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　1 　愛知県観光振興基本計画検討委員会委員名簿

□　委員　１４名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成　２２ 年 2月　２８ 日現在）

（五十音順・敬称略）
□　オブザーバー　　1 名

所属・役職名氏　　名

株式会社リクルート　旅行カンパニー　東海メディア

プロデュースチーム　東海じゃらん編集長

ゼネラルマネジャー

おだ　　　のぶまさ

小田　　展正

小さな宿づくりグループ・はづ　女将
かとう　　ちかこ

加�　　愼子

社団法人愛知県観光協会　会長
きむら　　みさお

木村　　　操

愛知観光まちづくり推進リーダー会議　リーダー
さかきばら　やすひろ

榊原　　安宏

東海旅客�道株式会社　相談役
すだ　　 　ひろし

須田　　　�

日本政府観光局（ＪＮＴＯ）事業本部　海外プロモー

ション部　事業開発・国内連携推進グループ

マネージャー

つじ　　　　

辻　　のぞみ

日本中部華僑華人旅行業協会　会長
とう　　ごう

董　　剛

あいち観光ボランティアガイドの会　会長
ながさか　ひろゆき

長坂　　博幸

横浜商科大学商学部貿易・観光学科　教授
はだ　　　こうじ　

羽田　　耕治
（委員長）　

和食処松屋　女将
ふじい　　ちかこ

藤井　　智香子

愛知県観光まちづくり推進協議会　会長
ほづみ　　りょうじ

穂積　　亮次

異文化コミュニケーターマリ　クリスティーヌ

有限会社キャリア・サポート　代表取締役
みくりや　まきえ

三厨　　万妃江

日本福祉大学知多半島総合研究所　副所長
やまもと　かつこ

山本　　勝子
（副委員長）

国土交通省中部運輸局　企画観光部長
もり　　　かつひこ

森　　　勝彦
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　2 　愛知県観光振興基本計画策定の経緯

行　　事　　名年　月　日

愛知県観光振興基本条例公布 ･施行　10 月　14 日平成　20 年

第 1回愛知県観光振興推進本部会議

　○知事を本部長とする全庁組織発足

　11 月　17 日

愛知県観光振興基本条例制定記念シンポジウム　　28 日

第 1回愛知県観光振興基本計画検討委員会

　○フリーディスカッション

6 月 9 日平成　21 年

企業・ホテルヒアリング（～　7 /27）

　○ビジネス客の受入状況の聴取

　30 日

東京・北海道両愛知県人会アンケート（～　8 /31）7 月 2 日

県政世論調査（～　7 /24）

　○県民へのアンケート

　10 日

第 1回県内観光地等実態調査（～　8 /23）

　○日本人旅行者へのアンケート

　18 日

第 1回県内訪日外客実態調査（～　8 /25）

　○外国人旅行者へのアンケート

　18 日

留学生ヒアリング

　○県内大学在籍者への意見等の聴取

　22 ･ 　27 日

観光施設等調査（～ 10/　9 ）

　○観光施設業、宿泊業及び旅行業の各事業者へのアンケート

　25 日

観光関係団体等ヒアリング

　○観光関係団体、経済団体への意見等の聴取（～ 11/19）

　31 日

平成　21 年度山村問題懇談会

　○〈テーマ〉山間地域の観光振興

8月 5 日

第 2回愛知県観光振興基本計画検討委員会

　○計画スケルトンの検討

9 月 3 日

第 2回県内観光地等実態調査（～　9 /26）

　○日本人旅行者へのアンケート

5日

第 2回県内訪日外客実態調査（～　9 /26）

　○外国人旅行者へのアンケート

　13 日

地域行政懇談会（尾張・西三河・新城設楽・東三河）（～　9 /30）

［各事務所主催］

　○県民からの意見等の聴取

　18 日

市町村観光担当課長会議（～ 10/　7 ）

　○市町村からの意見等の聴取

　28 日
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注）各種ヒアリング、アンケート調査、会議、パブリック・コメントの内容については、

　　下記のホームページをご覧ください。

　　（http://www.pref.aichi.jp/kanko/menu/kankou/sesaku.html）

　3 　観光振興に関連する他の諸計画

行　　事　　名年　月　日

愛知観光まちづくり推進リーダー懇談会

　○観光まちづくりに携わるリーダーからの意見等の聴取

　10 月　13 日平成　21 年

地域観光懇談会（西尾張 ･知多）［観光コンベンション課主催］

　○県民からの意見等の聴取

　11 月　11 日

愛知県議会産業労働委員会

　○計画概要の説明

　　13 日

第 3回愛知県観光振興基本計画検討委員会

　○中間報告案の検討

　26 日

パブリック・コメント（～H22/　1 /24）

　○県民からの意見等の募集

　12 月　24 日

第 4回愛知県観光振興基本計画検討委員会

　○最終報告案の検討

2月　10 日平成　22 年

第 2回愛知県観光振興推進本部会議

　○計画案の審議

　24 日

愛知県議会へ報告3月　19 日

ホームページアドレス計   画   名

http://www．pref．aichi．jp/kikaku/（1）政策指針 2010－2015

　　　　　　（平成　22 年 3 月策定）

http://www．pref．aichi．jp/sanro/（2）愛知県産業労働計画（仮称）

　　　　　　（平成　23 年 1 月策定予定）

http://www．pref．aichi．jp/0000023761．html（3）あいち山村振興ビジョン

　　　　　　（平成　21 年 3 月策定）
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４　観光データ

　�　愛知への外国人旅行者の来訪状況

　　ア　外国人旅行者数の推移

　　イ　国・地域別外国人旅行者数、割合

　　　　　　　資料）日本政府観光局（ＪＮＴＯ）「国際観光白書 2009」、「訪日外客訪問地調査」（2006/2007・2007/
　　　　　　　　　　2008）に基づき、愛知県作成
　　　　　　　　　　注）割合は小数点第 2位で四捨五入しているため、100％にならない。



　�　宿泊旅行の状況（平成　２０ 年）

　　ア　延べ宿泊者数

　　　　　　　　　　　　　　資料）観光庁「宿泊旅行統計調査報告」（平成　20 年）に基づき、愛知県作成

注１）調査対象は、従業者数　10 人以上のホテル、旅館及び簡易宿所の全宿泊施設である。

注２）延べ宿泊者数には宿泊目的割合不詳を含むため縦計、横計は一致しない。

注３）観光目的の宿泊者が　50 ％以上とは、宿泊目的が主として観光・レクリエーションであり、観光目的の宿泊

　　　者が　50 ％未満とは、宿泊目的が主として出張・ビジネスのこと。
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　　イ　うち外国人延べ宿泊者数

　　　　　　　　　　　　　　資料）観光庁「宿泊旅行統計調査報告」（平成　20 年）に基づき、愛知県作成

注１）調査対象は、従業者数　10 人以上のホテル、旅館及び簡易宿所の全宿泊施設である。

注２）延べ宿泊者数には宿泊目的割合不詳を含むため縦計、横計は一致しない。

注３）観光目的の宿泊者が　50 ％以上とは、宿泊目的が主として観光・レクリエーションであり、観光目的の宿泊

　　　者が　50 ％未満とは、宿泊目的が主として出張・ビジネスのこと。
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　�　国際会議の開催件数

　　主要都府県の国際会議開催件数の推移（新基準）

　　　　　　　　　　資料）日本政府観光局（ＪＮＴＯ）「国際会議統計」（2008 年）に基づき、愛知県作成

＜国際会議の選定基準（国際会議統計（2008 年）から抜粋）＞

【2007 年統計からの新基準】

　国際機関・国際団体（各国支部を含む）又は国家機関・国内団体（各々の定義が明確ではないた

　め民間企業以外は全て）が主催する会議で、以下の条件を満たすもの。

　　○参加者総数が　50 名以上

　　○参加国が日本を含む 3カ国以上

　　○開催期間が１日以上
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　�　観光ボランティアガイド数

　　ア　主要道県における観光ボランティアガイドの状況（平成　20 年）

資料）（社）日本観光協会調査「地域紹介・観光ボランティアガイド組織の情報の提

　　　供について」に基づき、愛知県作成

　　　　　注）男女別の人数について未回答の団体があるため、男女別の合計数と全体のガイド数は一致しな

　　　　　　　い。また、平均年齢についても未回答の団体があるため、回答があった団体のみの平均年齢を

　　　　　　　表している。

　　イ　愛知の観光ボランティアガイド数の推移



　5 　第 4回日中韓観光大臣会合「共同声明」（抜粋）

　2 ．東アジア観光大交流時代の到来への対応

　　２１ 世紀における東アジア観光大交流時代が確実に到来しつつあ

ることを強く認識し、以下の取組みを強化する。

（1） スムーズでストレスのない旅行に対する観光客のニーズを踏

まえ、査証取得手続き、入国審査待ち時間などの制約要因の

改善を図る。

（2） より開放的な事業運営環境を通じて観光客により高度なサー

ビスを提供するため、観光関係事業者のグローバルな活動を

促進する。

（3） 観光関係事業者間の連携、交流や海外研修の実施などを通じ

て国際観光を担う人材の育成を図る。

（4）国境を越えて移動する観光客の利益を国内・国外を問わずに

保護するため、　3 ヶ国が連携した方策を検討する。

（5）観光関係事業者が情報の共有を図り、産業観光の取り組み、

同一ロゴでの高品質な商品造成・販売などの具体的な課題に

ついて議論を深めるため、　3 ヶ国の観光関係事業者の団体に

よる定期的な協議を推進する。

（6）観光分野における　3 ヶ国間の相互投資の拡大を図るため、事

業者間の情報交換が活発に行われる環境の整備を進める。

（7） 　3 ヶ国間及び域外からの観光客に対する利便性の向上を通じ

て国際観光交流を活発化するため、観光案内表示の国際標準

化、最先端のＩＴ技術を活用した観光情報提供サービスモデ

ルの開発などの検討を進める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成　21 年　10 月　18 日）
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　6 　あいち観光ボランティアガイドの会「おもてなし憲章」

　私たちは、この土地を愛しています。ここに住む人、働く人、訪れる人が、交

流することで、このまちをより良くしたいと願います。

○この地域を訪れる全ての方が「また来たい」と思っていただけるようふれあ

いとぬくもりを大切に、おもてなしの心でお迎えします。

○この地域の魅力を掘起こし、磨き、知らせて、多くの人に訪れていただける

地域づくりを目指します。

○外国の方、障害を持った方を含め、誰でも安心して住み、訪れていただける

地域づくりを目指します。

○この地域の歴史や風土、環境や景観を守り、良い伝統を発展させ、伝えます。

○みんなが力を合せてこの憲章を進化・発展させるよう努力します。

　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成　21 年　10 月　22 日）
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　7 　愛知県観光振興基本条例（原文縦書）

平成二十年十月十四日
条例第四十八号

　我が国の中央に位置する本県は、豊かな自然と優れた文化遺産を有するとともに、モノづ
くりを資源とした魅力ある観光資源が多数存在している。
　こうした観光資源を活用し、本県の魅力を向上させるためには、まず、県民一人ひとりが、
観光に対する理解を深めるとともに、地域の住民が誇りと愛着を持つことのできる活力に満
ちた地域社会を実現することが大切である。
　また、観光産業が、二十一世紀の我が国のリーディング産業の一つとして期待される中で、
その振興は、地域経済の発展に寄与するものである。
　本県においては、中部国際空港の開港や二千五年日本国際博覧会の開催を契機として、国
内外からの来訪者が増加しているとともに、草の根レベルでの国際交流やボランティア活動
が盛んに行われるなど、県内の各地域において住民参加による相互理解と友好交流の促進に
向けた取組が活発になされている。
　こうした中、昨今、観光を取り巻く環境は著しく変化してきており、これまでの名所旧跡
や温泉等の観光に加えて、産業観光、武将観光を始めとするニューツーリズムなど、これま
での枠組みにとらわれない新しい観光の在り方も求められている。
　これらに適切に対処するためには、県民一人ひとりが観光振興の担い手としての認識を高
めるとともに、観光振興のための基盤整備、県域を超えた広域連携の促進及び新しい観光に
も対応した創意工夫による積極的な施策の展開が重要である。
　このような認識の下に、県民、観光事業者及び観光関係団体と県及び市町村が連携し、地
域が一体となって、魅力ある観光地の形成を推進するため、ここにこの条例を制定する。

　（目的）
第一条　この条例は、観光振興について、基本理念を定め、並びに県民、観光事業者及び観
光関係団体の役割並びに県の責務を明らかにするとともに、観光振興に関する施策の基本
となる事項を定めることにより、観光振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、
もって魅力ある活力に満ちた地域社会の実現及び県民生活の向上に寄与することを目的と
する。

　（定義）
第二条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると
ころによる。
一　観光資源　地域の自然、歴史、伝統、文化、産業その他観光振興に資する資源をいう。
二　観光産業　旅行業、宿泊業、飲食業その他観光に関連する産業をいう。
三　観光事業者　主として観光旅行者を対象として事業を行う事業者その他観光に関連す
る事業を行う事業者をいう。

四　観光関係団体　観光振興を目的として、観光事業者、行政機関等で構成される団体を
いう。

五　県民等　県民、観光事業者、観光関係団体、市町村その他地域社会を構成する主体を
いう。

　（基本理念）
第三条　観光振興は、県民等が地域における創意工夫を生かした主体的な取組を尊重しつつ、
おもてなしの機運を醸成し、県民が誇りと愛着を持つことができる魅力ある活力に満ちた
地域社会の形成を図ることが特に重要であるという認識の下に、その推進が図られなけれ
ばならない。

　2 　観光振興は、観光産業相互の有機的な連携を図ることにより、地域の産業活動、社会活
動その他の活動を活発にすることが重要であるという認識の下に、その推進が図られなけ
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ればならない。
　3 　観光振興に関する施策を講ずるに当たっては、本県には中部国際空港及び愛知県名古屋
飛行場が設置されているという特性並びに道路、鉄道及び港湾がその本来の機能のほか
人々の交流の拠点としての機能をも有するという特性が最大限に活用されるよう配慮され
なければならない。

　4 　観光振興に関する取組は、地域の生活環境、自然環境及び景観を維持しつつ、これらと
の調和を図ることが地域の魅力を向上させるという認識及び県域を超えた広域連携が重要
であるという認識の下に行われなければならない。

　（県民の役割）
第四条　県民は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、観光に対
する関心及び理解を深め、魅力ある観光地の形成に主体的な役割を果たすよう努めるもの
とする。

　2 　県民は、地域における観光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）
第五条　観光事業者は、基本理念にのっとり、事業活動を通じて、来訪者に対するサービス
の向上及びおもてなしの推進を図るとともに、観光情報の発信、観光資源の発掘及び観光
に関する事業に従事する者の育成に努めるものとする。

　2 　観光事業者は、県が実施する観光振興に関する施策及び地域における県民等の主体的な
観光振興に関する取組に協力するよう努めるものとする。

　（観光関係団体の役割）
第六条　観光関係団体は、基本理念にのっとり、観光情報の発信、観光旅行者の誘致、観光
資源の発掘及び人材の育成等の推進を図るとともに、業種の枠を超えた連携を図りながら、
観光振興に関する取組に努めるものとする。

　2 　観光関係団体は、県が実施する観光振興に関する施策及び地域における県民等の主体的
な観光振興に関する取組に協力するよう努めるものとする。

　（県の責務）
第七条　県は、基本理念にのっとり、観光事業者及び観光関係団体への支援並びにこれらの
ものの相互の連携促進を図るとともに、観光振興に関する施策を総合的に策定し、及び実
施する責務を有する。

　（県と市町村との連携）
第八条　県は、基本理念にのっとり、観光振興に関する施策の策定及び実施に当たっては、
市町村と連携するものとする。

　2 　県は、市町村が実施する観光振興に関する施策について、市町村に対し、必要な支援を
行うよう努めるものとする。

　（観光振興基本計画）
第九条　知事は、観光振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、観光振興に
関する基本的な計画（以下「観光振興基本計画」という。）を定めるものとする。
　2 　観光振興基本計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一　観光振興に関する施策についての基本的な方針
二　観光振興に関する目標
三　観光振興に関し、県が総合的かつ計画的に講ずべき施策
四　前三号に掲げるもののほか、観光振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するた
めに必要な事項

　3 　知事は、観光振興基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、県民等の意見が反映さ
れるよう必要な措置を講ずるものとする。

　4 　知事は、観光振興基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを議会に報告するとともに、
公表しなければならない。

　5 　前二項の規定は、観光振興基本計画の変更について準用する。
　6 　知事は、毎年、議会に、観光振興基本計画に定められた観光振興に関する施策の実施状
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況に関する報告を提出するとともに、これを公表しなければならない。
　（魅力ある観光地の形成）
第十条　県は、観光資源の活用による地域の特性を生かした魅力ある観光地の形成を図るた
め、必要な措置を講ずるものとする。

　（観光振興のための基盤整備等）
第十一条　県は、道路、鉄道、空港、港湾その他の観光の基盤となる交通施設及び宿泊施設、
案内施設その他の魅力ある観光地の形成に資する施設の整備並びに観光情報の提供等に関
する機能の充実に関し必要な施策を講ずるものとする。

　2 　県は、前項の施策を講ずるに当たっては、地域の生活環境、自然環境及び景観の維持並
びにこれらとの調和に配慮するとともに、高齢者、障害者その他特に配慮を要する観光旅
行者が円滑に利用できるよう努めるものとする。

　（地域への来訪の促進等）
第十二条　県は、地域への来訪を促進するため、国際会議、展示会、スポーツイベントその
他の行事の誘致、開催及び効果的な広報宣伝の実施に関し必要な施策を講ずるものとする。

　2 　県は、前項の施策を講ずることにより来訪した者の他の地域への来訪及びこれによる来
訪者との交流の促進に関し必要な施策を講ずるものとする。

　（外国人来訪者の地域への来訪の促進等）
第十三条　県は、国内外から来訪する外国人（以下「外国人来訪者」という。）の地域への来
訪の促進により国際観光の振興を図るため、本県の観光資源の効果的な広報宣伝の実施及
び外国人来訪者を対象とした多様な観光旅行の形態の普及に関し必要な施策を講ずるもの
とする。

　2 　県は、外国人来訪者との交流を促進するため、通訳案内のサービスの向上その他の外国
人来訪者の受入れの体制の整備に関し必要な施策を講ずるものとする。

　（来訪者への適切なおもてなし）
第十四条　県は、来訪者との交流を促進するため、県民等に対し、観光資源に対する理解及
び来訪者との交流に対する意欲を増進し、並びに地域に来訪する者を適切にもてなすため
の情報及び学習の機会の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。

　（観光産業の振興）
第十五条　県は、観光産業の振興を図るため、観光産業相互の有機的な連携を促進するとと
もに、観光産業が、観光旅行者の需要の高度化及び観光旅行の形態の多様化に対応した新
たな観光サービスを提供できるよう必要な施策を講ずるものとする。

　（観光振興に寄与する人材の育成）
第十六条　県は、観光振興に対する意欲及び知識を有する者並びに観光に関する事業に従事
する指導者の育成に必要な施策を講ずるものとする。

　（財政上の措置）
第十七条　県は、観光振興に関する施策を推進するため必要な財政上の措置を講ずるよう努
めるものとする。

　（観光振興のための体制の整備）
第十八条　県は、県民等と協働して観光振興に関する施策を総合的かつ効果的に推進するた
めの体制を整備するものとする。

　　　附　則
　この条例は、公布の日から施行する。
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