfsection/cache/uploaded/maharoma-ket.pdf 
32 指宿市“指宿市観光戦略ビジョン”, P.15 
33 ditto, P.13 
34 鹿児島県南薩地域振興局“指宿ヘルスツーリズム検討会報告書”, P.11  
35 http://kiratabi.jp/ 
36 観光庁観光地域振興部地域資源課“「観光地ビジネス創出の総合⽀援」に係る調査業務実施報告書《全事業版》” 

2015 年 3 月, P.187~ http://www.mlit.go.jp/common/001094230.pdf 

http://www.mlit.go.jp/tec/kankyou/keikan/pdf/keikan-jigohyouka-sankou2.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000123244.pdf
http://www.city.ibusuki.lg.jp/modules/xfsection/cache/uploaded/kikaku/matihitosigoto.pdf
http://www.city.ibusuki.lg.jp/modules/xfsection/cache/uploaded/maharoma-ket.pdf
http://kiratabi.jp/
http://www.mlit.go.jp/common/001094230.pdf
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観光戦略ビジョンの SWOT 分析に於ける S（Strength：強み）のうち計数的に裏付けられる

ものは先ず“宿泊施設や観光特急など観光基盤が確立されていて、全国的な知名度も高い”点と

なる。特に宿泊施設については、南薩の他 3 市と比較して圧倒的な優位にあることが確認でき

る（図表Ⅶ･Ⅷ）。“全国的な知名度”は他の“強み”として挙げられる「砂むしを始め温泉が

豊富」という特性に支えられている。“砂むし”を枕詞とすることの是非はともかく、㈱リクル

ートライフスタイルの 2015 年調査に拠れば、“もう一度行ってみたい温泉”ランキングで指宿

図表Ⅷ：従業者数を収容能力の代理変数と仮定した南薩 4 市の相対競争力 

図表Ⅶ：南薩 4 市の宿泊･飲食施設の概況 

事業所数 従業員数

宿泊業 51         22         13         11         1,549     122        83         74         

旅館･ホテル 39         15         11         10         1,523     112        79         72         

1~4人 16         6           4           5           42         17         9           13         

5~9人 8           4           3           2           51         25         21         10         

10~19人 1           4           4           2           12         49         49         23         

20~29人 2           1           -        1           53         21         -        26         

30~49人 1           -        -        -        42         -        -        -        

50~99人 5           -        -        -        295        -        -        -        

100人以上 6           -        -        -        1,028     -        -        -        

その他 12         7           2           1           26         10         4           2           

飲食店 207        126        129        123        1,047     640        637        465        

食堂／レストラン 21         16         26         13         184        101        168        72         

日本料理店 17         11         5           6           118        64         43         48         

中華料理店 22         9           10         8           85         37         43         31         

焼肉店 4           7           4           5           29         48         20         18         

その他の専門料理店 8           8           6           2           34         40         29         12         

そば･うどん店 3           5           4           1           49         63         40         4           

すし店 7           6           5           6           34         41         14         22         

ハンバーガー店 3           1           -        -        46         19         -        -        

お好み焼／焼きそば／たこ焼店 4           2           3           3           13         6           4           7           

その他の飲食店 1           2           1           1           36         18         5           28         

小計 90         67         64         45         628        437        366        242        

酒場／ビヤホール 46         25         35         34         157        73         147        97         

バー／キャバレー／ナイト･クラブ 52         30         25         37         220        118        114        116        

喫茶店 18         4           5           7           37         12         10         10         

管理･補助的経済活動を行う事業所 1           -        -        -        5           -        -        -        

持ち帰り･配達飲食サービス業 27         23         24         21         196        208        155        166        

宿泊施設数 51         20         

部屋数 1,913     137        

和室 908        96         

洋室 534        31         

洋和室 289        2           

その他 182        8           

一般 5,989     768        

団体 6,617     -        

＜備考＞
2015

01/01

2014/03

年度

指宿市 南さつま市 南九州市 枕崎市 指宿市

収容人員

各

市

統

計

従

業

員

規

模

総務省統計局「2014年経済センサス」；

統計いぶすき；統計南九州

経

済

セ

ン

サ

ス

南さつま市 南九州市 枕崎市

従業者数と市庁舎間直線距離より吸引力モデル（Reilly-

Converse）で求めたマトリクスの固有値。二点間距離は

Lambert-Andoyer（Great Circle Sailing）法。 
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市は 331 温泉中 7 位。鹿児島県で唯一指宿市以外の評価対象となっている霧島市の 17 位を引

き離し、九州では湯布院（3 位）、別府（4 位）に次ぐ（図表Ⅸ37）。 

一方で他の“強み”には、客観的にみれば指宿独自の特性とは捉え難い面も含まれている。 

① 気候が温暖で、南方系の自然が豊か 

南薩 4 市の気象条件に際立った差異は認められない（図表Ⅹ。南九州市には観測所が置かれ

ていない）。また、観光資源台帳で B 級以上の評価を得ている植物資源は坊津町の蘇鉄自生地

のみであり、南薩の林野面積の 79.3%

は南九州市、南さつま市に属する38。 

加えて観光資源としての評価が高い

開聞岳、池田湖については、山川にか

けての松ケ窪、鰻池、鏡池等のマール、

鍋島岳等の溶岩ドーム等を含めた地質

遺産の価値に触れられてはいない39。

観光の経済効果を論じるのであれば、

由布市の推進するクアオルト、ジオ･ツ

ーリズムといった視点からの資源活用

も検討されるべきであり、池田湖周辺

                                                   
37 観光経済新聞社の 2015 年ランキングでは指宿 8 位、霧島 25 位（湯布院 2 位、別府八湯 4 位、黒川 7 位。付属資

料① P.22 下参考グラフ参照）。 
38 農林水産省“2010 年世界農林業センサス” 

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000001036134&cycode=0 
39 産業技術総合研究所 地質調査総合センター“詳細火山データ集 - 池田火山” 

https://gbank.gsj.jp/volcano/Act_Vol/ikeda/index.html。付属資料② ＜指宿温泉郷＞P.26 図表参照。 

図表Ⅸ：“もう一度行ってみたい温泉地”ランキング 

データ：リクルートライフスタイル 

“「じゃらん人気温泉地ランキング」 

投票結果報告” 

図表Ⅹ：2006 年 1 月~2015 年 12 月の気象データ 

開聞岳 山岳

池田湖 湖沼

知覧武家屋敷 歴史景観

清水磨崖仏 史跡

吹上浜 海岸

坊津町の ソテツ自生地 植物

吹上浜は日置市にかけての観光資源。

出所：観光資源評価委員会；国土交通省国土地理院

指宿市

南さつま市

南九州市

資源名称 種別

図表Ⅺ：評価ランク B 級以上の観光資源 

観測所緯度 31°15.0′ 31°24.9′ 31°16.3′

観測所経度 130°38.2′ 130°19.5′ 130°17.5′

平均気温 18.29        18.01        18.16        

最高 33.40        33.70        32.70        

最低 2.10         1.30         4.70         

平年値 18.14        17.65        18.06        

月間平均日照時間 時間 158.24      145.37      160.58      

月間平均降水量 231.43      204.43      198.51      

平年値 201.69      190.32      181.29      

原データ：国土交通省気象庁

指宿市 南さつま市 枕崎市

mm

℃

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000001036134&cycode=0
https://gbank.gsj.jp/volcano/Act_Vol/ikeda/index.html
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の整備40にも盛り込まれることが望ましい要素である。 

② 年間を通じて農畜水産物の生産ができ、食に恵まれている 

農産品の収穫時期が気候条件に依存することが大きいことを考えれば、図表Ⅹに示した気象

データにある類似性は南薩各市の農産品収穫パターンにも反映されていよう。特定の産品に依

存することに伴う脆弱性の問題があるとはいえ、訴求性が高いと考えられるのは寧ろ南薩 4 市

の特産品の多様性である（図表Ⅻ。P.27 付属資料③＜南薩の農業協同組合＞）。 

水産物に関しては、各市統計による海産物水揚高に拠れば指宿市は枕崎市の 60.5%に相当す

る水準を確保している（図表Ⅻ）。しかしながら、市内経済計算基準での 2013 年 3 月年度水

産業生産額は 4 億 2,595 万円。枕崎市の実績 53 億 371 万円の 1／12 にも満たない41。 

他方、水産加工業では枕崎市に次ぎ全国二位のシェアを誇る製品が存在する。鰹節である（次

ページ図表ⅩⅢ）。2015 年 3 月年度の生産額は 113 億 7,728 万円。農産品（総額で 142 億

4,066 万円）と比較しても、その 79.9%に相当し、南九州市の茶の生産額（2014 年 3 月年度

116 億 3,733 万円）に匹敵する（図表Ⅻ）。観光戦略ビジョンの 23 ページにも画像が掲載さ

れてはいるものの、戦略製品としての取扱いはおろか、画像についての説明すら付されてはいな

                                                   
40 指宿市“池田湖周辺観光施設整備事業基本計画（案）” 2016 年 2 月（予） 

http://www.city.ibusuki.lg.jp/modules/xfsection/cache/uploaded/public-
comment/kankou/ikedakoseibi.pdf 
41 鹿児島県“市町村内総生産” 

http://www.pref.kagoshima.jp/ac09/tokei/bunya/keizai/syotoku/documents/44647_20150324155621-
1.xls 

図表Ⅻ：農業･畜産業･水産業規模比較 

単位：100万円

2014年度 2013年度

農産物生産額 14,241   21,367   

オクラ 2,941     20.6%    茶 11,637   54.5%    

スナップえんどう 2,267     15.9%    さつま芋 4,355     20.4%    

そら豆 1,270     8.9%     焼酎用 2,250     10.5%    

キャベツ 1,137     8.0%     青果用 1,044     4.9%     

花卉観葉 3,478     24.4%    澱粉用 752        3.5%     

さつま芋 584        4.1%     加工用 309        1.4%     

肉用牛 8,011     肉用牛 6,984     

豚 3,549     豚 7,873     

海産物水揚高 9,066     397        

水産物加工品 11,442   n.a.

うち 鰹節 11,377   n.a.

2013年 2013年度

農産物生産額 3,522     5,805     

水稲 1,253     35.6%    茶 2,506     43.2%    

らっきょう 297        8.4%     花卉 1,629     28.1%    

かぼちゃ 177        5.0%     さつま芋 915        15.8%    

肉用牛 3,278     肉用牛 1,616     

豚 421        豚 1,912     

海産物水揚高 1,373     14,980   

水産物加工品 n.a. 23,446   

うち 鰹節 n.a. 15,452   

データ：統計いぶすき；統計南九州；統計みなみさつま；枕崎の統計

主要産品

畜産物生産額

構成比 構成比

指宿市 南九州市

南さつま市 枕崎市

主要産品

畜産物生産額

構成比 構成比

http://www.city.ibusuki.lg.jp/modules/xfsection/cache/uploaded/public-comment/kankou/ikedakoseibi.pdf
http://www.city.ibusuki.lg.jp/modules/xfsection/cache/uploaded/public-comment/kankou/ikedakoseibi.pdf
http://www.pref.kagoshima.jp/ac09/tokei/bunya/keizai/syotoku/documents/44647_20150324155621-1.xls
http://www.pref.kagoshima.jp/ac09/tokei/bunya/keizai/syotoku/documents/44647_20150324155621-1.xls
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い。“生産量日本一を誇るオクラやソラマメ”42を盛り込む一方で 30.4%の生産シェアをもち

ながら枕崎市に劣後するのみで一顧だにされない鰹節の位置づけは再考されるべきであろう。 

③ 人柄が暖かく、おもてなしの心が浸透している 

この“強み”についても、その論拠を確認することはできなかった。観光客が接する頻度が最

も高くなると推定される飲食業、宿泊業従事者の総従業者数に対する比率が競争の程度とサー

ビスの質に比例し、接客態度が“おもてなしの心”を表すものとして認識されると仮定した場合、

当該比率 15.3%の指宿市は全国 1,719 市町村のうち 111 番目にホスピタリティの高い自治体

となるが43、“おもてなしの心”が住民の“人柄”によるものであるとするならば、これを定量

的に評価するためにはまた異なったアプローチが求められる。 

基本的に錯誤相関44のリスクが発生し易いと考えられる分野でもあり、“人柄”として定着し

た固定観念が政治的に利用され行政主導で県民性言説創出が図られるメカニズムについては日

高･石沢･近藤（2009）が考察を加えているが45、根拠の希薄なイメージを行政主導で展開、形

成していくプロセスは“指宿千本旗プロジェクト”にもみられる事象ともいえる。鹿児島市でも

“おもてなし”の満足度は 83.2%に達するという調査結果があり（大変満足 55.5%、やや満

                                                   
42 指宿市“指宿市観光戦略ビジョン”, P.22。オクラ、ソラマメの生産額は 2015 年 3 月年度で鰹節生産額比各々

25.8%、19.9%（図表Ⅻ）。 
43 比率の算出には総務省統計局“2014 年経済センサス‐基礎調査”を使用。平均値 8.4%、中位値 7.4%、標準偏差

5.6%。1,719 市町村には東京都特別区を特別区部として含む。 
44 全く関連性のない事象でも同時に発生する頻度が高まることにより出現度数の少ない特殊な事例に基くステレオタ

イプ的認知が定着してしまうことを指す。性的、人種的偏見が典型的な例であり、年齢、人種、性別と錯誤相関に関し

ては McArthur, Leslie Zebrowitz/Friedman, Susan A. “Illusory Correlation in Impression Formation: 

Variations in the Shared Distinctiveness Effect as a Function of the Distinctive Person’s Age, Race, and 

Sex”, Journal of Personality and Social Psychology 1980, Vol.39 No.4 

http://www.brandeis.edu/departments/psych/zebrowitz/publications/PDFs/1980s/McArthur_Friedman_1
980.pdf 等。 
45 日高水穂･石沢真貴･近藤智彦“秋田における「県民性」言説の創出と再生産” 2009 年, 秋田大学教育文化学部研

究紀要 人文科学･社会科学部門 64 http://air.lib.akita-u.ac.jp/dspace/bitstream/10295/1715/1/kb64j6.pdf 

図表ⅩⅢ：2014 年 3 月年度鰹節生産量 

データ：さつま鰹節協会；農林水産省“水産加工統計調査” 

百分比は全国シェア。  

 

http://www.brandeis.edu/departments/psych/zebrowitz/publications/PDFs/1980s/McArthur_Friedman_1980.pdf
http://www.brandeis.edu/departments/psych/zebrowitz/publications/PDFs/1980s/McArthur_Friedman_1980.pdf
http://air.lib.akita-u.ac.jp/dspace/bitstream/10295/1715/1/kb64j6.pdf
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足 27.7%；普通 15.7%、やや不満 0.8%、不満 0.2%）46、ここで差別化を図った上で“強み”

に加えるにあたっては客観的且つ慎重な検証が求められよう。 

「･･･形式主義に共通する過ちは、論理実証主義が機能しない分野にこれを
適用することによってもたらされるところにある。」  
Apparently, formalism’s general failure in economics (as a science, but not as a 
storyteller) is the result of attempts to apply logical positivism where it cannot work., 
Swaney, James A./Premus, Robert “Modern Empiricism and Quantum-leap 
Theorizing in Economics” - ‘Why Economics is not yet a Science’ edited by Eichner, 
Alfred S., 1983, P.42 

 

【広域化】 

観光戦略ビジョンの SWOT 分析に於ける“S（強み）”のうち、（“おもてなしの心”はさて

おき、）指宿独自のものとは捉え難い自然、農畜水産物と食といった特性は、広域的な概念での

活用を通じ、より効果的に“強み”として作用することを期待できる資源である。 

“指宿市版まち･ひと･しごと創生総合戦略”で提示されている“「ようこそ！いぶすき大好き」

おもてなしプロジェクト”の目標にも“県南部の広域連携（魅力の発信･PR の拡大）”、“自治

体間の広域連携（受入体制の整備）”が含まれているが、基本的に外国人観光客を主たる対象と

した誘致活動を念頭に置いたものであり、広範に分布する観光資源を有機的に結び付けること

によって相互の価値を高めていくことが意図されているとは考えられない（次ページ図表ⅩⅣ47）。

具体的な事業の一つとして挙げられている“世界遺産関連ツアーの開発”も、“新規観光拠点構

築事業”の一環である以上、コンセプトは閉鎖的である。このような閉鎖性は、宿泊施設の集積

という“強み”を温泉資源と短絡的に結び付けてスキームを構成していくことによってもたらさ

れていよう。 

先に図表Ⅶ･Ⅷで示した計数の他にも、調査時点は 2005 年に遡るが、環境省九州地方環境事

務所が引用した鹿児島県による、指宿地区を除く南薩を訪問の目的とする観光客のうち 66.5%

は指宿地区に宿泊している、という調査結果がある。これは鹿児島地区を訪問の目的とする観光

客が鹿児島地区に宿泊する比率の 61.5%を上回る水準である48。即ち、指宿市の観光客収容能

力は所与のものであり、温泉をその競争力を補強するための付帯施設として捉えれた場合、新た

な観光地としての価値は、広域的な視点をもって温泉以外の資源に求められなければならない。 

指宿市の宿泊施設が指宿市を訪れる観光客の受け皿であると同時に他の南薩各市を訪れる観

光客の受け皿ともなっているという事実を認識すれば、宿泊地として指宿市を選択せざるを得

                                                   
46 鹿児島市“鹿児島市観光動向調査”2010 年 3 月, P.33 

https://www.kagoshima-yokanavi.jp/gyousei/documents/doukouchousa.pdf 
47 指宿市“指宿市版まち･ひと･しごと創生総合戦略”, P.10~ 
48 環境省九州地方環境事務所“霧島屋久国立公園錦江湾地域戦略的運営プログラム”2008 年 3 月, P.22 

http://kyushu.env.go.jp/pre_2010/data/0401b_2.pdf 
引用元は鹿児島県商工観光労働部観光課“九州新幹線開業関連観光動向調査報告書（2005 年 3 月）”。尚、指宿地区を

訪問した観光客が指宿地区に宿泊する比率は 78.1%。 

https://www.kagoshima-yokanavi.jp/gyousei/documents/doukouchousa.pdf
http://kyushu.env.go.jp/pre_2010/data/0401b_2.pdf
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ない地域の資源を利用した観光客の誘致は、指宿市宿泊施設の利用率維持･向上を効率的に実現

する手段となる。岩本開聞線経由で指宿市街を迂回して池田湖、更に国道 226 号-（南薩広域農

道）頴娃
え い ･

川辺
かわなべ

線を利用して知覧
ち ら ん

に至るルートは観光客にとって時間的効用が高く、現状では宿泊

施設外観光消費の指宿市からの漏出による影響も極めて限られると考えざるを得ない。これは

（南薩広域農道）頴娃川辺線に入ることなく国道 226 号を枕崎方面に進んだ場合も同様であり、

海岸線の大部分が南九州市に属することから、瀬
せ

平
びら

公園、石垣港、番 所
ばんどころ

鼻、射
い

楯 兵
たてつわもの

主
ぬし

神社（釜

蓋神社）、前瀬鼻、お茶屋の場といった開聞岳のビュー･ポイントはこの地域に分布している。 

  “「ようこそ！いぶすき大好き」おもてなしプロジェクト”で計画されている情報の一元化、

重要業績評価指標（KPI： Key 具体的な事業

① マーケティングによる誘客戦略の構築 入込（日帰り･宿泊）観光客数 観光戦略構築事業 観光課･市長公室

対2014年比6%増 情報の一元化 観光課･市長公室

新たな情報発信の構築 市長公室

② 魅力の発信･PRの拡大 関東地区からの宿泊客数

対2014年比5%増 観光課‣商工水産課

国内からの宿泊客数

対2014年比5%増

海外からの宿泊客数

対2014年比20％増

新規継続的海外輸出企業数

4社

プロモーション推進事業

観光課

首都圏ビジットカフェ事業

指宿ビジットカフェの設置

イメージ戦略展開事業

イメージ戦略の推進

指宿PRポスターの制作

指宿PR動画の制作

海外メディア招聘事業

海外メディアの招聘

③ 滞在型観光拠点の整備 国内からの宿泊客数

対2014年比5%増

新規観光拠点構築事業 観光課･社会教育課

アクティビティーの開発 観光課･社会教育課

健幸のまちづくり推進室

観光課

世界遺産関連ツアーの開発 社会教育課

④ 受入体制の整備 海外からの宿泊客数

対2014年比20％増

受入体制整備費用の助成

観光コンシェルジュの配置

バリアフリー化支援事業 観光課

“指宿市版まち･ひと･しごと創生総合戦略 創生総合戦略”（2015年10月）より転載。

個別事業名

ヘルスツーリズムの開発

観光課

観光課

観光課

観光課

国際交流協会の組織化に向

けた取りみ
市長公室･観光課

自治体間の広域連携や、観光業と農林水産業等との連携に

より、ムスリム（イスラム教徒）をはじめとする外国人観

光客の受入体制の整備を図るとともに、障害のある人にも

配慮した「誰でも訪れやすい」観光地づくりを目指す。
観光課

観光客や市民が歩いて楽しめるまちづくりをめざし、その

拠点整備を図る。また、アクティビティーやヘルスツーリ

ズムの開発など、新しい観光拠点の発掘により、滞在型観

光の推進を図る。

本市単独あるいは県南部の広域連携で、国内外にインター

ネット等を活用して地域の魅力を発信する。また、首都圏

において、指宿の観光情報や特産品の情報を発信するとと

もに、本市への誘客を図り、誰もが気軽に立ち寄れる拠点

（ビジットカフェ等）を設置する。さらに、キャンペー

ン、現地エージェントへのセールスなどにより、国内外で

PRを図る。

外国人観光客受入事業

（平成27年度~）
観光課･市長公室

ムスリム受入体制の構築

（平成27年度~）

外国語ガイドブックの作成

（平成27年度~）

Jリーグプロモーションの推

進（平成27年度~）

メディアミックスによる情

報発信

歩いて楽しめるまちづくり事業

（平成27年度~）

指宿港海岸整備室

商工水産課

香港における観光キャンペーン

および物流構築事業

（平成27年度~）

外国人観光客誘客事業

（平成27年度~）

海外エージェントへのバス

借上げ費用助成

（平成27年度~）

タイ･シンガポールセールス

の実施（平成27年度~）

また、観光関係団体との連携や、行政内部の情報伝達の

ルール化により、観光、行政それぞれの情報の一元化を図

るとともに、より効果的な情報収集･伝達体系を確立する。

本市を訪れた国内外の観光客に対しアンケート調査を実施

し、観光客のニーズを的確に把握する。また,国内外を対象

に、インターネットを活用して本市の知名度等に関する調

査を実施する。その結果をもとにインバウンド新時代に向

けた戦略的取組、観光旅行消費の拡大、地域資源を総合的

にプロデュースした観光地域づくり、先手を打っての「攻

め」の受入環境整備等の誘客戦略を立てる。

観光需要意向調査の実施

（平成27年度~）
観光課

 Performance Indicators）

図表ⅩⅣ：「ようこそ！いぶすき大好き」おもてなしプロジェクト 
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観光需要意向調査の実施、新たな情報発信の構築といった事業は、行政区域を超えた概念で実施

されるべきものである。その結果を有益に活用するためには、有効な分析結果を得ることの期待

できるアンケート調査の設計に加え、データベースとしての観光関連統計の充実も求められよ

う49。例えば指宿市の日帰り観光客数の 1/7 弱は 1 月に集中しているが（P.29 付属資料④ ＜指

宿市と代表的温泉地の入込客の季節性＞参照）、これによる追加的観光消費額の規模、近隣地域

への影響、いぶすき菜の花マラソン実行委員会（指宿市観光協会）の収支、還元状況及び経済波

及効果等も明らかではない。 

 

図表ⅩⅤに青色の矢印で示す従来型の閉鎖的なコンセプト上に成立する空間から追加的に得

られる需要は限定的なものとなる。指宿市のみを想定した矮小な循環サイクルが一部を成すに

過ぎない南薩地域の観光客フローを広域的なパッケージを意識して捉えることにより、提供す

ることのできる観光資源はより広範なものとなる。宿泊施設の相対的集積度と域内での吸収力

を考えれば、南薩全域での観光需要が拡大した場合、ネットでみた指宿市からの宿泊客漏出が発

生するリスクは極めて限られ、寧ろ宿泊客の増加をもたらす公算は大きい。 

懸念は、市街地の整備が進められないままに宿泊客の増加が実現すれば、経済構造が波及効果

                                                   
49 室谷正裕“観光地の魅力度評価 -魅力ある国内観光地の整備に向けて-” 1998, 運輸政策研究, 運輸政策研究機構 

http://www.jterc.or.jp/kenkyusyo/product/tpsr/bn/pdf/no01-02.pdf 

図表ⅩⅤ：観光客のフローのイメージ 

指宿宿泊コース 

鹿児島市 

http://www.jterc.or.jp/kenkyusyo/product/tpsr/bn/pdf/no01-02.pdf
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の限られる宿泊型への依存度を高め、宿泊施設内完結型体質が更に極端なものとなっていく可

能性が高いところにある。広域的政策を推進する場合にも、宿泊施設外消費の拡大が見込めない

ことによる機会損失の発生を回避するためには、市街地の活性化とそこに於ける観光客の消費

を刺激、促進する仕組みづくりが急がれなければならない。これは街としての魅力を高めること

ができない限り、観光消費の経済効果を最大化することは望めないことを意味している 

地勢的にみれば、図表ⅩⅤで示す地域の中には、指宿市と南九州市頴娃町、南さつま市加世田

と南九州市知覧町及び川辺町、枕崎市と南さつま市坊津町により成る三群で行政単位を超えた

効率的な連携効果の発生を期待できると考えられる組合せのあることが確認できる（図表ⅩⅥ）。

ここで認識されなければならないのは、指宿群が他の二群とは乖離した位置にある点となる。立

地条件と現状認識が指宿市限定型のパッケージを指向する背景にあるとすれば、その危機感は

寧ろ閉鎖性を排除するための動機として活かされなければならない。 

機会損失の問題は指宿市街区を迂回するルートについても発生する。 

図の指宿群と枕崎群を結ぶ国道 226 号沿いには日帰り客の消費を誘導すべき目立った観光商

業施設が存在せず、この区域の大部分は南九州市に属する。観光戦略ビジョンの SWOT 分析で

は W（弱み）として勘案されていないが、広域化を念頭に置けば最大の“弱み”ともなり得る。 

図表ⅩⅥ：南薩地域の旧市町庁舎所在地と道の駅等 

座標データは Geocoding、地域内人口は「統計いぶすき」、
「統計南九州」、「統計みなみさつま」。 
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鹿児島市方面の国道 226 号沿いに位置する彩
さ

花
か

菜
な

館は道の駅としては初の PFI 事業であり、

2008 年の時点では民間事業者にインセンティブを与えるスキームが評価されていたが50、今後

の戦略的展望は明らかではなく、“観光戦略ビジョンの実施体制にも将来的な広域化を前提とし

た具体的なスキームの提示はない51。今後は、他の南薩 3 市との連携、協力を前提とした、広域

ルート上の宿泊施設外観光消費を指宿市に取り込むスキームの開発も必要となろう。 

 

一方で、SWOT 分析で W の一つとして挙げられている“駅周辺の賑わいや土産品･土産店な

ど大きな産業がない”という認識には、一部に基本的な誤りがある。温泉を発想の起点とする限

り指宿市の“ニュー･ツーリズム”導入計画は “ヘルス･ツーリズム”に偏ったものとなる。し

かしながら、観光立国基本計画が推進を提案する“ニュー･ツーリズム”には“産業観光”も含

まれている52。 

                                                   
50 内閣府民間資金等活用事業推進室“PFI 2008 アニュアルレポート（本文前半）”P.19~ 

http://www8.cao.go.jp/pfi/pdf/annual2001.pdf； 

指宿市“道の駅いぶすき” http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/policy/pfi/h16seminar/fukuoka/hukuoka-

simoyosi.pdf 
51 指宿市“指宿市観光戦略ビジョン”, P.34~ 
52 “観光立国推進基本計画”, 2012 年 3 月 30 日閣議決定 http://www.mlit.go.jp/common/000208713.pdf 

図表ⅩⅦ：主要焼酎醸造所所在地 

http://www8.cao.go.jp/pfi/pdf/annual2001.pdf
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/policy/pfi/h16seminar/fukuoka/hukuoka-simoyosi.pdf
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/policy/pfi/h16seminar/fukuoka/hukuoka-simoyosi.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000208713.pdf
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全国産業観光推進協議会の産業観光ガイドには、南薩では指宿市の山川地熱発電所展示館と

共に、南さつま市の焼酎づくり伝承展示館“杜氏の里笠沙”が登録されている53。“杜氏の里笠

沙”は観光庁が“産業観光”として採り上げている“酒蔵
さかぐら

ツーリズム®”54にも加盟しており、

前ページ図表ⅩⅦ は霧島市から南薩にかけての酒蔵ツーリズム®加盟酒造の分布状況である55。

温泉に固執した場合、図に示す地域での広域化の提携先優先候補は霧島市にまで拡大するが、人

気度ランキング 17 位の温泉地との提携によってもたらされる限界的効果には疑問があり、リピ

ーター拡大への悪影響も懸念される。ここでは寧ろ南薩地域に於ける産業観光資源の集積を評

価すべきであろう。これに加え、南薩 2 市で全国の生産量シェア 71.1%を誇る鰹節の工場をポ

ートフォリオに組入れることも検討に値する。 

指宿市の観光の今後を考える上では、固定観念の上に形成された既存のコンセプトとは異な

る視点からのアプローチも必要となる。条例により“合併に伴う住民の一体感の醸成並びに個性

ある地域の活性化及び均衡ある発展に資する”ものとされている合併まちづくり基金56の運営に

も柔軟性をもたせることが望ましい。 

 

  

                                                   
53 http://sangyou.nihon-kankou.or.jp/search.php?p=46 鹿児島県内の焼酎醸造所では他に日置市小正醸造焼酎

工場、薩摩川内市田苑酒造焼酎資料館。 
54 佐賀県鹿島市の登録商標（http://sakagura-tourism.com/main/）。 

国土交通省観光庁 http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kankochi/sakagura.html； 

日本酒造組合中央会 http://www.japansake.or.jp/tourism/contents/?mode=shochu（焼酎版）； 

http://www.japansake.or.jp/tourism/contents/?mode=sake（日本酒版） 
55 図の二点間距離は地形、標高等を勘案していない。また、鹿児島市、霧島市所在の観光資源台帳で B 級以上の資産

は、桜島、桜島溶岩原、桜島の噴煙、城山、仙巌園、旧集成館、照国神社、おはら祭り（以上鹿児島市）、霧島神宮、

霧島山、霧島の紅葉、ミヤマキリシマ、大浪池、隼人塚、高千穂峰（以上霧島市）。 
56 指宿市合併まちづくり基金条例 

http://www.city.ibusuki.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/q711RG00000714.html 

図表ⅩⅧ：鹿島酒蔵ツーリズム®集客概数 

http://sangyou.nihon-kankou.or.jp/search.php?p=46
http://sakagura-tourism.com/main/
http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kankochi/sakagura.html
http://www.japansake.or.jp/tourism/contents/?mode=shochu
http://www.japansake.or.jp/tourism/contents/?mode=sake
http://www.city.ibusuki.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/q711RG00000714.html
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＜付属資料①＞ 

20変数を用いた主成分分析による市町村の類似性の推計 

ここで採用した変数は以下の通り。 

総務省統計局 平成 22 年国勢調査 
 ① 平均年齢 
 労働力構成比： ② 農林漁業就労者比率 
   ③ 製造業就労者比率 
   ④ 卸売･小売業就労者比率 
   ⑤ 宿泊業･飲食サービス業就労者比率 
   ⑥ 金融業就労者比率 
   ⑦ 公務員比率 
 ⑧ 昼間人口比率 
総務省統計局 平成 27 年 1 月 1 日住民基本台帳登録人口 
 ⑨ 人口密度（面積データは国土交通省 国土地理院 全国都道府県市区町村別面積調。） 
総務省 平成 25 年度市町村別決算状況調 
 住民一人当り： ⑩ 地方税収 
   ⑪ 扶助費 
   ⑫ 普通建設事業費 
   ⑬ 地方債現在高 
 ⑭ 直接収支率（a – b）／a 
  a：地方税；使用料；財産収入；寄附金；雑収入 
  b：人件費；物件費；維持修繕費 
 ⑮ 直接収入／見做資産規模 a／c 
  C：地方債現在高；積立金現在高；債務負担行為 
 ⑯ 地方交付税／地方税 
 ⑰ 個人所得税依存度（地方税収比） 
 ⑱ 法人所得税依存度（地方税収比） 
 ⑲ 固定資産税依存度（地方税収比） 
 ⑳ 電源立地地域対策交付金／地方税 

 

東京都特別区及び政令指定都市を除く 1,698 市町村各々の 20 種のデータより成るマトリク

スから求められる第十主成分までの負荷量は以下のようなものとなり、このマトリクスに含ま

れる情報量の 31.8%は第一主成分、14.8%は第二主成分に集約されている（寄与率）。負荷量

負荷量

人口密度 .562       .147        .490       ▲.195    .005       .219       .368       ▲.014    .211       .176       

平均年齢 ▲.746     .070        ▲.235    ▲.078    ▲.204    ▲.109    .021       ▲.162    .025       .053       

農林漁業 就労者比率 ▲.704     .068        ▲.133    ▲.006    ▲.115    .003       .056       .383       .433       ▲.192    

製造業 就労者比率 .461       ▲.202      ▲.558    .285       .345       .109       .162       ▲.078    ▲.186    .208       

卸売･小売業 就労者比率 .800       .137        .019       ▲.038    ▲.088    ▲.157    ▲.136    ▲.191    ▲.029    ▲.299    

宿泊業･飲食サービス業 就労者比率 ▲.193     ▲.347      .425       ▲.236    .230       ▲.470    ▲.311    ▲.345    .203       .150       

金融業 就労者比率 .809       .186        .248       ▲.077    .007       .072       .029       ▲.063    ▲.013    ▲.217    

公務員比率 ▲.508     .080        .479       .019       .167       ▲.004    ▲.306    .369       ▲.424    .081       

昼間人口比率 ▲.176     ▲.615      .218       .447       ▲.207    ▲.048    ▲.089    .209       .145       .059       

住民一人当り 地方税収 .130       ▲.773      .272       ▲.137    .127       .102       .124       .140       ▲.082    ▲.114    

住民一人当り 扶助費 .160       .105        .362       .250       ▲.771    .006       .154       ▲.143    ▲.184    .126       

住民一人当り 普通建設事業費 ▲.626     ▲.083      .311       .157       .309       .145       .304       ▲.214    ▲.079    ▲.316    

住民一人当り 地方債現在高 ▲.790     .055        .256       .100       .104       ▲.000    .175       ▲.096    ▲.086    ▲.120    

直接収支率 .735       ▲.291      ▲.031    ▲.089    ▲.121    ▲.118    ▲.042    .176       ▲.066    ▲.193    

直接収入 ／看做資産規模 .727       ▲.292      .233       ▲.040    .213       .084       .133       .124       .150       .231       

地方交付税／地方税 ▲.853     .301        .120       .094       .081       .112       .105       ▲.104    .050       .126       

個人所得税依存度 .271       .865        .116       ▲.018    .182       .064       ▲.081    .143       .013       .006       

法人所得税 依存度 .290       ▲.235      .064       .791       .131       .090       ▲.185    ▲.135    .142       ▲.073    

固定資産税依存度 ▲.343     ▲.769      ▲.203    ▲.330    ▲.113    ▲.015    .181       ▲.026    ▲.133    ▲.022    

電源立地地域対策 交付金／地方税 ▲.178     ▲.242      ▲.003    ▲.246    ▲.124    .770       ▲.431    ▲.183    .067       ▲.008    

固有値 6.362      2.962       1.640     1.319     1.167     .994       .835       .744       .636       .538       

寄与率 .318       .148        .082       .066       .058       .050       .042       .037       .032       .027       

累積寄与率 .318       .466        .548       .614       .672       .722       .764       .801       .833       .860       

第一主成分 第二主成分 第三主成分 第四主成分 第五主成分 第六主成分 第七主成分 第八主成分 第九主成分 第十主成分
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は主成分として抽出される特性との相関係数を表しており、第一主成分との相関係数を横軸、第

二主成分との相関係数を縦軸にとれば、20 種の変数の対応関係は上の図に示すようなものとな

る（第二主成分負荷量は便宜的に軸を反転）。各変数の分布をみれば、例えば地方交付税依存度、

住民一人当り地方債現在高、第一次産業依存度、平均年齢といった変数は第一主成分で測られる
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特性と負の相関が強く（図の左方に位置）、卸売･小売業／金融業依存度、人口密度といった都市

型の尺度や財政の健全性は正の相関が強い（図の右方に位置）。同様に、第二主成分で測られる

特性との相関は固定資産税収依存度、昼間人口比率、宿泊業･飲食業就労者比率等で負に大きい

（軸を反転しているため図では上方）。 

各市町村について特性の強弱をスコアとして数値化し、全サンプルの平均を 0、標準偏差を 1

としてプロットしたものが前ページ下のグラフであり、箱根町、草津町が殆どの原子力発電所所

在自治体と共に標準的な自治体とはかけ離れた構造を備えていることと共に、指宿市、由布市は

図の原点に近い平均的な自治体であり、相互に類似性が高いと看做し得ることが読み取れる。 

 

 

 

  

＜参考＞ 旅行事業者等を対象とするアンケートに基く温泉地ランキング 

香美町
カミチョウ

山陰海岸

久慈市 三陸

大子町
ダイゴマチ

茨城県北

松崎町 伊豆半島

下仁田町 下仁田

ジオパーク

このうち以下は日本ジオパーク

ネットワーク正会員。

前ページ下のグラフの指宿市、由布市近傍を拡大 
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＜付属資料②＞ 

指宿温泉郷 

 

指定管理者指宿温泉まちづくり公社が運営を指宿市観光協会に委託している砂むし会館砂楽

のホームページ57には指宿温泉郷として“いぶすき温泉 MAP”が提供されている（以下に転載；

2016 年 2 月 10 日現在）。 

 

この MAP からのリンク･ページ、指宿市観光協会のホーム･ページ “いぶすき☆NET”58、及

び家族温泉野の香と指宿こころの湯のホーム･ページ59で公開されている成分情報をみる限り、

野の香、市営元湯温泉、砂むし会館砂楽を除く各温泉の成分構造は類似性が強く、成分のみによ

る差別化は困難とも考えられる（次ページ グラフ参照）。 

駅前の活性化が実現すれば、いぶすきの玉手箱を利用する一時立寄り客の温泉資源の利用を

喚起するといった、宿泊型と比較して経済波及効果の大きい日帰り観光消費の誘発を目的とし

たアプローチも可能となる。今村温泉（MAP⑦：大牟礼一丁目 15-22）は、成分不詳のため推

                                                   
57 http://sa-raku.sakura.ne.jp/ 
58 指宿温泉郷 http://www.ibusuki.or.jp/modules/xfsection/index.php?category=17 
59 家族温泉野の香 http://www.nonoka-onsen.com/；指宿こころの湯 http://www.ibusukikokoro.jp/spa/ 

http://sa-raku.sakura.ne.jp/
http://www.ibusuki.or.jp/modules/xfsection/index.php?category=17
http://www.nonoka-onsen.com/
http://www.ibusukikokoro.jp/spa/
mailto:nanohana@city.ibusuki.kagoshima.jp
http://sa-raku.sakura.ne.jp/index.html
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計対象に加えていない松元温泉（MAP⑧：湊一丁目 8-16）と共に指宿駅に近いという立地条件

を備え（直線距離で各々469m、116m）、駅前周遊日帰りコース構成施設の絶好の候補となっ

たとも考えられるが、実際には何れも既に廃業60という胴乱の幸助並の落ちである。 

この例をみるまでもなく、現状では日帰り“いぶたま”利用者の消費を喚起する可能性のある

施設さえもが指宿市の顔たるべき指宿駅周辺から消滅しつつある。仮に往復共に“いぶたま”を

利用した鹿児島市からの乗客が指宿市に 2 時間滞在したとしても、観光消費の殆どは JR 九州の

                                                   
60 いぶすき☆NET の指宿温泉郷からは削除されている。 

（陽イオン）カリウム、ア

ンモニウム、カルシウム、

ナトリウム；（陰イオン）

塩素、硫酸 含有量大 

（陽イオン）鉄、バ

リウム 含有量大 

（陽イオン） 

マグネシウム； 

（陰イオン）炭酸水素 

含有量大 

（横軸、縦軸で測られる特性は何れも推計対象平均=0、標準偏差=1。） 

原データ：公益社団法人指宿市観光協会；砂むし会館砂楽；家族温泉野の香；指宿こころの湯 

今村温泉（左）、松元温泉（右）跡地（2016 年 2 月 9 日） 
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収入となる車内販売物品或いは指

宿駅窓口での西大山駅記念乗車券

購入に向けられるとみることが妥

当であろう。片道利用客がホテルへ

のチェック-インまでの時間に散策

するほどの魅力をもつ街並みでも

ない。 

指宿温泉まちづくり公社と指宿市観光協会の関る温泉施設が提供する温泉 MAP が既に陳腐化

しているという現実は観光行政の姿勢を端的に表している。指宿市都市計画マスタープランの

策定に際し実施されたアンケートの結果に拠れば、近所の小売店を利用する回答者の比率は全

体の 37.2%、商業･サービス業の振興に不満を感じている市民は、満足している市民の 14.1%

に対し 29.6%となっている（普通 56.3%；回答数 1,530）61。 

観光戦略ビジョンで観光振興に取り組む理由の一つとして挙げられている“地域への愛着と

誇りの醸成”62の実現は、経済波及効果の小さい宿泊業が優遇される形でまちづくりが進められ

るとの印象を与えかねない政策さえもが市民に支持されるであろうことを前提としている。“地

域への愛着と誇りの醸成”が不十分であるとの認識が行政側にあるとすれば、先ずその背景を分

析する必要がある。その結果によっては SWOT 分析で W（弱み）に分類されている“駅周辺の

賑わいや土産品･土産店など大きな産業がない”、“地元で何かを起こそうとする気持ちに欠けて

いる”63といった現状を打破するためのアプローチも変えなければならない。 

整備が進む海浜と現在の指宿駅を結ぶラインの活性化投資に費用対効果を望み難いとすれば、

ラインそのものを異なる地点に設定する必要がある。山川湾から池田カルデラ、開聞岳にかけて

の地質遺産、全国市場の 30%を占有する産業観光資源、港湾の拠点性をみても、山川地区の観

光政策上の重要性はより高い評価を得て然るべきであり、山川地区へのアクセスを確保する国

道 269 号を有効に活用するためには、指宿“中央”駅の立地もこれに応じたものとされなけれ

ばならない。その実現を目指せば、国道 269 号の延長線上にあり、山川港とは海路約 50 分の

距離にある大隅地域との広域連携に向けた展開も視野に入ってくる。駅と海浜を結ぶラインは、

例えば国立病院前交差点を始点とする八間道路（県道 238 号下里
く だ り

湊宮ヶ浜線）へとシフトし、

開発対象地域はその周辺である。ここに至って、旧駅前は、限界的効果を期待し難い追加投資を

検討し続けなければならない問題地域ではなく、捨象することも可能な過去の遺構となる。再開

発が不可能な地域に拘泥する必要はない。 

観光政策の費用対効果を考えるに当っては、発想の転換も求められよう。 

                                                   
61 指宿市“指宿市都市計画マスタープラン”, P.36~  
62 指宿市“指宿市観光戦略ビジョン”P.1 
63 ditto, P.11 

 “指宿のたまて箱”時刻表 

下り 上り

下り利用便

1号 9:58 10:49 2号 10:57 11:48 0:08 - -

3号 11:57 12:47 4号 12:56 13:49 2:07 0:09 -

5号 14:02 14:58 6号 15:07 16:00 4:18 2:20 0:09

指宿駅着
鹿児島

中央駅発

時刻表はJR九州。

2016年3月26日以降

往復利用の場合の

日帰り客滞在時間

1号 3号 5号

指宿駅発
鹿児島

中央駅着
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 新期指宿火山群の主な地質遺産の分布 

開聞岳

清美岳

鷲尾岳

辻野岳

鍋島岳 溶岩ドーム

竹山 火山岩頸

鏡池

池田湖

松が窪

池底

鰻池

成川

山川湾

浜児ヶ水
ハマチョガミズ

池田火砕流堆積物

花瀬崎 溶岩流

鉢窪 開聞岳主山体火口跡

開聞岳海食崖 溶岩流･火砕丘噴出物

開聞川尻 新川河床凝灰角礫岩

開聞十町 松原田 溶岩流

開聞仙田 溶岩流

新期指宿火山群

池田カルデラ

･マール群

その他

備 考

産業技術総合研究所 地質調査総合センター資料に基き作成。

山川、成川、鰻池、池底、松が窪のマール群から 
池田カルデラ及び南縁の鍋島岳溶岩ドーム等と開聞岳を望む 

 産業技術総合研究所 地質調査総合センター 2003 年 1 月 31 日 
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＜付属資料③＞ 

南薩の農業協同組合 

 

南薩には 2 つの団体が存在し、南さつま農業協同組合に南さつま市、枕崎市及び南九州市の

うち知覧町、川辺町、いぶすき農業協同組合には旧揖宿郡を構成していた指宿市、南九州市頴娃
え い

町、鹿児島市喜入
き い れ

町が属している。 

 

 

 

信用事業資産 121,554.8   122,179.2   

現金 642.5         684.9         

預金 53,925.2       54,444.2    94,120.8    93,513.7    

系統預金 53,910.9       54,417.9    92,345.5    92,049.0    

系統外預金 14.3             26.2           1,775.2      1,464.7      

有価証券 1,711.2      2,699.3      

貸出金 18,275.6       18,811.8    24,967.8    25,088.7    

貸倒引当金 ▲271.8      ▲260.5      

その他 384.4         452.9         

信用事業負債 130,611.0   130,017.9   

貯金 78,098.9       78,541.7    130,041.2   129,647.2   

譲渡性貯金 200.0         -            

その他 369.9         370.8         

金融更生法開示債権 18,346.3       18,888.0    25,202.6    

破産更生債権及びこれらに準ずる債権 323.2           300.0         261.6         

危険債権 1,072.9        915.0         245.0         

要管理債権 29.7             29.0           5.8            19.7           

正常債権 16,920.5       17,644.0    24,676.2    

延滞債権比率 7.8%            6.6%         2.1%         

預貸率 23.4%          24.0%        19.2%        19.4%        

長期共済保有高 366,533.2     351,981.8   571,578.7   547,646.9   

生命総合共催 195,112.9     183,743.7   278,099.1   260,375.2   

終身共催 128,688.7     124,825.6   182,824.7   177,211.8   

定期生命共済 101.0           94.0           104.4         102.4         

養老共催 64,920.8       57,266.9    91,390.9    79,188.6    

うち こども共済 4,801.1        4,760.8      6,514.7      6,411.5      

医療共催 478.6           520.6         1,965.9      1,944.0      

がん共済 430.5           386.5         1,248.5      1,179.0      

定期医療共催 386.5           360.0         358.8         316.8         

介護共催 101.8           285.1         191.9         418.7         

年金共済 5.0               5.0            14.0           14.0           

建物構成共済 168,564.5     165,398.4   289,660.2   283,522.4   

年金共済 2,855.8        2,839.7      3,819.5      3,749.3      

年金開始前 1,855.6        1,821.0      2,559.1      2,452.0      

年金開始後 1,000.2        1,018.7      1,260.4      1,297.3      

共済付加収入 717.5         679.1         

短期共済新規契約掛金 720.9           759.9         1,141.8      1,185.8      

火災共済 9.8               10.0           11.1           10.0           

自動車共済 475.1           515.3         758.5         800.8         

傷害共済 2.5               2.6            4.5            4.7            

賠償責任共済 .2                .2              .2              .2              

自賠責共済 233.3           231.8         367.5         370.1         

共済付加収入 235.4         247.8         

データ：いぶすき農業協同組合；南さつま農業協同組合

620.2         

単位：100万円

いぶすき農業協同組合 南さつま農業協同組合

指宿市･南九州市頴娃町

･鹿児島市喜入町

南さつま市･枕崎市･南九州市

知覧町･南九州市川辺町

2014/02 2015/02 2014/02 2015/02

 南薩 2 団体の信用･共済事業 
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関係者限 

 

  

購買事業取扱高 6,620.2        6,362.5      11,398.2    10,800.0    

生産資材 3,975.3        3,802.0      5,914.8      5,538.1      

肥料 835.1           773.2         1,066.2      954.9         

農薬 631.5           602.2         819.5         735.9         

農機具 313.9           318.1         584.6         619.5         

飼料 1,349.7        1,232.7      3,217.1      2,977.4      

その他 845.1           875.7         227.4         250.4         

畜産資材 137.5         166.8         

生活資材 2,644.9        2,560.5      1,805.1      1,602.9      

食品 171.5           157.3         519.4         465.4         

生活資材 190.5           200.7         824.7         741.4         

自動車 68.8             48.7           100.8         63.8           

燃料 1,933.0        1,876.4      -            -            

その他 281.1           277.5         360.2         332.3         

特別会計 3,678.3      3,659.0      

販売事業取扱高 19,198.8       19,696.9    16,337.9    15,951.5    

普通作 146.3           143.7         576.4         548.6         

野菜 5,127.5        5,153.6      2,153.8      1,949.3      

果樹 60.1             70.0           307.1         303.5         

花卉 114.1           100.2         48.2           53.0           

荒茶 5,096.9        4,994.5      5,599.8      5,696.7      

観葉 942.4           902.5         -            -            

牛 7,307.6        7,945.3      4,658.5      4,267.2      

豚 315.6           297.8         1,872.4      1,851.3      

その他 88.4             89.3           1,121.7      1,281.9      

組合員数 12,706       16,361       16,081       

正組合員 8,309         9,135         8,797         

准組合員 4,397         7,226         7,284         

データ：いぶすき農業協同組合；南さつま農業協同組合

単位：100万円

2014/02 2015/02 2014/02 2015/02

指宿市･南九州市頴娃町

･鹿児島市喜入町

南さつま市･枕崎市･南九州市

知覧町･南九州市川辺町

いぶすき農業協同組合 南さつま農業協同組合

 南薩 2 団体の農業･生活関連事業 

 いぶすき農業協同組合の信用事業主要資産･負債残高 
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関係者限 

＜付属資料④＞ 

指宿市と代表的温泉地の入込客の季節性（季節調整係数平均値） 

 

  

データ及び計測期間： 指宿市 – 統計いぶすき（2006 年 1 月~2013 年 12 月） 

  由布市 – 観光動態調査結果（2006 年 1 月~2014 年 12 月） 

  箱根町 – 統計箱根；神奈川県入込観光客調査（2006 年 1 月~2014 年 12 月） 

  草津町 – 草津町入込客数調書（2006 年 1 月~2015 年 12 月） 
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関係者限 

 

三國名勝圖會 巻之二十一 のうち 池田湖 

土
人
の
傳
へ
に
、
荒
古
開
聞
嶽
湧
出
の
跡
な
り

と
て
、
今
に
開
聞
の
御
池
と
稱
ず
、 

・
・
◆
・
・ 

古
よ
り
舟
船
を
浮
ふ
る
を
禁
じ
、
及
ひ
舟
車
滄

海
等
を
語
談
す
る
亦
忌
む
、
若
し
是
を
侵
せ

ば
、
強
風
暴
雨
等
の
異
變
あ
り
、
又
湖
邊
肩
輿

を
禁
ず
、
若
し
事
故
に
依
て
通
行
す
る
者
、
必

ず
湖
水
の
方
に
は
芝
を
掩
ふ
て
、
慢
ら
ざ
る
を

示
す
、 

・
・
◆
・
・ 

伊
作
古
記
に
、
壽
永
中
、
源
大
將
軍
の
佐
々
木

四
郎
高
綱
に
賜
り
し
、
池
月
と
い
ふ
名
馬
は
、

薩
摩
國
頴
娃
郡
池
田
の
牧
よ
り
出
た
り
と
記
せ

り
、
池
月
と
名
づ
け
た
る
は
、
池
田
の
名
よ
り

取
り
し
な
る
べ
し
、 


