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第１章 はじめに 

１ 計画策定の趣旨 

本県は、国籍、人種、民族、宗教を問わず、人々が人生の夢を実現し、幸せを実感できる、美し

い富士山の姿にふさわしい地域をつくり、誰もが平和で安心して暮らすことができる、物も心も豊

かな新しい日本づくりのロール・モデルを目指している。 

 

人口減少や少子高齢化、グローバル化により社会構造の変化が進行する中、本県が将来に向け持

続的な発展と真に豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図っていく上で、観光が果たす役割の重要

性は、これまでになく高まっている。 

観光は、お互いの国家間及び個人間に友好的な関係が保たれなければ拡大が望めない平和と安定

の象徴であり、観光交流の拡大には、人種や文化、思想信条の違いを認めて、友好的に共存する相

互理解が必要不可欠である。 

このため、観光の振興は、国内外の交流人口の拡大により、地域経済の活性化や雇用の増大など

の経済的な効果だけでなく、異なる価値観や多様性の尊重、国際的な相互理解の促進、地域への愛

着や誇りの醸成など、県民の皆様にとって多くの効果が期待できる。 

 

本県は、世界文化遺産の富士山をはじめ伊豆半島や南アルプス、浜名湖などに代表される豊かで

美しい自然に恵まれている。 

また、日本有数の温泉、生産品目数日本一の食材、日本を代表する景観の茶園、さらには国宝久

能山東照宮などの歴史的建造物など、多彩で魅力ある世界クラスの観光資源を豊富に有しており、

観光大国になるために必要な４条件である「自然・気候・文化・食」の全てを備えている日本の縮

図である。 

 

 本県は、今後、ラグビーワールドカップ 2019 や東京 2020 オリンピック・パラリンピックなどの

世界的イベントや、デスティネーションキャンペーンの開催などを契機に、国内外から、かつて無

いほどの注目を集める時期を迎える。 

この機を最大限に活かし、国内外の観光交流の一層の拡大を図ることにより、本県の持続的な発

展と真に豊かで活力に満ちた地域社会の実現を目指す。 

 

このため、観光を巡る急速な環境の変化に迅速かつ的確に対応し、観光に関する施策を総合的に

推進することを目指し、観光振興条例（平成 26 年条例第 81 号）第 11 条の規定に基づき、本計画

を策定する。 
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２ 計画の位置付け 

本計画は、静岡県観光振興条例（平成 26 年 10 月制定）第 11 条に基づく基本計画であるととも

に、静岡県総合計画「静岡県の新ビジョン」における観光分野の分野別計画である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画期間 

計画期間は、長期的な展望を視野に入れつつ、静岡県総合計画「静岡県の新ビジョン」に合わせ、

2018 年（平成 30 年）度から 2021 年度までの４年間とする。 
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第２章 本県の観光の現状と課題 

１ 観光を取り巻く環境の変化 

(1) 人口減少と少子高齢化 

 静岡県の人口は、2005 年（平成 17 年）の約 379 万人をピークに減少が続いており、2015 年ま

での 10 年で約 10 万人減少している。 

特に、2013 年以降は、毎年 6,000 人から 7,000 人と、全国ワースト２位からワースト５位の転

出超過が続いており、交流人口の拡大とともに、本県の魅力向上などによる定住人口の維持・増

加が求められている。 

また、静岡県における人口減少対策として、地域の活力を維持・伸長させる施策の構築に資す

る提言を行うことを目的として設置された「人口減少問題に関する有識者会議（座長：上智大学

経済学部教授 鬼頭 宏）」においても、「外国人を呼び込む戦略的な取組」や「静岡県の持つ世

界水準の魅力を活かした交流の拡大」など、観光における取組は重要な位置付けとなっており、

大きく期待されているところである。 

静岡県の人口動態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：静岡県「国勢調査」 

静岡県の転入転出者の状況        （単位：人） 

転入者 転出者 
区 分 

 対前年  対前年 
転入超過 全国順位 

2013 年 50,407 ▲ 1,562 57,299 1,378 ▲ 6,892 ワースト２位

2014 年 48,814 ▲ 1,593 56,054 ▲ 1,245 ▲ 7,240 ワースト２位

2015 年 50,639 1,825 56,845 791 ▲ 6,206 ワースト５位

2016 年 49,211 ▲ 1,428 55,601 ▲ 1,244 ▲ 6,390 ワースト４位

出典：総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告」に基づき、静岡県が作成 
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(2) 世界の観光の状況 

 観光は、世界において過去数十年にわたり拡大と多様化を続け、世界最大かつ最速の成長を見

せる経済部門のひとつとなっている。 

 2016 年（平成 28 年）の世界全体における国際観光客到着数は 12.4 億人（対前年比４％増）

となり、2009 年のリーマンショック以降、年間約 5,000 万人ずつ増加している。この傾向は、

今後も続くと見込まれており、国連世界観光機関による「UNWTO 2030 長期予測（Tourism Toward 

2030）」によると、2030 年の国際観光客到着数は 18 億人に達すると予想されている。 

特に、アジア太平洋地域を訪れた国際観光客数は、2016 年に３億 290 万人（対前年比 8.4％

増）となり、2006 年から 2016 年までの 10 年間で、世界シェアを５％拡大させるなど、ここ数年

著しい増加傾向にあることから、この流れを本県に効果的に引き込むことにより、本県の持続的

な発展と真に豊かで活力に満ちた地域社会の実現を目指していく必要がある。 
 

億人              国際観光客到着数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国連世界観光機関（UNWTO）の数値に基づき、静岡県が作成 

 

国際観光客到着数の地域別割合 

2006 年から 2016 年までの地域別シェア         2016 年の地域別受入数 

地 域 2006 年 2011 年 2016 年 

ヨーロッパ 55.7％ 52.4％ 50.2％

アジア太平洋  19.4％  21.9％  24.5％

アメリカ 16.0％ 15.7％ 16.3％

アフリカ 4.6％ 5.0％ 4.7％

中東 4.3％ 5.0％ 4.4％

 

出典：国連世界観光機関（UNWTO）の数値に基づき、静岡県が作成 

ヨーロッパ 

61,970 万人 

50.2％ 
アジア太平洋 

30,290 万人 

24.5％ 

アメリカ 

20,090 万人 

16.3％ 

アフリカ 

5,820万人

4.7％ 

中東 

5,360万人

4.4％ 

12.4 
億人 

2030 年までの 14 年間で、

2016 年の約 1.5 倍となる 

18 億人に達すると予想 
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2015 年（平成 27 年）の日本の国際観光客の受入数は、1,974 万人で、世界 16 位（アジア５

位）、世界シェア 1.6％であり、国際観光収入は、250 億米ドルで、世界 13 位となっている。 

しかし、日本より上位にある国々と比較した場合、我が国は自然や文化などの観光資源に加え、

宿泊施設や社会インフラなど、受入環境が充実していることから、更に上位に位置できる潜在力

があるものと考えられる。（ただし、各国・地域ごと、異なる統計基準により算出されている。） 

 

2015 年 外国人旅行者受入数        （単位：万人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国連世界観光機関、各国政府観光局の数値に基づき、日本政府観光局（JNTO）が作成 

 

2015 年 国際観光収入        （単位：億米ドル） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

出典：国連世界観光機関、各国政府観光局の数値に基づき、日本政府観光局（JNTO）が作成 

1,974 万人 

250 億米ドル 
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(3) 訪日外国人旅行者の状況 

訪日外国人旅行者数は、2016 年（平成 28 年）に 2,404 万人（対前年比 21.8％増）まで増加

し、ビザ発給の要件緩和などの施策や富士山や和食の世界遺産登録を背景に、2012 年以降、大幅

な伸びを続けている。 

2016 年の訪日外国人旅行者の国籍・地域は、中国（637 万人、26.5％）、韓国（509 万人、21.2％）、

台湾（417 万人、17.3％）、香港（184 万人、7.7％）となっており、アジア地域だけで訪日外国

人旅行者の 80％以上を占めている。 
 

訪日外国人旅行者数の推移              2016 年 

訪日外国人旅行者の国籍・地域内訳 

                        

 

 

 

 

 

 

 

出典：日本政府観光局（JNTO）資料に基づき、静岡県が作成 

 

訪日外国人旅行者による日本国内における消費額は、2012 年以降急速に拡大し、「爆買い」と

呼ばれた外国人旅行者の消費行動は落ち着いたものの、2016 年に３兆 7,476 億円（対前年比

7.8％増）まで伸びている。 

2016 年の訪日外国人旅行消費額の国・地域別では、中国１兆 4,754 億円（39.4％）、台湾 5,245 

億円（14.0％）、韓国 3,577 億円（9.5％）、香港 2,947 億円（7.9％）となっており、これら上

位アジア４か国・地域で総額の 70％以上を占めている。 
 

訪日外国人旅行者の消費額の推移            2016 年 

消費額の国・地域別消費額内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：観光庁｢訪日外国人消費動向調査｣に基づき、静岡県が作成 
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(4) 観光における経済効果 

 観光庁の「旅行・観光産業の経済効果に関する調

査研究」（2015 年版）によると、2015 年（平成 27

年）の観光消費額 25.5 兆円が生み出す生産波及効

果は 52.1 兆円（中間投入部分による重複あり）、雇

用効果は 440 万人と推計されている。 

 この生産波及効果 52.1 兆円は、産業全体の産出

額998.5 兆円の 5.2％を占め、雇用効果440万人は、

就業者数6,617 万人の6.7％に相当する規模になっ

ている。 

出典：観光庁｢旅行・観光産業の経済効果に 

関する調査研究｣（2015 年版） 

 

(5) 旅行形態や観光客のニーズの多様化 

日本観光振興協会の「観光の実態と志向」によると、「ひとり

旅」の割合は、10 年前から約 10％増加し、2015 年には 14％に

まで増えてきている。 

また、株式会社リクルートライフスタイルの「じゃらん宿泊

旅行調査」によると、宿泊旅行の目的においても、「地元の美味

しいものを食べる」や「温泉や露天風呂」と並んで「まち歩き、

都市散策」が上位となっている。 

訪日外国人旅行者も同様で、観光庁の調査によれば、「訪日前

に期待していたこと」としては「日本食を食べること」がトッ

プで、数年前から「ショッピング」を上回るようになったほか、

「繁華街の街歩き」や「日本の歴史、伝統文化体験」も伸びて

きており、観光客のニーズは、「モノ消費」から「コト消費」へ

変化している。 
出典：観光庁｢平成 28 年 訪日外国人消費動向調査｣ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

出典：株式会社リクルートライフスタイル「じゃらん宿泊旅行調査 2017」 
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 (6) 観光立国推進基本計画 

訪日外国人旅行者の増加に伴い、観光は、我が国の経済を支える産業へと成長しつつあり、「明

日の日本を支える観光ビジョン構想会議」（平成 28 年３月、議長：内閣総理大臣）では、2020 年

に訪日外国人旅行者数を 4,000 万人、訪日外国人旅行消費額を８兆円とし、さらに 2030 年には

訪日外国人旅行者数を 6,000 万人、訪日外国人旅行消費額を 15 兆円とすることを目指し、その

実現のための施策を、「明日の日本を支える観光ビジョン」としてとりまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：観光庁｢明日の日本を支える観光ビジョン構想会議（平成 28 年３月）｣ 

 

新たな観光立国推進基本計画の方向性 

国は、「明日の日本を支える観光ビジョン」（平成 28 年３月 30 日 明日の日本を支える観光ビ

ジョン構想会議決定）を踏まえ、「観光は我が国の成長戦略の柱、地方創生への切り札であると

いう認識の下、拡大する世界の観光需要を取り込み、世界が訪れたくなる「観光先進国・日本」

への飛躍を図る」こととしている。 
 

○観光立国の実現に関する施策についての基本的な方針 

① 国民経済の発展 
観光を我が国の基幹産業へ成長させ、日本経済を牽引するとともに、 

地域に活力を与える。 

② 国際相互理解の増進 
観光を通じて国際感覚に優れた人材を育み、外国の人々の我が国への 

理解を深める。 

③ 国民生活の安定向上 
全ての旅行者が「旅の喜び」を実感できるような環境を整え、観光に 

より明日への活力を生み出す。 

④ 災害、事故などの 

リスクへの備え 
国内外の旅行者が安全・安心に観光を楽しめる環境をつくり上げる。 
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２ 本県の観光の現状及び課題 

(1) 前計画「ふじのくに観光躍進基本計画」の概要 

① 前計画「ふじのくに観光躍進基本計画」の基本理念と施策体系 

前計画においては、団体旅行から個人旅行が主流となったことにより、体験型やテーマ性の強

い旅行に対するニーズの増加に対応するため、各地域における着地型観光商品の造成や、本県へ

訪れる安・近・短の観光客に提供できるリーズナブルな旅行を目指した計画を策定した。 

 

前計画「ふじのくに観光躍進基本計画」の概要 

策定根拠 総合計画の具現化のための観光分野における基本計画 

策定時期 平成 26 年３月 

計画期間 平成 26 年度～平成 29 年度（４年間） 

基本理念 世界水準の持続的な観光地づくり 

創 る 

“ふじのくに”の真の魅力を活用した「観光地づくり」 

 世界遺産富士山をはじめとする世界標準の観光資源を活かし、来訪者が

感動し何度でも訪れたくなる観光地の形成を目指す。 

● 着地型観光商品の企画支援 

● 各種ツーリズムの促進 

   ● 伊豆半島ジオパークの推進 

● 映画・ドラマなどの誘致 

誘 う 

ターゲットを明確にした「誘客促進」 

高速道路網の整備により交通アクセスが飛躍的に向上する関東圏や中京

圏、さらには台湾等の空港就航先、経済成長の著しい東南アジアなどター

ゲットを明確にした上で、効果的なプロモーションを展開する。 

  ● 歴史資源などを活用した誘客促進 

  ● 販路拡大の支援 

  ● 静岡空港の利活用推進 

  ● コンベンション誘致 

主 

 

な 

 

施 

 

策 

もてなす 

おもてなし日本一の「基盤づくり」 

観光案内所機能の充実、多言語案内標識設置などの観光施設整備、観光

産業を担う人材育成、観光における危機管理の充実等に取り組む。 

  ● 観光人材の育成 

  ● 観光案内所の機能充実  

  ● 観光統計の整備 

● 観光施設の整備 
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② 前計画「ふじのくに観光躍進基本計画」の進捗状況 

計画指標に掲げた 13 項目における平成 28 年度実績の達成状況は、「目標値以上」が３項目、「Ｂ」

が５項目、「Ｃ」が５項目となっている。訪日外国人旅行者の増加を背景に、宿泊者数などの指

標は順調であるが、満足度の指標は低調である。 

進 捗 状 況 
№ 分 類 計画指標 単位

基準 H26 H27 H28 

最 終 
目 標 

達 成
状 況

１ 
観光地の魅力や特徴に 

大変満足した人の割合 
％

32.9
(H24)

－ 44.4 34.4 50 Ｃ 

 

２ 

“ふじのくに” 

の真の魅力を 

活用した 

観光地域づくり 
地域の多様な主体が 

参画した観光地域づくり 

に取り組む事業主体数 

事業

体

15
(H25)

23 27 29 30 Ｂ 

３ 観光交流客数 万人
13,808
(H24)

14,794 14,934 15,294 16,000 Ｂ 

４ 宿泊客数 万人
1,790
(H24)

1,881 1,988 1,943 1,900
目標値

以上

５ 外国人延べ宿泊者数 千人
474

(H24)
747 1,630 1,570 2,300 Ｂ 

６ 

ターゲットを 

明確にした 

誘客促進 

富士山静岡空港 

外国人出入国者数 
千人

81
(H24)

191 335 216 422 Ｃ 

７ 

静岡県の旅行に 

大変満足した旅行者の 

割合 

％
32.7

(H24)
－ 43.2 34.9 50 Ｃ 

８ 

おもてなし 

日本一の 

基盤づくり 宿泊施設関係者の 

おもてなし研修などの 

延べ受講者数 

人
2,099
(H24)

3,721 4,541 5,301 5,600 Ｂ 

９ 
広域交流と 

連携の促進 

他県との連携による 

旅行会社の招聘ツアー、 

観光展などへの出展及び 

セールス実施回数 

回
11

(H24)
25 25 20 30 Ｃ 

10 都市農村交流人口 千人
15,899
(H24)

19,640 19,760 20,068 22,000 Ｂ 

11 

総 

 

 

合 

 

 

計 

 

 

画 

 

 

指 

 

 

標 

農山漁村地域 

の魅力を活用 

した交流促進 
グリーン・ツーリズムなど 

の指導者研修受講者数 
人

327
(H24)

443 630 528 350
目標値

以上

12 

旅行中のレジャー活動 

に占める 

体験型観光の割合 

％
32.0

(H24)
－ 25.7 34.9 40.0 Ｃ 

13 

（分野別計画） 

観光躍進基本計画 

県内旅行消費額 億円
5,728
(H24)

－ 5,736 6,888 6,700
目標値

以上

達成状況：目標値以上 ＝ 「H28 の進捗状況」が「最終目標」以上のもの 

Ａ  ＝ 「H28 の進捗状況」が「期待値」の推移の＋30％超え～「最終目標」未満のもの 

Ｂ  ＝ 「H28 の進捗状況」が「期待値」の推移の±30％の範囲のもの 

Ｃ  ＝ 「H28 の進捗状況」が「期待値」の推移の－30％未満のもの 

平成 29 年度末に目標を達成するものとして、基準値から最終目標に向けて各年平均推移を「期待値」とする。 
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(2) 本県に訪れる観光客の状況 

2016 年度（平成 28 年度）の観光交流客数は、１億 5,294 万人で、東日本大震災などの影響に

より減少した 2011 年度以降は増加に転じ、2013 年度以降、最高値を更新し続けている。 

宿泊客数は 1,943 万人で、このうち伊豆地域が 1,125 万人と約６割を占めている。しかし、1991

年度（平成３年度）には約 2,000 万人あった伊豆地域の宿泊客数は、近年、約 1,000 万人程度と、

当時の半数程度で推移しており、本県の宿泊客数の増加に向けては、伊豆地域の宿泊客数の回復

とともに、他地域の底上げが課題となっている。 
 

年度別観光交流客数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：静岡県｢平成 28 年度 静岡県観光交流の動向｣ 

 

年度別、地域別宿泊者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：静岡県｢平成 28 年度 静岡県観光交流の動向｣ 

万人 

万人 
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 2016 年度（平成 28 年度）の本県を訪れた旅行者の満足度は「大変満足」との回答が 34.9％あ

り、旅行先として選んだ理由は、「自然」や「近さ」、「温泉」が多い。 

伊豆地域では「温泉」や「スポーツ、体

験等」、富士地域では「買物」や「水族館、

遊園地等」、中部地域では「温泉」や「買

物」、「味覚」、西部地域では「水族館、遊

園地等」や「スポーツ、体験等」、「味覚」

が選ばれた理由となっている。 

このように各地域において、旅行先とし

て選ばれる理由も異なっており、本県の豊

富で多彩な地域資源を活用するためには、

市場のニーズを十分に把握した上、多様な

主体との連携による商品企画と誘客促進

が必要である。 

 

 

 

出典：静岡県｢平成 28 年度 静岡県における観光の 

流動実態と満足度調査｣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：株式会社リクルートライフスタイル「じゃらん宿泊旅行調査 2017」 

本県が旅行先に選ばれた理由 
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上段数値：宿泊客数  

下段数値：外国人割合 

1,684 万人 

(1.72%) 

1,790 万人 

(2.44%) 

1,822 万人 

(2.68%) 

1,881 万人 

(3.74 %) 

1,966 万人 

(7.72%) 

1,943 万人 

(7.39%) 

本県の宿泊客数は、近年、2,000 万人泊程度で推移しており、そのうち外国人の割合が約７％

程度であることから、本県における国内観光市場の重要性は変わらない。しかし、今後、人口減

少や少子高齢化の進行により、国内観光市場の縮小傾向が見込まれる。 

本県での旅行者の平均宿泊日数は 1.4 日で、全国平均宿泊日数の 2.2 日と比較して少ないこと

から、体験型観光の推進などにより滞在期間の長期化とともに、旅行消費額の拡大を図る必要が

ある。 

   宿泊客数の推移と外国人の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：静岡県｢静岡県観光交流の動向｣と観光庁｢宿泊旅行統計調査｣の数値に基づき、静岡県が作成 

外国人の割合は、観光庁｢宿泊旅行統計調査｣に基づき暦年の外国人割合を準用 

 

 

平均宿泊日数の推移 

 

全国平均 ： 2.2 日 

静 岡 県 ： 1.4 日 

 

 

 
 

出典：静岡県｢静岡県観光交流の動向｣と観光庁｢旅行・観光消費動向調査｣の数値に基づき、静岡県が作成 

 

本県を訪れる日本人宿泊客は、関東地方と中部地方からが約８割を占めている。 

本県近郊から自家用車により訪れる旅行者が多く、再訪回数は比較的多いものの、現地消費額

は少ない。 

このため、農林水産業者や商工業者など、様々な地域の主体が連携した付加価値の高い旅行商

品の企画造成などによる地域における消費拡大が必要である。 

 

2016 年 宿泊旅行における消費額       (単位：円) 

区 分 総 額 現地小遣い 交通費 宿泊費 

静岡県 34,500  10,000 8,500 16,000

全国平均 47,200  15,800 15,400 16,000

出典：(株)リクルートライフスタイル｢じゃらん宿泊旅行調査 2017｣ 

日 

万人 
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宿泊客の居住地別、地域別割合 （単位：％）      再訪割合  （単位：％） 

宿 泊 客 

区 分 
 

伊豆 
地域 

富士 
地域 

中部 
地域 

西部
地域

再訪回数 静岡県 全国平均

静岡県 10.8 4.7 1.6 3.2 1.3 初回訪問者 22.6 28.3

北海道・東北 1.3 0.9 0.1 0.2 0.1 ２回 13.6 14.5

関東  63.2  45.7 6.9 6.3 4.2 ３回 10.0 10.8

中部  16.2   6.4 3.2 3.4 3.2 ４回 4.7 4.3

近畿   7.3   2.3 1.9 1.7 1.4 ５～９回  17.2 15.6

中国・四国 0.7 0.3 0.2 0.3 0.0 10 回以上  31.9 26.4

九州・沖縄 0.5 0.2 0.0 0.2 0.1 出典：(株)リクルートライフスタイル

出典：静岡県｢平成 28 年度 静岡県における観光の流動実態と満足度調査｣     ｢じゃらん宿泊旅行調査 2017｣ 

 

日本人の国内旅行は、個人の価値観の多様化などにより、全国的に若い世代の旅行離れが見ら

れ、特に、本県を訪れる宿泊客は、比較的年齢層が高い層が多いことや、家族旅行で訪れる割合

が高いことが特徴である。 

そのため、今後の高齢化の進行に伴い、来訪者に快適な旅行を提供するためには、ユニバーサ

ルデザインへの対応などによる受入環境の整備に取り組んでいく必要がある。 

 

宿泊旅行者の性別・年代別構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同行者の種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：(株)リクルートライフスタイル｢じゃらん宿泊旅行調査 2017｣ 
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(3) 訪日外国人旅行者の状況 

2016 年（平成 28 年）の本県の訪日外国人宿泊者数は 157 万人泊で、前年に比べ、中国人観光

客の影響により減少したものの、世界的な観光客の増加や国の施策の推進により訪日外国人旅行

者は今後も増加する見込みである。 

しかし、訪日外国人宿泊者数の 60％以上を関東地方及び近畿地方で占めており、この２地域の

間にある本県は目的地でなく通過点になっている状況にあることから、県域ＤＭＯ「静岡ツーリ

ズムビューロー」（ＴＳＪ）や地域連携ＤＭＯとの連携により、効果的な訪日外国人旅行者の取

込みを進めていく必要がある。 
 

都道府県別訪日外国人宿泊者数の推移 

2014 年 宿泊者数(人泊) 2015 年 宿泊者数(人泊) 2016 年 宿泊者数(人泊) 順 
位 全 国 44,824,600 全 国 65,614,600 全 国 69,388,940

１ 東京都 13,195,260 東京都 17,560,590 東京都 18,059,960

２ 大阪府 6,200,160 大阪府 8,965,670 大阪府 10,008,830

３ 北海道 3,890,590 北海道 5,641,140 北海道 6,554,220

４ 京都府 3,291,010 京都府 4,578,670 京都府 4,602,810

５ 千葉県 2,667,200 沖縄県 3,684,870 沖縄県 3,859,790

６ 沖縄県 2,388,550 千葉県 3,500,370 千葉県 3,344,800

７ 愛知県 1,489,680 福岡県 2,359,700 福岡県 2,674,110

８ 神奈川県 1,432,500 愛知県 2,347,290 愛知県 2,393,190

９ 福岡県 1,357,300 神奈川県 2,156,320 神奈川県 2,160,600

10 山梨県 948,880 静岡県 1,739,620 静岡県 1,570,350

11 静岡県 786,310 山梨県 1,252,130 山梨県 1,371,300

12 兵庫県 697,910 兵庫県 1,207,020 長野県 1,134,940

出典：観光庁｢宿泊旅行統計調査｣ 

 

2016 年 地域別訪日外国人宿泊者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：観光庁｢宿泊旅行統計調査｣に基づき、静岡県が作成 

万人泊 

静岡県 157 万人泊

 全国シェア：2.3% 

 全国順位：10 位 
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本県の訪日外国人宿泊者数は、中国国籍の方が約 70％近くを占めている実状にあるため、富士

山静岡空港の中国路線減便などの影響を受けて、2015 年（平成 27 年）の 174 万人から、2016 年

は 157 万人と約１割減少した。 

このため、来訪国籍が偏ることによるリスクを回避するとともに、国籍や地域ごとの消費単価

や文化、嗜好の違いなどを勘案し、新たな市場を開拓としていく必要がある。 
 

2016 年 国籍別訪日外国人宿泊者数     （単位：人泊） 

国・地域 全 国 割 合 静岡県 割 合 

中 国 16,866,960 26.3％ 977,510  69.1％

台 湾 10,528,620 16.4％ 129,520 9.2％

韓 国 7,740,220 12.1％ 44,180 3.1％

香 港 5,209,240 8.1％ 20,860 1.5％

アメリカ 4,293,330 6.7％ 37,620 2.7％

タ イ 2,394,180 3.7％ 31,940 2.3％

その他の国・地域 17,034,180 26.7％ 173,260 12.1％

合 計 64,066,730 1,414,890 

出典：観光庁｢宿泊旅行統計調査｣に基づき、静岡県が作成 

※ 従業員数 10 人以上の施設のみの統計のため、合計は合わない 
 

2016 年 訪日外国人旅行者の国籍別、地域別消費額   （単位：円、泊） 

訪日外国人１人当たり旅行支出 
国籍・地域 総 額 

宿泊費 飲食費 交通費 娯楽費 買物代 その他 

平均
泊数

全国籍・地域 155,896  42,182 31,508 17,838 4,725 59,323  320 10.1

オーストラリア 246,866  99,802 51,202 40,169 17,957 37,587  150 13.2

中国 231,504  44,126 38,943 19,917 5,014 122,895  609 11.8

スペイン 224,072  92,211 49,103 44,168 6,482 32,052  57 14.0

イタリア 198,000  78,597 45,299 38,900 9,315 25,596  293 12.8

ロシア 190,874  61,845 31,004 21,812 7,258 64,889  4,067 21.1

フランス 189,006  75,462 40,799 34,590 7,830 30,299  26 16.0

ベトナム 186,138  49,314 54,182 19,556 4,125 58,883  77 35.4

イギリス 181,795  80,131 41,220 30,011 6,408 24,000  24 12.6

アメリカ 171,418  70,707 41,137 27,856 5,427 26,111  180 14.1

ドイツ 171,009  78,849 36,899 29,715 5,068 20,350  128 14.0

シンガポール 163,210  58,462 34,903 24,891 3,242 40,428  1,285 8.0

香港 160,230  41,501 34,570 17,328 4,412 62,389  29 6.3

カナダ 154,977  55,366 36,319 28,509 5,184 29,326  273 12.8

インド 144,275  61,354 27,379 19,713 2,784 32,971  74 22.8

インドネシア 136,619  47,117 22,586 27,171 5,051 34,665  28 15.0

マレーシア 132,353  41,047 27,753 19,799 3,671 40,023  60 11.7

タイ 127,583  34,532 25,858 16,529 4,821 45,414  430 9.9

台湾 125,854  33,634 26,611 14,126 4,137 47,122  224 7.4

フィリピン 112,228  33,192 26,505 13,419 4,959 34,093  59 28.3

韓国 70,281  22,090 17,847 7,505 3,042 19,562  234 4.5

その他 183,083  67,698 41,889 29,633 6,505 37,333  24 18.9

出典：観光庁｢訪日外国人消費動向調査｣に基づき、静岡県が作成 
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(4) 本県の観光の強みと弱み 

前述までの本県の現状や課題を踏まえ、本県の強み（魅力）や弱み（課題）などについて、以

下のとおり整理する。 

強 み 弱 み 

○ 日本の象徴 富士山を有する 

○ 東海道や徳川家康などにゆかりのある日本を

代表する歴史・文化資源が存在 

○ 茶やワサビ、マグロなど、品目日本一で、高

品質な農林水産品が豊富 

○ 温暖で穏やかな気候に恵まれ、年間を通して

アクティビティに好適 

○ 首都圏から近く、陸・海・空の交通網が整備

○ 滞在日数や旅行消費額の少なさ 

○ 観光地域づくりにおける関係者の巻き込み不足

○ 観光関係者のマーケティング力の不足 

○ 観光地域づくりを担う専門人材の不足 

○ 外国人や障がい者などの受入環境の未整備 

 

 

 

機 会 脅 威 

○ 国の成長戦略の柱、地方創生の切り札 

2020 年に、訪日外国人旅行者数を 2015 年の

２倍の 4,000 万人、訪日外国人旅行消費額を

2015 年の２倍超の８兆円を目標 

○ 経済成長が見込まれる国をはじめと 

する観光客の増加 

2016 年の世界国際観光客到着数 12.4 億人

（2009 年以降、年間約 5,000 万人ずつ増加）

2016 年の訪日外国人旅行者数 2,404 万人 

（2012年の 836 万人の３倍近くまで増加） 

2016 年の外国人消費額３兆 7,476 億円 

（2012年の１兆846億円の約3.5倍まで増加）

○ ＴＳＪをはじめとするＤＭＯの設立 

2017 年１月に本県のインバウンド需要を取

り込む県域ＤＭＯとしてＴＳＪが設立 

各地域でＤＭＯが設立又は準備 

○ デスティネーションキャンペーンの開催 

2019 年春の開催 

（2018 年から 2020 年のまで取組） 

○ 世界的イベントの開催 

ラグビーワールドカップ 2019 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック 

○ 観光客受入を目指す地域産業等の取組増加 

地産地消を目指した農水産品などとの連携増加

６次産業との連携の増加 

○ 人口減少、少子高齢化、転出超過 

平成 27 年までの 10 年で約 10 万人が減少 

平成25年以降、毎年6,000人以上の転出超過 

 

 

 

 

○ 国内観光市場の縮小 

全国の国内宿泊客数は対前年 99％で推移 

本県の国内宿泊客数は対前年100.7％で推移

 

 

 

 

○ 地震、災害への危惧 

南海、東南海地震に対する危惧 
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第３章 本県の観光が目指す姿 

１ 本県の観光が目指す姿 

(1) 基本理念 
 

「住んでよし」と「訪れてよし」の好循環を生む観光地域づくりによる 

「心の豊かさ」と「経済的な豊かさ」の実現 
 

観光は、国際平和と国民生活の安定を象徴するものであり、その推進は、国際的な相互理解に

つながるほか、交流人口の拡大を通じた地域活性化に資することから、年々、その重要性が高ま

っている。 

現在、世界は、ヒト、モノ、情報が国境を越え活発に行き交う大交流時代にあり、国内外から

多くの旅行者の来訪を目指すためには、その地域の人々の暮らしや環境、景観が、安全で素晴ら

しいと、誰もが感じる地域をつくることが大切である。 

このため、本計画においては、観光を通じて、人や物が豊かで、誰もが平和で安心して暮らす

ことができる美しい富士山の姿にふさわしい地域をつくることで、国内外の観光交流人口の拡大

を図っていく。 

そして、来訪者による「訪れてよし」の評価を通じ、住民の「住んでよし」の地域としての愛

着や誇りを醸成するとともに、来訪者の満足度向上を目指した取組を促進する。これにより、さ

らなる「訪れてよし」の地域としての魅力の向上を図り、多くの来訪者の周遊や滞在、消費に伴

う地域内経済の拡大や活力の向上により、持続的な発展を目指していく。 
 

● 心の豊かさの実現 

  地域の魅力の発見、認識 

   ⇒ 住民の地域への愛着や誇りの醸成 

   ⇒ 旅行者の満足度の向上 
 

● 経済的な豊かさの実現 

  地域の稼ぐ力の向上 

     ⇒ 旅行者の消費額の拡大 

     ⇒ 県民の所得の向上や雇用の増加 

 

 

 (2) 基本方針 

基本理念の実現に向け、本県の観光を取り巻く課題（弱み）である「関係者の巻き込み不足」

や「マーケティング力不足」、「専門人材の不足」などを克服し、魅力（強み）である「世界クラ

スの地域資源」などを最大限活かすため、新たに「共創」、「高品質」、「継続」の視点を取り入れ、

以下の３つの基本方針に基づき各施策に取り組む。 

【新たに取り入れる視点】 

共 創 
ＤＭＯを核とし、多様な主体と共に創る観光地域づくりの推進 

 ⇒ 観光業の振興から地域全体の振興へ 

高品質 
マーケットインの考え方に基づく、他県にはない本県ならではの高品質な体験や価値の提供

 ⇒ より質の高い商品サービスの提供へ 

継 続 
ＰＤＣＡによる継続的な取組による次世代に向けた地域の魅力の向上

 ⇒ 人々を魅了し続ける観光地域へ 
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基本方針１ 国際競争力の高い観光地域づくり 

共創による社会総がかりの観光地域づくりを推進することで、地域住民と旅行者との双方の

満足度を高め、世界から憧れを呼ぶ観光(感幸)地域を目指す。 

 

基本方針２ 観光客の来訪の促進 

マーケットインの考え方に基づき、本県ならではの高品質な体験や価値を提供することによ

り、国内外から多くの観光客の来訪の促進や滞在期間の長期化等を目指す。 

 

基本方針３ 観光人材の育成と来訪者の受入環境の整備 

観光地域づくりを担う即戦力となる人材と将来を担う人材の育成を図るとともに、安全・安

心で快適な受入環境の整備により、世界レベルの観光地域に向けた持続的な発展を目指す。 

 

 

 

２ 数値目標 

基本理念の実現に向けて、次の目標指標を掲げ、進捗を管理する。 

目標指標 基準値 目標値 

本県の旅行に 

大変満足した旅行者の割合 

2016 年度 

34.9％ 

2021 年度 

50.0％ 

心
の
豊
か
さ
の
実
現 

地域への誇り、愛着を持つ 

県民の割合 

2017 年度 

81.4％ 

2021 年度 

90.0％ 

県内旅行消費額 
2016 年度 

6,888 億円 

2021 年度 

7,500 億円 

観光交流客数 
2016 年度 

１億 5,294 万人 

2021 年度 

１億 7,000 万人 

宿泊客数 
2016 年度 

1,943 万人泊 

2021 年度 

2,200 万人泊 

外国人宿泊者数 
2016 年 

157 万人泊 

2021 年 

300 万人泊 

経
済
的
な
豊
か
さ
の
実
現 

県内産食材の調達率が 

５割以上の宿泊施設の割合 

2017 年度 

42.8％ 

2021 年度 

50.0％ 

≪ 基本方針 ≫ 
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第４章 具体的な施策展開 

１ 国際競争力の高い観光地域づくり 
 

共創による社会総がかりの観光地域づくりを推進することで、地域住民と旅行者

との双方の満足度を高め、世界から憧れを呼ぶ観光（感幸）地域を目指す。 

 

これまでの観光地づくりにおいては、地域の強みの整理やマーケティングに基づいた分析が不十分

であるとともに、観光事業者以外の地域の巻き込みなどが欠けていたことから、地域全体の魅力向上

や地域住民の地域に対する愛着や誇りの醸成に結び付いていなかった。 

「住んでよし」と「訪れてよし」を実現するためには、観光事業者だけでなく、農林水産業や商工

業など、多様な関係者を巻き込んだ社会総がかりの観光地域づくりを進めることが求められている。 

このため、各地域のＤＭＯが、マーケティングやマネジメントの強化による戦略的な観光地域づく

りを、地域と一体となって推進していくことを支援するとともに、旅行目的地としての競争力を高め

る取組を支援し、旅行者と地域住民と共に幸せを実感する観光地域を目指していく。 

 

 

(1) ＤＭＯを核とした観光地域づくりの推進 

マーケティングやマネジメントの強化による戦略的な観光地域づくりを推進するため、県内各

地域のＤＭＯの設置支援やＤＭＯ間の連携強化を図るとともに、各地域のＤＭＯによる様々な主

体との連携を促進し、旅行目的地としての地域の魅力向上を図る。 

 

(2) 本県の魅力を活用したツーリズムの推進 

本県の強みである年間を通した温暖な気候や世界レベルの多彩な地域資源を活かしたツーリ

ズムを推進するとともに、体験型観光の企画造成を支援することにより、地域内消費の拡大や地

域の魅力の向上を図る。 

 

(3) 伊豆半島ジオパークの活用推進 

 伊豆半島ジオパークの保全と活用に取り組む伊豆半島ジオパーク推進協議会の活動支援を通

じて、地域住民への普及啓発やジオサイトを活用した誘客促進等に取り組み、ジオパーク活動に

よる地域活性化を図る。 
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目標指標 
現状値 

2016 年度 

目標値 

2021 年度 

ＤＭＯを核とした観光地域づくりを推進する市町数 0 市町 全市町

旅行中のレジャー活動に占める体験型観光の割合 34.9％ 40.0％

農林漁家民宿宿泊数 1,180 人 3,000 人

伊豆半島ジオパークのジオツアー参加者数 7,571 人 10,000 人

 

「国際競争力の高い観光地域づくり」に係る観光事業者などの役割 

ＤＭＯ 様々な事業者との共創による戦略的な観光地域づくり 

観光事業者 地域の魅力の掘り起こしやＤＭＯの観光地域づくりへの参画 

県 民 ＤＭＯの観光地域づくりや地域の取組への参画 

 

「国際競争力の高い観光地域づくり」に係る庁内連携 

経 営 管 理 部 
地域コミュニティとの 

連携 

各地域のコミュニティ団体による地域資源を活用した

観光地域づくりの情報発信 

スポーツや 

文化プログラムの展開 

サイクルスポーツの聖地を目指した地域づくり 

東京 2020 オリンピック・パラリンピックの文化プログラムの展開
文化・観光部 

文化施設などとの連携 
グランシップや県立美術館、地球環境史ミュージアム、

ＳＰＡＣなどによる地域の魅力向上 

健 康 福 祉 部 食の安全・安心 

食品製造施設へのＨＡＣＣＰ導入の支援、出前講座を

通じた「食の都ブランド適正表示マーク」の普及推進

など、食の安全・安心に対する信頼確保 

食の都づくりとの連携 
ふじのくに食の都づくり仕事人と連携した食の魅力発

信や県産食材の消費拡大 

茶の都づくりとの連携 
ふじのくに茶の都ミュージアムや静岡の茶草場農法、

世界お茶まつりなどを活用した静岡茶の魅力発信 

美しい中山間地域で 

つながる推進 

地域農産物や美しい景観等の魅力を伝える農業者を育

成し、地域・産地のブランド力を向上させることによ

る中山間地域農業の活性化 

花の都づくりとの連携 
新たな花の需要創出や住民による花のまちづくり等を

通じて、花と緑があふれる「花の都しずおか」の実現

水産業と連携した誘客 
地場流通体制の構築や認知度向上、販路拡大、漁協直

営食堂のＰＲなど 

経 済 産 業 部 

「ふじのくに魅力ある個店」

の情報発信 

「地域のお店」デザイン表彰の受賞店を活用した誘客

促進による地域商業の活性化 

交 通 基 盤 部 
クルーズ船寄港と 

地域づくりの連携 

県と関係市町、地域の関係者等が連携したクルーズ船

寄港誘致と「みなとまちづくり」の推進 

教 育 委 員 会 文化財の保存と活用 地域に残る文化財の保存や公開など活用の促進 
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(1) ＤＭＯを核とした観光地域づくりの推進 

 ① 「共創」による観光地域づくりの推進 

観光のニーズは「モノ消費」から「コト消費」へと変化しており、「その地域らしさを五感で体

感する」こと、例えば、まちを歩いてその地域にしかない「自然」や「歴史・文化」、「食」、「暮

らし」など「地域らしさ」を五感で楽しむ観光に変化している。 

かつては観光地と言われなかった地域で、まち歩きや地域住民とのふれあいにより観光客が増

加し、地域活性化が進んだ事例も出てきている。 

本県においても、個々の観光施設を中心に、選択されるのを待つ、旧来の「観光地づくり」で

はなく、地域全体で人を惹きつけ、魅力を高める取組を推進することにより、その魅力を体感し

に来たくなる「観光地域づくり」を進めていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行ってみたい旅行タイプ（2016 年） 
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そのため、これからの「観光地域づくり」では、地域の多彩な資源を活用し、地域住民の愛着

と誇りを醸成するとともに、地域内消費を拡大する豊かな地域づくりを目指し、農林水産業や商

工業、スポーツなど、地域の関連事業者や住民などの多様な関係者を巻き込み、地域づくりに向

けた戦略を共有し、「共」に観光地域を「創」る「共創」による観光地域づくりを推進していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

観光地域
づくり 
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② 各地域のＤＭＯの設置支援と連携推進 

県内各地域において、マーケティングの強化による科学的なニーズ把握や地域マネジメントに

より、それぞれの「地域らしさ」の魅力を引き出した戦略的な「観光地域づくり」を担うための

ＤＭＯの設置を目指し、検討会などにおける助言やアドバイザーの派遣、研修会開催などによる

支援を行う。 

また、既に日本版ＤＭＯの候補法人として登録されている団体に対しては、専門家の派遣など

を通じて機能強化を図るとともに、ＤＭＯを目指す団体などを含め県内ＤＭＯ組織が一堂に会す 

る「静岡県ＤＭＯ会議」の開催を通じて、各地域のＤＭ

Ｏの相互理解や連携強化を図り、県全域における地域の

総合力を向上と合わせ、県内一体となった全県的な観光

地域づくりを推進する。 

 

 

平成 29 年８月９日 静岡県ＤＭＯ会議 

県内の日本版ＤＭＯ法人又は候補法人（2018 年３月現在） 

法人名 マーケティング・マネジメント区域 団体設立年月 

(公社)静岡県観光協会 

（静岡ツーリズムビューロー） 
静岡県 

2017 年１月 

(静岡ツーリズムビューロー)

(公財)するが企画観光局 
静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、 

牧之原市、川根本町、吉田町 
2017 年 10 月 

(公財)浜松・浜名湖 

ツーリズムビューロー 
浜松市、湖西市 2018 年４月 

地
域
連
携
Ｄ
Ｍ
Ｏ 

(一社)美しい伊豆創造センター 

沼津市、熱海市、三島市、伊東市、下田市、

伊豆市、伊豆の国市、東伊豆町、河津町、 

南伊豆町、松崎町、西伊豆町、函南町 

2017 年４月 

伊豆市産業振興協議会 伊豆市 2017 年４月 地
域
Ｄ
Ｍ
Ｏ 

≪仮称≫ 

(一社)小山町観光推進協議会 
小山町 

2019 年４月 

（予定） 

※ (公社)静岡県観光協会(静岡ツーリズムビューロー)は、2017 年 11 月に日本版ＤＭＯに登録  
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回

③ 旅行目的地としての魅力を高める連携の促進 

  ア 地域産業との連携 

 観光客の旅行形態の個人旅行化が進む中、観光客のニーズは多様化、成熟化し、より本物志

向が強くなってきており、多くの観光客を対象とした一律の旅行商品では、本物志向を求める

観光客のニーズを満たすことは難しく、地域に根付いた自然や歴史伝統、生活文化、さらには

地域の人々との交流など、必ずしも、これまでの旅行商品として認識されなかった地域固有の

資源や産業が、観光目的となってきている。 

 このため、地域のＤＭＯによる農林水産業や商工業な

ど地域産業との連携は、単に誘客促進だけではなく、観

光を通じた地域産業の認知度の向上やブランド化、販路

の拡大、担い手の確保など、地域産業が抱える課題解決

や地域の活性化への効果も期待できることから、積極的

に連携促進を図っていく。 

 

イ 国際クルーズ拠点を目指した地域づくり 

世界的なクルーズ人気の高まりによ

り、県内港湾へのクルーズ船の寄港回数

も増加しており、特に「国際旅客船拠点

形成港湾」に指定された清水港周辺にお

いては、今後、より一層、国際交流の進

展が期待できる。 

清水港江尻・日の出地区においては、 

県と静岡市や地域の関係者が「みなとまちづくり」に取り組む「価値共創」の指針として「清

水都心ＷＦ地区開発基本方針」を策定し、社会総がかりによる地域づくりが進んでいる。 

さらに、県及び静岡市、地域企業は、地域経営を担う「みなとまちづくり公民連携協議会」

を 2018 年に設立し、“みなと”と“まち”を一つの資産として最大限に活かし、具体的なグラ

ンドデザインを描き、その実現に取組み、地域を活性化させていく。 

この地域づくりと連携し、大型客船で訪れる来訪者に対して、静岡ツーリズムビューロー（Ｔ

ＳＪ）による新たな旅行商品の提供などを通じた誘客促進に取り組むとともに、地域住民と乗

客や乗組員などとの国際交流を通じて、地域の国際化を促進する。 

また、「ふじのくにクルーズ船誘致連絡協議会」

を通じて県内各港における誘致団体等の活動を促

進し、全県的なクルーズ船の寄港誘致を図り、地

域振興・地域経済活性化等につなげてゆく。 



 - 26 -

ウ 「サイクルスポーツの聖地」に向けた取組との連携 

 東京 2020 オリンピック・パラリンピックの自転車競技

の本県開催という好機を捉え、サイクルスポーツの聖地

を目指した取組を進める。 

2016 年に設立した静岡県サイクルスポーツ協議会を中

心として、東京 2020 オリンピック・パラリンピックに向

けた県民の自転車への関心を高めるとともに、宿泊、観

光施設における受入体制の向上等に向けて、地域のＤＭ

Ｏや宿泊事業者、観光施設事業者などが連携し、自転車

を安全・快適に利用でき、誰もが親しめる「サイクルス

ポーツの聖地」に向けた取組を促進する。 

また、2015 年に締結したイタリア国のフリウリ・ヴェネ

チア・ジュリア州とのスポーツ交流協定に基づき、自転車

による相互交流を促進する。 

 

エ 文化資源等を活用した取組との連携 

本県には、世界文化遺産である富士山をはじめ、県立美術館などの文化施設、ＳＰＡＣなど

の芸術団体、国際オペラコンクールなどの文化イベントや地域における伝統芸能、伝統工芸、

歴史、産業、食、生活など、文化的・歴史的資源が多岐にわたって存在する。 

これらの文化資源等を活用し、旅行目的地としての魅力向上を

図る地域の取組を促進するとともに、東京 2020 オリンピック・パ

ラリンピック以降の継続的な文化・芸術振興を目指した各地域の

文化プログラムとの連携や、静岡県文化芸術大学における文化資

源等を活用した地域活性化に向けた取組との連携を促進する。 

これにより、文化資源が持つそれぞれの重要性に加え、文化が

持つ「人生を豊かにし、人間性を育む」価値を来訪者と享受し、

来訪者の満足度の向上や地域の魅力の向上を図る。 

 

オ 県境を越えた広域連携 

交通ネットワークの充実や社会経済活動が広域化している現状を踏まえ、これまでの県の枠

に捉われず、県境を越えた周辺地域との連携を促進することで、各地域の新たな魅力の向上を

図る。 

そのため、「富士箱根伊豆地域」や「環相模湾」、「環富士山」、「環南アルプス」、「三遠南信

地域」など、各地域における広域連携に向けた取組を支援し、県域を越えた観光地域づくりを

促進する。 
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(2) 本県の魅力を活用したツーリズムの推進 

本県は、国内外の人々を惹きつける、自然や景観、歴史、伝統、文化、産業など、様々な分野

において、世界レベルの魅力がある地域資源を有する。 

一方で、観光客のニーズは、従来から多くの観光客を惹きつける歴史を活かした観光に加え、

アニメや漫画の作品の舞台となった地域を訪れるアニメツーリズムや、歴史的・文化的に価値の

ある工場や機械などに触れる産業観光など、多様化している。さらに、「モノ消費」から「コト

消費」への変化を踏まえ、これらの地域資源を最大限に活用した各ツーリズムを推進し、地域の

体験型旅行商品の企画造成や農林漁家民宿の開業などを支援することにより、旅行者の満足度の

向上や滞在期間の長期化、地域内消費の拡大を図り、あわせて地域住民の地域に対する愛着や誇

りの醸成を目指す。 

 

① アウトドアツーリズムなど、体験型観光の企画造成支援 

本県は年間を通して気候が温暖であり、起伏に富んだ地形に

加え、海や川などの豊かな自然を有している。 

これらを活用したトレッキングやシーカヤックなど、アウト

ドアツーリズムに代表される体験型観光により誘客を目指す取

組に対して支援することにより、地域の主体的な取組を誘発し、

地域の魅力向上を図る。 

 

② グリーン･ツーリズムの推進 

農山漁村地域には、取れたての農林水産物や癒しと安らぎを感じさせる農山漁村景観、地域特

有の伝統文化など、日常では味わえない魅力がある。 

このため、地域のＤＭＯと連携した商品づくりへの支援とともに、農林漁家民宿の開業や体験

型教育旅行の誘致を支援することで、これらの農山漁村地域の魅力を活用したグリーン・ツーリ

ズムを推進し、都市農村交流人口の拡大を図り、農山村地域の活性化を促進する。 

 

③ フィルムツーリズムの推進 

本県は、映画やドラマなどの制作会社が数多くある首都圏に近く、富士山や浜名湖、南アルプ

ス、駿河湾など美しい自然景観に加え、東海道など近代以前の名残を残す街並みや神社仏閣、日

本庭園などの歴史的建造物、さらにはローカル電車や工場風景など、バラエティに富んだロケ地

が各地域に揃っている。 

このため、ウェブサイト「静岡フィルムコミッションｎｅｔ」や日英２か国語表記の「ふじの

くに静岡ロケ地ガイド」などを活用し、国内外に向けたロケ地情報などの発信とともに、ロケ支

援を行うフィルムコミッション等の活動支援を通じて、映画等のロケ誘致を図り、ロケ地となっ

た各地域が、その作品をテーマに来訪の促進を図るフィルムツーリズムを推進する。 
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 (3) 伊豆半島ジオパークの活用推進 

伊豆半島は、地質地形の希少性や文化の独自性、生物の多様性など、

世界に類を見ない貴重な地域である。 

これらの地域の保全と活用に取り組む伊豆半島ジオパーク推進協議会

の活動支援を通じて、地域住民への普及啓発やジオサイトを活用した誘

客促進などに取り組み、ジオパーク活動による地域活性化を図る。 

 

① 地域住民への普及啓発 

 伊豆半島ジオパークの保全に向けては、その貴重な価値を有

することについて、地域住民の理解を深めることが重要である。 

このため、学校教育や社会教育などの機会を捉え、地域の

子どもたちをはじめとする地域住民に対するジオパーク活動

の普及啓発に取り組むことで、地域住民の愛着や誇りの醸成に

つなげ、ジオパークの保全を図る。 

 

② 受入体制の整備 

 来訪する旅行者に伊豆半島ジオパークを理解し

ていただく上で、ジオガイドの果たす役割は非常

に重要である。 

 このため、ジオガイドの人数を拡充するととも

に、研修等を通じた資質の向上を図ることで、伊

豆半島ジオパークを訪れる旅行者に、高品質な体

験を提供し、来訪者の満足度の向上を図る。 

 

 

③ ジオサイトの活用による誘客促進 

 伊豆半島ジオパークは、ユネスコグローバルジオパーク認定が最終目標ではなく、その活用に

よって、地域の経済・文化活動を高め、地域振興につなげていくことが大切である。 

このため、ジオサイトを活用して、伊豆半島の魅力

を複合的に体感できるトレイルコースなどを設定し、

情報発信することにより、近年、人気の高いウォーキ

ングやトレッキングなど、アウトドア志向の客層の誘

客促進を図り、伊豆半島ジオパークの世界的価値の普

及啓発とともに地域の活性化を推進する。 
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２ 観光客の来訪の促進 
 

マーケットインの考え方に基づき、本県ならではの高品質な体験や価値を提供する

ことにより、国内外から多くの観光客の来訪の促進や滞在期間の長期化等を目指す。 

 

県内の各地域において、これまでも地域資源を活用した誘客に取り組んできたが、地域の観光事業

者目線によるプロダクトアウト型の旅行企画が多く、旅行者のニーズの多様化が進んでいる中、十分

に応えられていない。 

このため、各地域のＤＭＯや観光事業者においては、マーケットインの考え方に基づき、市場の分

析により把握した旅行者のニーズに基づいた商品やサービスを企画するとともに、適正な価格を設定

し、その商品やサービスの存在や特徴を旅行者に知らせ、購入につなげるまでの戦略を構築する必要

がある。 

また、これらの商品やサービスの流通拡大に向けては、各地域が広域的に連携したプロモーション

や、ＩＣＴを活用したＷＥＢや口コミなどの情報発信を強化するとともに、訪日外国人旅行者につい

ては、静岡ツーリズムビューロー（ＴＳＪ）による海外営業やワンストップ窓口の活用等により、国

内外からの観光客の来訪の促進を図る。 

 

 

(1) 地域資源を活用した誘客促進 

マーケットインの考え方に基づき、付加価値の高い旅行商品を企画造成するとともに、広域的

な連携による流通拡大を図ることにより、多くの観光客の来訪の促進や滞在期間の長期化等を図

る。 

 

(2) 静岡県の魅力の情報発信 

テレビや紙媒体による情報発信に加え、スマートフォンの普及やソーシャルメディア利用者の

増加に伴うＩＣＴを活用した情報発信を強化し、メディアミックスによる戦略的な情報発信によ

り、多くの観光客の来訪の促進や満足度の向上等を図る。 

 

(3) 戦略的なインバウンド施策の推進 

静岡ツーリズムビューロー（ＴＳＪ）によるマーケティング戦略に基づき、現在の主要市場か

らの誘客を拡充しつつ、旅行消費額の拡大や本県の魅力を共有できる旅行者の増加などを目指し

た新たな市場からの来訪の促進を図る。 
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目標指標 
現状値 

2016 年度 

目標値 

2021 年度 

県の支援により造成された本県宿泊旅行商品数 3,181 商品 3,500 商品

静岡県観光情報ホームページ「ハローナビしずおか」 

訪問数（ページビュー） 
297 万ＰＶ 670 万ＰＶ

静岡ツーリズムビューローが取り扱う旅行商品成約額 0 円 １億 6,000 万円

「静岡県にぜひもう一度訪れたい」旅行者の割合 59.9％ 70.0％

 

 

「観光客の来訪の促進」に係る観光事業者などの役割 

ＤＭＯ マーケティングによる効果的なターゲット選定、情報発信・提供 

観光事業者 旅行商品の企画、ＤＭＯとの連携による誘客促進 

県 民 地域の魅力などの情報発信 

 

 

「観光客の来訪の促進」に係る庁内連携 

知 事 戦 略 局 県内外への情報発信 
富士山をはじめ、観光資源や、食、暮らし、地域に密

着した情報など、本県の魅力を発信 

地 域 外 交 局 海外駐在員との連携 中国、韓国、台湾、東南アジア事務所との連携 

文化・観光部 富士山静岡空港の活用 国内・海外の就航先等との交流促進 

交 通 基 盤 部 
陸海空の 

交通ネットワーク強化 

高規格幹線道路の整備推進や清水港における国際ク

ルーズ拠点形成に向けた港湾整備、富士山静岡空港と

高規格幹線道路や鉄道網との結節点強化 
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(1) 地域資源を活用した誘客促進 

① デスティネーションキャンペーンを契機とした誘客促進 

少子高齢化による人口減少や若い世代の旅行離れなどにより、

全国的に国内観光客の伸び悩みが続いている中、本県において、

ラグビーワールドカップ 2019 の直前であり、東京 2020 オリンピ

ック・パラリンピックの１年前という最高のタイミングでデステ

ィネーションキャンペーンが 2019 年の春（４月から６月）に開催

される。 

このため、地域連携ＤＭＯなどが中心となり、旅行

事業者や交通事業者などと連携し、既存の観光資源を

売れる商品へ磨き上げや全国宣伝販売促進会議の開

催などによる営業活動、各種媒体を活用した広報宣伝

や販売促進に取組むことにより、本県の観光の認知度

向上や来訪者の獲得、滞在期間の長期化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
主な取組・事業 
 
１ 商品開発：観光資源の開発・磨き上げ 

 ■新しい静岡の魅力となる素材の開発（商品開発） 

 ■既存の素材のブラッシュアップ（売れる商品へ） 

 ■エクスカーションを契機としたモデルルート作成 

 ■地元のおもてなし意識と能力の向上 

２ 営業活動：全国宣伝販売促進会議などの開催 

 ■プレゼン、商談会、レセプション、エクスカーション

３ 広報宣伝・販売促進 

 ■各種媒体を活用した広報活動及び宣伝活動 

 ■ソーシャルメディアを活用した効果的な情報発信 

 ■オープニングイベントを含むＰＲイベント等開催 

【本県観光の認知度向上】 

⇒ 富士山や伊豆、お茶だけでな

く、他の多彩な魅力「新しい静

岡」を集中的な情報発信 
 

【観光による来訪者の獲得】 

⇒ まずは一度、静岡に足を運んで

いただき、新たな観光客の開拓

による観光交流客の増加 
 

【滞在時間の長期化】 

⇒ 宿泊旅行客の滞在時間を増や

す取組などによる消費の拡大 

■ 「心も体も元気になる旅」という

コンセプトを力強いラインや 

フォントで表現したデザイン 

■ 宝永山と力こぶを掛け合わせ、 

やる気と元気をアピール 

2017 年度 

（事前準備） 

2018 年度 

プレＤＣ 

2019 年度 

ＤＣ本番 

2020 年度 

アフターＤＣ 

■ＤＣに向けた機運 

づくり 

 

 

 

県内の気運の醸成を 

図り、県民が一体と 

なってお客様を迎える 

雰囲気づくりを行う。 

■静岡の魅力を発信して 

旅行需要を喚起 

■旅行会社に対する静岡 

商品の働きかけ 

 
全国に向けて静岡の魅力 
ある観光素材を発信し、 
本県ならではの旅行商品 
の造成促進を図る。 

■ＤＣの成果と課題の

検証 

■静岡商品の定着と 

静岡ファンの獲得 

 
ＤＣの検証を行い、その

成果を継続・発展させ、

切れ目ない誘客活動を

行うことにより、今後の

本県観光の発展に繋げ

ていく。 

■ＤＣ期間中の旅行商品に 

特別企画提供 

■来訪者へ感動提供による 

リピーター獲得 

 
全国規模の宣伝展開による 
国内外からの観光客への 
あらたな魅力の提供と 
リピーター獲得 
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② 広域的な連携によるプロモーションの実施 

県内への誘客を促進するため、本県の主要市場である関東

圏をはじめ、中部圏、近畿圏の旅行会社に対して、本県の魅

力や最新の観光情報の提供を通じたプロモーションを行う。 

旅行会社による本県の魅力の紹介や旅行商品の企画造成な

どは、団体旅行者だけでなく、個人旅行者の旅行先の選択に 

参考にされていることから、地域連携ＤＭＯをはじめ、観光施設や宿泊施設、市町観光協会、市

町観光担当課などと協力し、広域的な地域連携によるプロモーションを実施するとともに、大都

市圏において商談会を開催することで、本県の最新観光情報や魅力的な旅行商品をアピールする

ための機会創出を図る。 

 

③ ツーリズムコーディネーターによる商品企画などへの支援 

旅行者の満足度の向上や滞在期間の長期化には、地域のＤＭＯ等と連携した地域資源の掘り起

こしや磨き上げにより、地域ならではの付加価値の高い旅行商品を充実させることが重要である。 

このため、旅行業の経験を持つツーリズムコーディネーターが、各地域の資源を活かした観光

企画を旅行事業者が販売できる魅力ある旅行商品となるように、地域の団体等にアドバイスする

とともに、新規マーケットの開拓等についても支援を行うことで、国内外からの誘客を促進する。 

 

④ ＭＩＣＥ誘致などの促進 

国際会議や全国大会等のコンベンション誘致に加え、企業が行うインセンティブ旅行などは、

地域経済に大きな効果を及ぼすことが期待できる。 

このため、誘致活動を担うコンベンションビューローや市

町、会議・宿泊施設、旅行事業者などを支援するとともに、

コンベンション開催情報などの情報提供やＭＩＣＥに係る情

報を共有し、連携して国内外からのＭＩＣＥ誘致を図る。 

 

⑤ 富士山静岡空港の活用 

富士山静岡空港の就航先からの来訪を促進するため、静岡ツーリズムビューロー（ＴＳＪ）と

連携したプロモーションやツーリズムコーディネーターによる情報提供等を通じた本県向け旅

行商品の企画造成、旅行事業者等に対する旅行商品の販売支援などに取り組む。 

また、富士山静岡空港は、国内各地域間における交流拡大を実現するための基盤となる国内空

港と、首都圏空港を補完する日本の空の玄関口としての国際空港の両方を目指していることから、

国内線及び国際線の拡充や利用促進を図るとともに、旅客ターミナルビルの増築・改修など、空

港の機能と利便性の向上を図る。 

これらの取組を一体的に推進することにより、県民の多様な交流を支えるとともに、多くの観

光客の来訪の促進を図る。 



 - 33 -

(2) 静岡県の魅力の情報発信 

 ① ＳＮＳなどの活用 

 雑誌やテレビ、ラジオなどのメディアやインターネット、ＳＮＳなどを活用した情報発信につ

いては、それぞれ媒体ごとに異なる特性があることから、発信先や発信内容によって特性に合っ

た情報媒体の選択や組合せを行うなど、戦略的なメディアミックスによる情報発信が重要である。 

一方、観光客の旅行形態が、団体旅行から個人や少人数の旅行へと変化するとともに、旅行に

関する情報収集の方法が、雑誌やテレビからインターネットへと移り、旅行の申込もネット予約 

が増加している中、スマートフォンの普及やソーシャルメ

ディアの利用者の増加に伴い、テレビや紙媒体による情報

発信に加え、ＩＣＴを活用した情報発信を充実していくこ

とが必要である。 

特に、ソーシャルメディアの発達により、旅行者が画像

等とともに発信する情報は、実際にそこを訪れた人による

信頼性の高い情報として影響を及ぼしている。 

このことから、従来型の情報発信に加え、実際の来訪者

によるインスタグラムをはじめとした画像ＳＮＳや口コミ

の拡散など、旅行者が求める情報の提供とともに、様々な

コンテンツからリンクによるホームページへの訪問誘導な

ど、旅行者への情報発信を強化することにより、来訪の促

進や満足度の向上を図る。 

 

② アクセス解析の活用などによるコンテンツの見直し 

従来のインターネットを活用した情報提供は、イベント告知や施設紹介などが主要であり、閲

覧者の興味関心を引き起こす効果は不十分であった。 

このため、今後のラグビーワールドカップ 2019 や東京 2020 オリンピック・パラリンピックの

開催を契機に、ホームページに掲載するコンテンツの充実を目指し、宿泊施設等を対象としたコ

ンテンツ作成研修の開催やサイト訪問者の属性を把握するアクセス解析などにより、旅行者への

効果的な情報提供方法を構築し、誘客に結び付ける。 

 

③ 日本平山頂シンボル施設における価値の発信 

県は、日本平山頂シンボル施設（2018 年秋完成予定）

において、国内外からの観光客に対し、駿河湾越しに富

士山を望む優れた眺望を提供するとともに、日本平の歴

史的・文化的な価値を提供し、人々の来訪や交流の促進

を図る。 

75.8 

18.6 

36.6 

26.5 

14.0 
7.6 

0

20

40

60

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

テ
レ
ビ
の
旅
行
番
組

旅
行
雑
誌
や
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

旅
行
会
社
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
口
コ
ミ
や
友
達
か
ら
の
情
報

そ
の
他

旅行情報の入手方法

出展：静岡県 

「インターネットモニターアンケート」 



 - 34 -

(3) 戦略的なインバウンド施策の推進 

 ① ＴＳＪによるマーケティング戦略の推進 

増加するインバウンド需要を確実に取り込むため、県と静岡ツーリズム

ビューロー（ＴＳＪ）（2017 年１月設立）が、訪日外国人旅行者に関する目

標を共有した上で、マーケティングなど、科学的なアプローチによる戦略的

な誘客促進に取り組む。 

県は、ＴＳＪと連携して、道路・港湾・空港などの交通ネットワークを活用し、商工・農林水

産・交通基盤などの様々な部門と協働した全庁的な総合行政によるインバウンド施策を推進する。

あわせて、（一社）中央日本総合観光機構等、自治体間の枠組の活用や周辺自治体との協力によ

り、テーマ性を持った魅力ある広域観光周遊ルートによる誘客に取り組む。 

また、ＴＳＪは、マーケティング戦略に基づき、様々

な事業体とのパートナーシップを構築するとともに、デ

スティネーションマーケティングの実践や海外への営

業、県民の国際理解の促進に取り組み、現在の主要市場

の成長を支えつつ、欧米豪の新規市場などからの誘客を

図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 「Mount Fuji Travel」による旅行商品の提供 

訪日外国人旅行者を対象としたワンストップサイト

「Mount Fuji Travel」において、県内の地域ＤＭＯな

どが、外国人旅行者のニーズに合わせて企画、販売す

る着地型体験商品の充実を図り、インバウンド需要の

更なる取り込みを推進する。 

 

http://shizuoka-guide.com/tsj/english/mountfujitravel/index.html 
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３ 観光人材の育成と来訪者の受入環境の整備 
 

観光地域づくりを担う即戦力となる人材と将来を担う人材の育成を図るとともに、

安全・安心で快適な受入環境の整備により、世界レベルの観光地域に向けた持続的な

発展を目指す。 

 

本県が「住んでよし」と「訪れてよし」の好循環を生む観光地域として持続的な発展を続けるため

には、マーケティングなどの知識をはじめ、各地域の多様な関係者をマネジメントする能力等を有す

る専門人材の持続的な育成が必要である。 

このため、観光地域づくりの即戦力となる専門人材の育成とともに、将来を担う人材育成に対する

支援強化に取り組む。 

また、国内における高齢化社会の進展や、今後のラグビーワールドカップ 2019 や東京 2020 オリン

ピック・パラリンピックなどの世界的イベントを見据え、国籍や年齢、性別、障がいの有無などに関

わらず、誰もが安全、安心で快適に楽しめる世界レベルの受入環境の整備を図る必要がある。 

なお、観光施設の整備に当たっては、中長期的な計画に基づき、景観との調和を図ることにより、

高品質な観光地域づくりを推進する。 

 

 

(1) 観光人材の育成 

静岡ツーリズムビューロー（ＴＳＪ）や県立大学等と連携した観光地域づくりを担う中核人材

の育成とともに、観光事業者におけるホスピタリティスキルの向上と雇用の確保を図り、あわせ

て学童期からの地域学習等を通じた地域への愛着や誇りの醸成に取り組むことで持続的な観光

人材の育成と確保に取り組む。 

 

(2) ユニバーサルツーリズムの推進 

国籍や年齢、性別、障がいの有無等に関係なく、誰もが本県の魅力を楽しむことができる受入

環境の整備とともに、地域のＤＭＯと連携し、ユニバーサルツーリズムへの理解促進を図り、誰

もが楽しむことができる旅行商品づくりを促進する。 

 

(3) 安全、安心で快適な観光地域の整備 

世界レベルの観光地域に向けた持続的な発展を目指し、観光施設等の多言語化の促進や景観と

調和した観光地域の整備を図るとともに、外国人を含む観光客の安全が図られるよう、必要な情

報提供や助言を通じて、安全、安心で快適な観光地域の整備を推進する。 
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目標指標 
現状値 

2016 年度 

目標値 

2021 年度 

観光人材育成研修会参加者数 累計 5,885 人 累計 10,000 人

地域の魅力を紹介できる人の割合 79.6％ 90.0％

ユニバーサルツーリズムに関する研修会参加者数 0 人 累計 400 人

観光地域づくり整備計画策定数 0 計画 累計 50 計画

 

「観光人材の育成と来訪者の受入環境の整備」に係る観光事業者などの役割 

ＤＭＯ 人材の育成、ユニバーサルツーリズムの企画支援や販路拡大 

観光事業者 誰もが楽しむことができる旅行商品の企画、観光客の安全対策 

県 民 おもてなしによる観光客の受入 

 

「観光人材の育成と来訪者の受入環境の整備」に係る庁内連携 

地 域 外 交 局 
外国人との共生や 

地域の国際化の進展 

外国人留学生や国際交流員などによる国際文化など

の学習機会の創出 

危機管理部 
円滑な避難誘導環境の 

整備 

市町等との連携による外国人観光客にも分かりやす

い避難誘導標識の整備などの推進 

くらし・環境部 自然環境の保全 
富士山や南アルプス等における環境保全活動の実施

と活動の担い手の育成 

文化・観光部 
県立大学などと連携した

観光人材の育成 

県立大学、文化芸術大学、地域・大学コンソーシアム

と連携した観光人材の育成 

健康福祉部 
宿泊事業者における 

受入環境の向上 

多様な文化圏から訪れるホテル、旅館、飲食店等の利

用者の円滑な利用促進に向けた情報発信や研修など 

安全な走行環境の整備 
自転車走行空間の創出（矢羽根型路面表示の設置）、

富士山マイカー規制の実施 

地域交通（鉄道、バス等）

の活用 

公共交通を活用した周遊促進や乗換え拠点における

バス運行情報の提供等による利便性の向上 
交通基盤部 

景観に配慮した施設整備
観光案内看板など屋外広告物の景観配慮や観光地エ

リア景観計画などの策定支援や人材育成 

「地域学」の推進 高等学校における地域に根ざした教育活動の実施 

教育委員会 

「観光科」設置に向けた

研究 

県立高等学校における「観光科」設置に向けた研究の

推進 
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 (1) 観光人材の育成 

① 観光地域づくりの中核となる人材の育成 

 「住んでよし」と「訪れてよし」の好循環を生む観

光地域づくりに向けては、従来のように、行政や観光

協会、ホテル、旅館などの観光事業者だけで取り組む

のではなく、地域の住民をはじめ、農林水産業、商工

業など幅広い関係者が参画することが重要である。 

本県は、これまで着地型旅行商品づくりや体験プロ

グラムづくりにおいて、地域を巻き込んだ取組を推進

してきたが、科学的な知見によるマーケティングやマ

ネジメントに基づいている事例は多くなかった。 

これは、観光地域づくりの重要性についての理解を有し、マーケティングやマネジメントの知

見や経験を有する人材が県内に乏しかったことが要因の一つである。 

このため、静岡ツーリズムビューロー（ＴＳＪ）や

地域連携ＤＭＯと連携し、観光地域づくりの中核を担

うことができる人材として、マーケティングの知識を

培い、戦略的な考え方ができる人材の育成に取り組む

とともに、地域を取り巻く多様な事業者、団体、地域

住民に観光地域づくりに向けた理解促進を図り、観光

地域づくりへの参画を促進する。 

 

 

② 県立大学などとの連携による観光人材の育成 

世界レベルの本県の様々な魅力を活かした観光地域づくりを持続していくためには、将来を見

据えて専門的な人材を育成していく必要がある。 

そのため、静岡県立大学や静岡文化芸術大学におけ

る観光学科等（観光コース）の設置に向けた取組を推

進し、持続的な観光人材の育成を図る。 

また、ふじのくに地域・大学コンソーシアムにおい

ても、大学間又は大学と地域の連携推進や留学生支援

などを通じて、本県の観光をテーマとした地域特有の

学びの場を提供し、地域の課題解決や愛着や誇りの醸

成に繋がる取組を推進する。 
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③ ホスピタリティスキルの向上と雇用確保 

訪日外国人旅行者やサイクリストの増加など、

観光客の属性や価値観、ニーズが多様化する中、

宿泊施設などを対象として、上質できめ細やかに

旅行者を受け入れるため、ホスピタリティスキル

の向上を図るおもてなし研修などを実施する。 

また、外国語による的確な案内ができる通訳案

内士の充実や、地域に根付いた歴史や文化を伝え

る観光ボランティアガイドの育成を図ることによ

り、本県を訪れる旅行者の満足度の向上を図る。 

 

宿泊事業者をはじめ観光関連事業者は、他産業と比べ、従業員の高齢化が進んでいることから、

持続的な事業運営のためには、従業員の確保が課題となっている。 

この背景には、観光関連事業者における朝・夕

がピークとなる特殊な勤務形態や労働環境に加え、

雇用活動を行うだけの人的余裕がないことや、雇

用ノウハウが不十分であることなどから、従業員

の確保が進まず、人手不足から脱却できない現状

がある。 

このため、県が設置する雇用支援コーディネー

ターによる各事業者の雇用課題の整理や雇用に向

けたアドバイス等、人材確保に向けた事業者支援

に取り組むとともに、若手従業員に対する資質向

上や関係づくりに向けた研修会の開催支援等、従

業員の定着促進や働きやすい職場づくりへの支援

などに取り組み、「働いてよし」の視点を踏まえて、

本県の観光産業の持続的な発展につなげる。 

 

出典：平成 24 年度就業構造基本調査

（総務省）
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④ 将来を見据えた観光教育の実施 

本県が目指す「「住んでよし」と「訪れてよし」の好循環を生む観光地域づくり」は、地域住

民が自ら住むその地域に愛着と誇りを持ち、生きいきと暮らすことを目指すものであり、そのた

めには、地域住民が、地域をよく知り、地域への理解を深めることが重要となる。 

このため、学童期から、観光を通じた地域学習や訪

日外国人旅行者の増加を踏まえた国際化教育に取り

組み、自らの地域に誇りを持ち、国際感覚を兼ね備え

た若者を育成していく必要がある。 

 

 

2017 年９月 21 日 国際観光理解講座 

 

特に、人口減少が著しく、産業の多くを観光関連の業種が占めている伊豆半島において、若い

世代への観光教育は、将来の観光産業における労働力確保の観点からも大切な取組である。 

このため、伊豆地域の県立高等学校においては、「地

域学」として、伊豆半島ジオパークのジオガイド育成

と連携した地域教育などを促進する。 

さらに、伊豆地域の特性に応じて、県立高等学校に

おける観光に関する科目を設置するなど、観光を学び、

地元に貢献できる人材を育成するとともに、若い世代

からの地域への愛着や誇りの醸成に取り組む。 

 

 

また、「ふじのくに子ども観光大使」の認定講座な

どを通じて、子どもたちが、地域の魅力や観光の意義

を学び、幼少期からの地域への愛着と誇りを育むとと

もに、子どもたちに旅の楽しみを伝える機会の創出に

取り組む。 

 

 

 
2017 年７月 29 日 

全国連合子ども観光大使大会 in ふじのくに静岡 
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ユニバーサル旅行商品を選んだ理由 

 (2) ユニバーサルツーリズムの推進 

① 誰もが楽しむことができる受入環境の整備 

東京 2020 オリンピック・パラリンピックにおける自転車

競技の開催県であり、世界から憧れを呼ぶ地域づくりを目

指す本県は、国籍や年齢、性別、障がいの有無などに関係

なく、誰もが本県の魅力を楽しむことができる環境を提供

する必要がある。 

また、我が国においては、世界でも類を見ないほどの急激なスピードで高齢化が進んでいるこ

とから、今後、多くの需要が見込まれる高齢者の旅行者の受入環境を整備する必要がある。 

このため、市町や民間事業者における観光施設において、

多言語化やスロープ設置などのバリアフリーに向けた取組の

支援を行うことにより、ユニバーサルデザインに配慮した受

入環境の整備を進める。 

 

 

② ユニバーサルツーリズムの推進 

旅行者が快適な旅行を楽しむに当たり、どのようなことがバリアになるかは、旅行者ごとに異

なることから、ユニバーサルツーリズムを推進するためには、まずは、できることから取組を始

め、実践しながら取組を進化させていくことが大切である。 

このため、東京 2020 オリンピック・パラリンピックの開催や、今後の旅行者の高齢化も視野

に入れつつ、研修会などを通じたユニバーサルツーリズムについての理念を広く浸透させるとと

もに、誰もが楽しむことができる旅行商品づくりの支援に取り組むことで、真に世界からの憧れ

を呼ぶ地域づくりを推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：観光庁「ユニバーサルツーリズムの促進に関する効果検証報告書」 

ユニバーサル旅行商品に初めて参加した 

以降の旅行に出掛ける頻度の変化 

旅行に出かける 
頻度がやや減った 
５％（５件） 

旅行に出かける 
頻度が減った 
２％（２件） 
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(3) 安全、安心で快適な観光地域の整備 

 ① 景観と調和した観光地域づくりの整備促進 

来訪者に、安全、安心で快適に、本県の豊富で多彩な魅力を楽しんでいただくため、様々な来

訪者のニーズにあった観光地域として、観光案内看板や公衆トイレの整備、ピクトグラム表記、

Wi-Fi 環境の整備など、利便性の向上や環境の改善などに向けた整備を促進する。 

施設整備に当たっては、施設単体の整備ではなく、景観との調和を図る地域の中長期的な計画

である「観光地域づくり整備計画」に基づいた地域の魅力向上を目指した観光地域づくりを支援

する。 

≪従来の観光施設整備≫      ≪今後の観光施設整備≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「観光地域づくり整備計画」の審査要件 
① 観光的視点に基づいた計画内容であること 

② 「交流人口の増加」や「利便性、快適性の向上」、「過剰利用の緩和」、「安全対策」、「景観形成」 

が図られること 

③ 施設の耐用年数や年間利用者見込などから算出する便益（Ｂ）と総事業費（Ｃ）の関係が、 

Ｂ／Ｃ≧１であること 

④ 景観に配慮した施設整備の計画となっていること 

 

また、施設整備に当たっては、県民の共有財産である景観を守り、後世に引き継いでいく観点

を取り入れ、“ふじのくに回遊式庭園”の実現に向けて、その地域が社会総がかりで景観と調和

した高品質な観光地域づくりを進める取組を促進する。 

 

      ≪他県における景観整備により観光客が増えた事例≫ 

 

 

 

 

 

 

小樽運河の半分を散策路として整備。 

運河の浄化や石造倉庫の保全とともに、

市民イベントやクルーズ客船を誘致。 

北海道小樽市の観光入込客数 ：  

270 万人(S61) → 795 万人(H27) 

明治時代に建造された「黒壁銀行」 

（旧第百三十銀行長浜支店）を中心に、 

北国街道の伝統的なまちなみを形成。 

滋賀県長浜市の観光入込客数 ： 

200 万人(H 元) → 595 万人（H19) 
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 ② 安全、安心で快適な観光地域づくりの推進 

本県の魅力である美しい自然環境は、長年の地殻変動や火山活動などにより作られてきたもの

であり、万一の災害に対するリスク管理が必要となっている。 

災害時において、訪日外国人旅行者を含めた観光客の安全が確保され、安心して避難していた

だくためには、災害と災害発生時の行動に関する予備知識が必要であり、自治体や観光事業者、

交通事業者、市民等が一体となった支援の枠組みを構築しておくことも重要である。 

このため、災害などの危機発生時においても来訪者の安全が図られるよう、市町や宿泊事業者

などの観光事業者、交通事業者などと連携し、避難誘導マニュアルや避難マップなどの整備を推

進する。 

また、観光庁が提供している外国人

旅行者向け災害時情報提供アプリ

「Safety tips」※の利用を促進するな

ど、ＩＣＴの活用等により、災害時に

おける観光客への情報提供機能の充実

を図り、本県に来ていただいた全ての

来訪者に、楽しい経験、時間を堪能し

ていただき、素晴らしい思い出と一緒

に、無事、御自宅まで帰っていただく 

ことを目指す。 

  熱海市「EVACUATION GUIDE」：外国人用の街歩きマップの裏面に避難経路などを記載 

 

※ 外国人旅行者向け災害時情報提供アプリ「Safety tips」 
 平成 26 年 10 月から観光庁が提供を開始した外国人旅行者向け災害時情報提供アプリ 

対応言語は５言語（英語・中国語（簡体字/繁体字）・韓国語・日本語）で、国内における緊急地震速報及び津

波警報、気象特別警報、噴火速報をプッシュ型で通知できる他、周囲の状況に照らした避難行動を示した避難フ

ローチャートや周りの人から情報を取るためのコミュニケーションカード、災害時に必要な情報を収集できるリ

ンク集等を提供 
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第５章 地域ごとの観光地域づくり 

本県は、地域に根付いた歴史や文化、産業、自然環境など、特色ある地域を形成しているため、

総合計画の各地域の目指す姿と整合をとりつつ、各地域のＤＭＯを核とした観光地域づくりを推

進する。 

 

１ 伊豆半島地域 

(1) 現状と課題 

伊豆半島地域は、本県の宿泊者数の約６割を占める観光地域である。 

かつて、文豪 川端康成が「伊豆は半島のいたるところに自然の恵みがあり、美しさの変化が

ある」と「伊豆序説」において評したように、伊豆半島には、多様な自然、情景、食材、歴史・

文学、温泉などの資源が豊富にあり、どの地域もそれぞれが、魅力的で奥が深く、観光地域とし

てのポテンシャルが非常に高い。 

一方で、急峻な地形により、北部地域の国土軸（東名高速道路、新東名高速道路、新幹線、東

海道線など）から半島へ南進する幾筋の道路・鉄道のいずれもが幹線軸としては脆弱で、地域間

の連携が進まず分散型の地域構造となっている。 

その多様性のため、それぞれの観光地や温泉地の独自性が強い地域となっている。 

 

(2) 主な施策の基本方向 

① 地域連携ＤＭＯ(一社)美しい伊豆創造センターを核とした観光地域づくりを推進する。 

② 伊豆半島の魅力を活用したツーリズムの推進や伊豆半島ジオパークを活用した地域づくりに

より世界に輝く観光交流圏を目指す。 

③ 東京 2020 オリンピック・パラリンピック自転車競技本県開催を契機として「サイクルスポー

ツの聖地」づくりを推進し、サイクルスポーツによる新たな観光需要の創出を図る。 

④ 国内外からの来訪者に誇れる「世界から称賛され続ける美しい半島」にふさわしい美しい景

観を形成する。 

⑤ 神奈川県や山梨県との連携を拡充し、富士箱根伊豆地域や「環相模湾」の広域的な振興を図

る。 

⑥ 世界遺産韮山反射炉の保存管理、国内外からの来訪者に誇れる美しい景観の形成、富士箱根

伊豆国立公園の利用促進に取り組み、世界クラスの地域資源の魅力の向上を図る。 

⑦ 伊豆縦貫自動車道や関連する道路の整備を進めるほか、海上交通を含めた多彩な交流を支え

る交通ネットワークの充実を図る。 
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２ 東部地域 

(1) 現状と課題 

東部地域は、日本の国土のシンボル富士山を擁し、富士山に起因する希少な自然景観を豊富に

有するだけでなく、周辺には、家族連れや友人同士で楽しむことができる大規模な娯楽施設が多

く立地している。 

また、首都圏からの交通アクセスの優位性や、プラサヴェルデなどのコンベンション機能を有

していることなどから、国内外との多様な交流が期待できる。 

このため、地域の最大の魅力である豊かな自然環境を適切に保全し、観光客の持続的な誘客を

促進するとともに、大規模な娯楽施設などに偏っている来訪者の周辺地域への回遊性の促進が必

要である。 

また、首都圏からの近さに加え、美しい自然景観や東海道などの古い街並み、神社仏閣や日本

庭園などの歴史的建造物、温泉や多彩な食など、バラエティに富んだ素材が揃っていることから、

様々な映画やテレビ番組のロケ地になることが多く、特に首都圏におけるメディアを通じた情報

の発信機会は非常に多い。 

 

(2) 主な施策の基本方向 

① 富士山麓の魅力を活用したツーリズムの推進、沼津港における賑わい拠点づくりに取り組み、

首都圏をはじめ、国内外との交流の拡大と地域の活性化を図る。 

② 富士山周辺地域の自然環境の保全や富士山の良好な眺望景観の形成、富士箱根伊豆国立公園

の利用促進に取り組み、美しい富士山の自然と共生する地域を実現する。 

③ 世界遺産構成資産の適切な保存管理、富士山世界遺産センターにおける人材育成や情報発信

に取り組み、世界遺産富士山の後世への継承を図る。 

④ ＭＩＣＥ誘致をはじめ、コンベンション施設の利活用促進による国内外との交流を拡大する。 

⑤ 地域におけるＤＭＯの設立支援や地域の多様な主体による観光地域づくりに向けた取組を促

進する。 

⑥ 山梨県や神奈川県との連携を拡充し、富士箱根伊豆地域や「環富士山」の広域的な振興を図

る。 

⑦ 新東名高速道路や東駿河湾環状道路をはじめとする道路網の強化や、田子の浦港の機能強化

に取り組み、多彩な交流を支える広域交通ネットワークの充実を図る。 
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３ 中部地域 

(1) 現状と課題 

中部地域は、富士山静岡空港や清水港を有し、世界との交流の玄関口であり、高規格道路によ

る広域交通ネットワークも整備されていることから、交流の基盤は充実している。 

また、江戸時代初期においては政治の中枢的機能があり、多くの人や産業、文化が集まってい

たことから歴史や伝統が根付いた本県の中心地域であるとともに、大学や文化施設が集積し、学

術や文化芸術の創造の場としての洗練された魅力を有している。 

さらに、雄大な南アルプスや大井川流域・牧之原台地の茶園景観、マグロやカツオ、サクラエ

ビなどの特色のある水産物など、自然環境や地域産業が豊かで、充実した都市機能とともに自然

が共生した地域である。 

このため、充実した交通基盤を活かし、各地域がそれぞれの地域資源をより一層磨き上げるこ

とにより、国内外から旅行の目的地としての魅力を高めることが必要である。 

 

(2) 主な施策の基本方向 

① 地域連携ＤＭＯ(公財)するが企画観光局を核とした観光地域づくりを推進する。 

② 特色ある歴史・文化や地域産業などの魅力を活かしたツーリズムの推進に取り組み、国内外

との交流の拡大と地域の活性化を図る。 

③ 富士山静岡空港の競争力強化、清水港みなとまちづくり、中部横断自動車道をはじめとする

道路網の強化に取り組み、「空・海・陸」の交通ネットワークの充実を図る。 

④ 日本平山頂シンボル施設における四囲の快適な眺望と歴史的・文化的な価値の発信による来

訪の促進を図る。 

⑤ 県民の文化芸術に触れる機会の拡充に向けた取組や「文化力の拠点」の形成推進による地域

の魅力の最大化や交流の拡大を図る。 

⑥ お茶やみかん、マグロなどの豊かな農林水産物や自然環境を活用した誘客の促進を図る。 

⑦ 三保松原や大井川流域・牧之原台地の茶園などの特色ある景観の形成や、南アルプスの自然

環境の保全に取り組み、美しい景観の創造と自然との共生を実現する。 

⑧ 南アルプスユネスコエコパークを構成する静岡・山梨・長野の３県 10 市町村の連携を拡充し、

「環南アルプス」の広域的な振興を図る。 
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４ 西部地域 

(1) 現状と課題 

西部地域は、光・電子技術の関連産業をはじめとする新成長分野の多彩な産業が展開する世界

トップクラスの技術が集積した地域であるとともに、美しい浜名湖や多彩な文化、豊富な食材や

花などの地域資源が豊富であり、文化・観光・スポーツなどの多様な交流が活発な地域である。 

特に、浜名湖を中心に舘山寺や弁天島などの温泉地とともに、自然公園や遊園地を擁し、海水

浴や潮干狩り、ジェットスキーなどのマリンスポーツも楽しむことができ、ウナギやみかんなど

の食のブランドも充実している観光地域である。 

また、奥浜名湖地域には、歴史・文化資源が充実しているとともに、国際オペラコンクールの

開催などの文化芸術や世界的に有名な自動車メーカーや楽器メーカーの創業地でもあるなど、地

域資源は多種多様である。 

さらに、西部地域は東海地域からの来訪者が多いことから、三遠南信地域への広域交通ネット

ワークの充実を機に、新たな地域からの来訪促進とともに、ラグビーワールドカップ 2019 を契

機としたスポーツを活用した交流拡大が必要である。 

 

(2) 主な施策の基本方向 

① 地域連携ＤＭＯ(公財)浜松・浜名湖ツーリズムビューローを核とした観光地域づくりを推進

する。 

② 浜名湖をはじめとする自然や地域で育まれた多様な産業の魅力を活かしたツーリズムの推進

に取り組み、広域的な交流を拡大する。 

③ ラグビーワールドカップ 2019 の開催を契機としたスポーツ振興や国際交流の促進、国際的な

競技会の誘致に取り組み、スポーツによる交流の拡大を図る。 

④ 愛知県東部、長野県南部との連携を拡充し、三遠南信地域の広域的な振興を図る。 

⑤ 静岡国際オペラコンクールの開催を通じた音楽文化の創造、浜名湖周辺の自然環境の保全や

良好な景観の形成に取り組み、世界クラスの地域資源の魅力の向上を図る。 

⑥ 浜名湖周辺の自然環境の保全や良好な景観の形成による地域資源の魅力の向上を図る。 

⑦ 三遠南信自動車道や高規格道路を中心とする道路網の強化、御前崎港の機能強化と利用促進

に取り組み、多彩な交流を支える広域交通ネットワークの充実を図る。 
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第６章 計画の推進に当たって 

１ 推進体制 

本計画の基本理念や具体的な施策が、観光業界をはじめとする関係者や県民から理解を得ると

ともに、社会総がかりによる実行性の高い計画の推進が図られるよう、計画策定後においても、

タウンミーティングなどを活用して、本計画の普及と理解の促進について不断の努力を行う。 

また、県庁内においても、関係部局から成る庁内会議により、各部局の施策と連携を図りなが

ら全庁的に観光を活用した地域づくりを推進する。 

なお、庁内会議は、計画推進を総括する部長代理級の会議と、具体的な取組や計画の進捗を管

理する課長級の幹事会を設置する。 

構成員 部長代理等 
庁内会議 

役 割 計画の推進についての連携 

構成員 課長等 庁内会議 

幹事会 役 割 各関係部署の具体的な取組や計画の進捗管理など 

 

 

 

２ 計画の検証と評価 

 本計画を着実に推進していくため、静岡県観光振興条例第 11 条第４項に基づき、毎年度、実

施状況を検証し、その結果を議会に報告するとともに、インターネットなどにおいて公表する。 

 本計画の進捗状況については、タウンミーティングなどを活用して、地域のＤＭＯや市町観光

協会、観光関連事業者などとの意見交換を行うことにより、適切な評価に務める。 

 また、国やその他研究機関による観光関連の研究成果を活用しつつ、本計画に基づく施策や取

組の成果をできる限り客観的かつ定量的に検証するよう努める。 

 

 

 

３ 計画の見直し 

 本計画策定後の社会経済状況の変化や、それに伴う本計画の進捗状況の変動の度合いにより、

必要に応じて、目標や施策の見直しを行い、適切な目標設定と施策の実施を通じて、計画の着実

な推進が図られるようにする。 
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【資 料】 

静岡県観光振興条例 

（平成 26 年 10 月 28 日 条例第 81 号） 

静岡県は、世界文化遺産の富士山や、伊豆半島、南アルプスや浜名湖などに代表される豊かで美し

い自然に恵まれ、日本有数の温泉、豊富な食材、日本を代表する景観の茶園、さらには、国宝久能山

東照宮等の歴史的建造物など、多彩で魅力ある観光資源を有しています。 

私たちは、国内外から訪れる多くのお客様に多彩で高品質な農林水産物や地域の伝統芸能、文化な

どの魅力を伝える努力を積み重ねるとともに、富士山静岡空港などの基盤整備を推進し、観光の振興

に取り組んできました。 

観光は裾野の広い総合的な産業であり、その振興は地域経済の活性化、雇用の増大及び交流人口の

拡大に寄与するものであることから、活力に満ちた地域社会の実現に向けて、本県の基幹産業の一つ

である観光の果たす役割はますます重要になっています。 

こうした中、世界文化遺産登録を契機に、私たちはあらためて富士山と日本文化のすばらしさに気

づき、郷土の誇りとして、これらを後世に継承していかなくてはならないことを再認識しました。 

私たちは、恵まれた観光資源の魅力をさらに磨き上げるとともに、観光の振興の意義を理解し、お

客様をおもてなしの心をもって温かく迎え入れる意識を育まなくてはなりません。 

このような考え方に立ち、県、市町、県民、観光事業者及び観光関係団体が一丸となって地域の魅

力を高め、観光の振興に関する施策を総合的に推進することにより、本県の永続的な発展と、真に豊

かで活力に満ちた地域社会を実現するため、この条例を制定します。 

 

（目的） 

第１条 この条例は、本県の観光の振興についての基本理念及びその実現を図るために必要な事項を

定めることにより、観光の振興に関する施策を総合的に推進し、もって本県の永続的な発展及び真

に豊かで活力に満ちた地域社会の実現に寄与することを目的とする。 

 

（定義) 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 観光事業者 旅行業者、宿泊業者、飲食業者、公共交通事業者その他の観光に関する事業を営

む者をいう。 

(2) 観光関係団体 観光事業者が組織する団体及び観光の振興を目的として観光事業者、行政機関

その他の関係者が組織する団体をいう。 

 

（基本理念） 

第３条 観光の振興は、次に掲げる基本理念に基づき行われなければならない。 

(1) 本県の観光資源を有効に活用し、かつ、次の世代に継承すること。 

(2) 地域の住民が愛着と誇りを持つことのできる活力に満ちた地域社会を形成すること。 

(3) 地域における創意工夫を生かした主体的な取組を尊重すること。 

(4) 国内外から本県を訪れる観光旅行者(以下「観光客」という。)の安全が確保され、安心して快

適に観光を楽しめる環境を整備すること。 

(5) 観光が本県の主要な産業として発展するよう努めること。 
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（県の責務） 

第４条 県は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、観光の振興に関す

る施策を策定し、及び実施するものとする。 

２ 県は、観光の振興に関する情報の発信を積極的に行うとともに、県民、観光事業者及び観光関係

団体が行う観光の振興に関する取組に対し、必要な支援を行うものとする。 

３ 県は、観光の振興の意義に対する県民の理解を深め、地域における観光の振興に関する取組への

参画を促進するため、広報及び啓発を行うものとする。 

 

（市町との連携等） 

第５条 県は、市町と連携して観光の振興に関する施策を実施するとともに、市町が連携してそれぞ

れの地域の特性を生かして行う広域的な観光の振興に関する施策その他の観光の振興を図る取組

に対し、必要な支援を行うものとする。 

 

（近隣の県等との連携） 

第６条 県は、観光の振興に関する施策を効果的に実施するため、近隣の県等と連携して、広域での

観光の振興に関する施策を実施するものとする。 

 

（県民の役割） 

第７条 県民は、その一人ひとりが、郷土に愛着と誇りを持ち、おもてなしの心を持って、観光客を

温かく迎えるよう努めるものとする。 

２ 県民は、その一人ひとりが、基本理念にのっとり、観光の振興の意義に対する理解を深め、地域

における観光の振興に関する取組に参画するよう努めるものとする。 

 

（観光事業者の役割） 

第８条 観光事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を通じて主体的に観光客に対し心のこも

ったサービスを提供し、満足度を高めることにより、本県への再訪の意欲が高まるよう努めるもの

とする。 

２ 観光事業者は、基本理念にのっとり、観光客が安全に、安心して、快適に観光ができる環境づく

りに努めるものとする。 

 

（観光関係団体の役割） 

第９条 観光関係団体は、基本理念にのっとり、観光関係団体相互の連携を図るよう努めるとともに、

主体的に観光に関する情報の発信、観光客の誘致、観光の振興に寄与する人材の育成及び観光客の

受入れ体制の整備に取り組むよう努めるものとする。 
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（施策の基本方針） 

第 10 条 県は、次に掲げる基本方針に基づき、観光の振興に関する施策を実施するものとする。 

(1) 国際競争力の高い魅力ある観光地の形成 

(2) 観光産業の振興及び観光の振興に寄与する人材の育成 

(3) 観光客の来訪の促進 

(4) 安全、安心で快適な観光を促進するための環境の整備 

 

（計画の策定と検証結果の報告） 

第 11 条 知事は、観光の振興に関する施策を戦略的かつ積極的に推進するため、前条に規定する基本

方針を踏まえ、観光の振興に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。 

２ 基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

(1) 観光の振興に関する方針 

(2) 観光の振興に関する目標 

(3) 観光の振興に関する施策についての基本的な事項 

(4) 前３号に掲げるもののほか、観光の振興に関し必要な事項 

３ 知事は、基本計画を定めるに当たっては、市町、県民、観光事業者及び観光関係団体の意見を聴

くものとする。 

４ 知事は、毎年度、基本計画の実施状況を検証し、その結果を議会に報告するとともに、公表しな

ければならない。 

 

（調査及び分析） 

第 12 条 知事は、観光の振興に関する施策を効果的に推進し、もって観光客の満足度及び再訪の意欲

を高めるため、統計調査その他の必要な調査及びその分析を行うものとする。 

 

（推進体制の整備等） 

第 13 条 県は、観光の振興に関する施策を推進するための体制を整備するとともに、必要な財政上の

措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例の施行の際現に存する県の基本計画は、第 11 条１項の規定により定められた基本計画と

みなす。 
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静岡県観光躍進基本計画推進庁内会議設置要綱 

 

（設置） 

第１ 平成 30 年度以降を計画期間とする静岡県観光躍進基本計画の策定に関する事項を検討すると

ともに、策定後においては連携を図りながら全庁的な取組の推進を図るため、静岡県観光躍進基本

計画推進庁内会議（以下「庁内会議」）を設置する。 

 

（組織） 

第２ 庁内会議は別表１に掲げる者によって組織し、庁内会議の運営、進行を担う議長は文化・観光

部長をもって充てる。 

 

（幹事会） 

第３ 庁内会議における検討事項などについて協議、調整するため、幹事会を置く。 

２ 幹事会は別表２に掲げる者によって組織し、幹事会の運営、進行を担う幹事長は文化・観光部観

光交流局長をもって充てる。 

 

（庶務） 

第４ 庁内会議の庶務は、文化・観光部観光交流局観光政策課において処理する。 

 

（委任） 

第５ この要綱に定めるもののほか、庁内会議の運営に必要な事項は、文化・観光部観光交流局長が

別に定める。 

 

付 則 

この要綱は、平成 29 年６月１日から施行する。 
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別表１ 

文化・観光部長 

知事戦略局長 

地域外交局長 

危機管理部部長代理 

経営管理部総務局長 

くらし・環境部部長代理 

健康福祉部部長代理 

経済産業部部長代理 

交通基盤部部長代理 

教育委員会事務局教育次長 

 

別表２ 

文化・観光部 観光交流局長 

知事戦略局 広聴広報課長 

地域外交局 
地域外交課長 

多文化共生課長 

危機管理部 危機情報課長 

経営管理部 
総務課参事 

地域振興課長 

くらし・環境部 
政策監（移住・定住担当） 

自然保護課長 

文化・観光部 

政策監 

観光振興課長 

文化政策課長 

大学課長 

スポーツ振興課長 

空港利用促進課長 

健康福祉部 

政策監 

健康増進課長 

衛生課長 

経済産業部 

政策監 

マーケティング課長 

地域農業課長 

水産振興課長 

交通基盤部 

政策監 

港湾企画課長 

地域交通課長 

景観まちづくり課長 

教育委員会事務局 
教育政策課長 

文化財保護課長 
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静岡県観光躍進基本計画策定懇話会設置要綱 

 

（目 的） 

第１条 静岡県観光振興条例第 11 条に基づく観光の振興に関する基本的な計画（以下、「観光躍進基

本計画」という。）を策定するに当たって、より実効性の高い計画を策定するため、各分野に精通し

た委員からなる静岡県観光躍進基本計画策定懇話会（以下「懇話会」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 懇話会は、観光躍進基本計画の策定に関し、検討協議を行い、意見を具申する。 

 

（委 員） 

第３条 委員は、知事が委嘱する。 

２ 委員の数は、10 名程度とする。 

３ 委員の任期は、平成 30 年３月 31 日までとする。 

 

（組 織） 

第４条 懇話会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、懇話会を代表する。 

３ 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 

 

（会 議） 

第５条 懇話会は、必要に応じて会長が招集する。 

２ 懇話会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 懇話会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、会長の決するところによ

る。 

４ 懇話会は公開とする。 

 

（意見聴取） 

第６条 懇話会は、必要があると認めるときは、委員でない者の説明又は意見を聴くことができる。 

 

（庶 務） 

第７条 懇話会の庶務は、文化・観光部観光交流局観光政策課において処理する。 

 

（委 任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成 29 年６月８日から施行する。 
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「静岡県観光躍進基本計画策定懇話会」構成員 

（敬称略、50 音順） 

№ 氏 名 職 名 

１ 飯倉 清太 特定非営利活動法人ＮＰＯサプライズ 代表理事 

２ 大橋 弘 株式会社静岡銀行 常務執行役員 

３ 奥村 昭博 静岡県公立大学法人 静岡県立大学 副学長 

４ 柏木 千春 流通科学大学観光学科 教授 

５ 加藤 昌利 静岡県ホテル旅館生活衛生同業組合 理事長 

６ 河野 まゆ子 株式会社ＪＴＢ総合研究所 主任研究員 

７ 詩歩 株式会社Ｃａｓｋｅｔ 代表取締役（絶景プロデューサー） 

８ 高田 和文 公立大学法人 静岡文化芸術大学 理事（教育研究担当） 

９ 高橋 正美 富士箱根ゲストハウス 代表 

10 府川 尚弘 静岡ツーリズムビューロー ディレクター 

 

 

 

「静岡県観光躍進基本計画策定懇話会」開催状況 

回 次 開催日 主な概要 

第１回 平成 29 年９月４日 計画の理念、盛り込むべき考え方 など 

第２回 平成 29 年 11 月 27 日 計画に係る基本方針、取組施策 など 

第３回 平成 30 年１月 31 日 ４年間の計画期間における観光政策の推進 など 
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