
日本風景街道「日南海岸きらめきライン」

日本風景街道大学が日本風景街道大学が
もたらしたもの

日南海岸地域シ ニックバイウェイ推進協議会日南海岸地域シーニックバイウェイ推進協議会



日南海岸きらめきラインがめざすものは

住んで良し、訪れて良しの住んで良し、訪れて良しの
魅力あふれる日南海岸地域魅力あふれる日南海岸地域

訪れる人と迎える地域の
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日本風景街道大学開講の経緯

日本風景街道はどこへ、どう向かうべきか？

真にパートナーシップを発揮したい

他のルートはどんな活動・運営をしているのか？他のル トはどんな活動 運営をしているのか？

担い手をもっと増やしたい

○第1回開講 平成23年10月29・30日

○第2回開講 平成24年 1月21・22日

○第3回開講 平成25年 1月12・13日○第3回開講 平成25年 1月12・13日

○第4回開講 平成26年 1月10・11日

○第5回開講 平成27年 1月9日・10日・11日



回毎に抱える課題の解決策をさぐるテーマを設定

○第1回開講 平成23年10月29・30日

テ マ／日本風景街道とはテーマ／日本風景街道とは

○第2回開講 平成24年 1月21・22日

テ マ／記紀編纂1300年テーマ／記紀編纂1300年

○第3回開講 平成25年 1月12・13日

テーマ／国際交流観光

○第4回開講 平成26年 1月10・11日

テーマ／つ・な・が・る

○第5回開講 平成27年 1月9日・10日・11日○第5回開講 平成27年 1月9日 10日 11日

テーマ／風景街道における「道の駅」



テーマに合わせて多才で多彩な講師陣と多様な受講者

【講師陣】 【受講者】

国土交通省

日本風景街道コミュニティ

テーマによって変わる受講
者／景観・観光・産業・地域

日本風景街道コミュニティ

他ルートの事例
振興など多様な興味・関心
を持った、各行政機関、企
業 活動団体 個人 そして

郷土史家

沿道景観のプロ

業、活動団体、個人、そして
大学

※ 誰が受講しても良い
沿道景観のプ

言語政策学会

海 旅 ジ

※ 誰が受講しても良い。

※ 行政マンでも公務では
な 個 参 が海外の旅行エージェント

内外の「道の駅」

なく個人としての参加が
増えたことが興味深い。

サイクルツーリズム
※ 毎回120名前後が受講



日南海岸きらめきラインの歩みを振り返ると…

【年表】

H16年度 「シーニックバイウェイとは」を学ぶ

H17年度 民間活動団体が集まって推進協議会設立

H18年度 日本風景街道に名乗りを上げる

年度 九州風景街道第 号とし ト認定

準備期準備期

H19年度 九州風景街道第1号としてルート認定
・社会実験「通り名で道案内」
・景観診断
・花で地域を結ぶ一斉活動を開始（以後 継続）・花で地域を結ぶ 斉活動を開始（以後、継続）
・花の苗供給システムを開始（以後、継続）

Ｈ20年度
社会実験「まちナビ」

創成期
↓

創成期
↓・社会実験「まちナビ」

H21年度
・社会実験「回遊性を高める道の使い方実証実験」
魅力 プ作成

↓
実績づくり

（内外に示す）

↓
実績づくり

（内外に示す）・魅力マップ作成
・神話語り部ツアー
・テーマ旅モデルツアー

（内外に示す）（内外に示す）

H22年度
・神話ガイドブック作成 ・日本風景街道大学開講



日南海岸きらめきラインの歩みを振り返ると…

【年表】

H23年度 ～H27年度
・風景街道大学 熟成期熟成期・風景街道大学
・花の苗供給システム
・花で地域を結ぶ一斉活動
・各エリア毎の継続的活動

熟成期
↓

次のステップへの

熟成期
↓

次のステップへの各 リア毎の継続的活動
・風景を磨く診断
・暖竹一掃大作戦
・自転車の活用

次のステップへの
準備期

次のステップへの
準備期

日本風景街道はどこへ、どう向かうべきか？
真にパ トナ プを発揮した真にパートナーシップを発揮したい
他のルートはどんな活動・運営をしているのか？
担い手をも と増やしたい担い手をもっと増やしたい



日南海岸きらめきライン大切にしていること

日本風景街道の理念

日本風景街道は、郷土愛を育み、日本列島の魅力・
美しさを発見、創出するとともに、多様な主体による
協働 もと 景観 自然 歴史 文化等 地域資源を協働のもと、景観、自然、歴史、文化等の地域資源を
活かした国民的な原風景を創成する運動を促し、以
って 地域活性化 観光振興に寄与し これによりって、地域活性化、観光振興に寄与し、これにより、
国土文化の再興の一助となることを目的とします。

↓↓

・住民（地域）が主役（発意が地域にある）
多様な主体の担い合い補い合い・多様な主体の担い合い補い合い

・風景（景観・くらし・文化）を磨く



日本風景街道「日南海岸きらめきライン」

風景を磨くと う と風景を磨くということ

日南海岸地域シ ニックバイウェイ推進協議会日南海岸地域シーニックバイウェイ推進協議会



「うつくしの道づくり」のDNAは、沿道修景の歴史にある

『『大地 絵をかく大地 絵をかく』』○昭和１１年頃～

宮崎交通㈱の初代社長、本県観光の父と呼ばれれてい
る岩切章太郎氏が 日南海岸堀切峠に クスを植栽

『『大地に絵をかく大地に絵をかく』』

る岩切章太郎氏が、日南海岸堀切峠にフェニックスを植栽。

それぞれの観光地が遠く、道路整備も進んでいなかった
ため、訪れた人々を少しでも楽しませようと、観光地と観光、訪れ 人 を少 も楽 ま う 、観光地 観光
地結ぶ道路に植栽を始めた。



宮崎県は全国に先駆けて、昭和44年「沿道修景美化条例」制定

○昭和３４年～

『全県下花いっぱい運動』の展開→【全県公園化構想】

○昭和３７年～

行政として沿道修景への取り組みが開始

○昭和 年○昭和３８年～

『美しい郷土づくり運動推進協議会』 （県内の関係機関・団体により結成）

○昭和４４年○昭和４４年

沿道修景美化条例の制定（全国初）

○平成１６年 景観法の制定

県としては、平成１９年に宮崎県景観形成基本方針を策定

県民の道守文化を育んだ県民の道守文化を育んだ県民の道守文化を育んだ県民の道守文化を育んだ

『『大地に絵をかく大地に絵をかく』』



社会情勢の変化により新たな担い手へのシフト

宮崎交通と県・国による沿道修景宮崎交通と県・国による沿道修景宮崎交通と県・国による沿道修景宮崎交通と県・国による沿道修景

○平成17年～

民間の担い手であった、宮崎交通が修景事業から撤退民間の担い手であった、宮崎交通が修景事業から撤退

→公共用地の宮崎交通が管理していた修景木は国・県・市
に引き継がれる

成 年度○平成17年度

日南海岸地域シーニックバイウェイ推進協議会設立

○平成18年度～○平成18年度～

日南海岸きらめきラインによる「うつくしの道づくり」活動開始

地域住民と、県・国・市による地域住民と、県・国・市による
沿道修景へシフト沿道修景へシフト

地域住民と、県・国・市による地域住民と、県・国・市による
沿道修景へシフト沿道修景へシフト沿道修景へシフト沿道修景へシフト沿道修景へシフト沿道修景へシフト



とても大切なことをはぐくんできた

民学 官

多様なテーマ
を掲げた

まちづくり
景観

国・県・３市の
道路管理

民学 官

４５の民間団体
からなる
協議会

観
をテーマとする
宮崎大学の

研究室

観光を
担当する

行政連絡会

地域住民地域住民



花の苗を自ら生産し活動へ供給する



花の苗を自ら生産し活動へ供給する



テーマでつなぐ「花で地域を結ぶ一斉活動」





でも、課題が…その２



日本風景街道大学で2年度に亘ってテーマとして取り上げた



課題解決のテーブルを設置

国
植物の
専門家

ランドスケープ
の専門家

パートナーが担い合い・補い合うパートナーが担い合い・補い合う

国専門家 の専門家

トナ が担 合 補 合うトナ が担 合 補 合う

県 道路

市・道路 市・観光県・観光
県・道路

活動団体



課題解決のテーブルを設置



具体的な対策へ動き出す



具体的な対策へ動き出す



具体的な対策へ動き出す



具体的な対策へ動き出す



世代交代の準備が始まった

【年表】

H23年度 ～H27年度
・風景街道大学 熟成期熟成期・風景街道大学
・花の苗供給システム
・花で地域を結ぶ一斉活動
・各エリア毎の継続的活動

熟成期
↓

次のステップへの

熟成期
↓

次のステップへの各 リア毎の継続的活動
・風景を磨く診断
・暖竹一掃大作戦
・自転車の活用

次のステップへの
準備期

次のステップへの
準備期

次のステップとは
社会情勢の変化に対応する・社会情勢の変化に対応する

（6次産業とグローバル化、地方創生）
次世代が主役になる・次世代が主役になる


