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（意見）
「法令や規則等に違反していないが、自治体運営の有効性・効率性・経済

必要と考える事項」

（指摘）
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オ 国、他の地方公共団体及び関連団体との連携は適切になされているか。

エ 観光事業に関する効果測定が適切に行われているか。

ウ 観光事業の事務が、経済性に配慮して行われているか。

イ 観光事業の事務が、目的に適合しており有効かつ効率的に行われているか。

か。

ア 観光事業の事務が、関連する法令及び条例・規則等に準拠して行われている

監査の主な要点

７. 外部監査の方法

自：平成 30 年６月６日 至：平成 30 年 12 月 17 日
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経済性）の観点から総合的に監査を行うことを考えた。

かについて検討し、あわせてこれらの事務の執行について３Ｅ（有効性、効率性、

定し、事務の執行が、関連する法令及び条例・規則等にしたがって執行されている

そこで観光あいちの促進に関連する事業に関する事務の執行をテーマとして選

てている。

た、
「観光あいちの推進」として 106 億円の予算（平成 29 年度当初予算）を割り当

振興施策を戦略的、計画的に推進するために、「あいち観光戦略」を策定した。ま

６. 外部監査の実施期間

平成 30 年度についても対象とした。

ただし、必要があると判断した場合には、平成 28 年度以前に遡り、また、一部

平成 29 年度（自：平成 29 年４月１日 至：平成 30 年３月 31 日）

５. 外部監査の対象期間

・教育委員会

・建設部

・農林水産部

・産業労働部

・健康福祉部

・環境部

・県民文化部

・総務部

・振興部

４. 外部監査の対象部署

金曜日

県は平成 28 年２月に、最新の国の動向や社会・経済情勢の変化を踏まえ、観光

「モノづくり」に続く、新たな戦略産業に位置づけている。

こうした中、県は平成 27 年を「あいち観光元年」とすることを宣言し、観光を

訪日外国人旅行者数の更なる伸びが期待されている。

今後、平成 32 年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向け、

861 万人から平成 27 年の 1,973 万人へと２倍を超える伸びを記録した。

日ビザ要件の緩和等の施策が奏功したほか、円安も追い風となって、平成 22 年の

本大震災等の影響を受けていったんは減少したにも関わらず、その後の国による訪

20 年秋のリーマン・ショックや日中・日韓関係の悪化、平成 23 年に発生した東日

近年、観光を取り巻く環境は大きく変わり、特に、訪日外国人旅行者数は、平成

３. 事件（テーマ）を選定した理由

「観光あいちの促進に関連する事業に関する財務事務の執行について」

２. 選定した特定の事件（テーマ）

地方自治法第 252 条の 37 第１項の規定に基づく包括外部監査

１. 外部監査の種類

第１章
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（公認会計士）

（公認会計士）
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水谷 博之
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包括外部監査人及び補助者は、いずれも監査の対象とした事件について地方自治

3

図1

H20

H25

世界の国際観光客到着数の推移

H15

観光客数は増加傾向を示しており、経済成長著しいアジア・太平洋地域等におい

位である。

4

の中では、中国、トルコ、タイ、マレーシア、香港、日本の順で日本の順位は第６

一方、日本は世界で第 16 位であり、近年はランクをあげつつある。アジア各国

万人で３位であった（図 2）。

ランスが 8,260 万人で首位をキープし､米国が 7,747 万人で２位、スペインが 7,556

者受入数を比較すると、平成 28 年の外国人旅行者受入数は、前年に引き続き、フ

ため、比較する際には統計基準の違いに注意する必要があるが、各国の外国人旅行

外国人旅行者受入数は、各国・地域ごとに異なる統計基準により算出されている

ては、今後とも国際観光客到着数の増加が続くものと予測されている。

愛 知 県 公 報

法第 252 条の 29 の規定により記載すべき利害関係はない。

H10

（出典：ＵＮＷＴＯの公表資料を基に監査人が作成：http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_barom18_01_january_excerpt_hr.pdf）
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Ｏはこの強い勢いが平成 30 年も継続し、４～５％の成長が続くと見込んでいる。

金曜日

９. 利害関係

（公認会計士）

平手 健一

（公認会計士）

仲 友佳子

（公認会計士）

（公認会計士）

松井 伸

中村 貢

（公認会計士）

大島 嘉秋

８. 包括外部監査人及び補助者

オ その他、包括外部監査人が必要と認めた監査手続を実施した。

アリング、関連資料の閲覧及び資料のサンプルチェックを実施した。

エ 観光に関する事務処理及び承認が適切になされているかを確認するため、ヒ

した。

現場視察、ヒアリング、関連資料の閲覧及び資料のサンプルチェックを実施

ウ 観光関連施設の管理及び物品管理が適切になされているかを確認するため、

た。

ＵＮＷＴＯ（国連世界観光機関）によると、平成 29 年の国際観光客到着数は前
年と比べて７％も成長し、世界全体で 13 億 2,200 万人に達した（図 1）。ＵＮＷＴ

るため、ヒアリング、関連資料の閲覧及び資料のサンプルチェックを実施し

１. 世界の観光動向

第２章

測定及び計画等を実施するために必要な連携が行われていることを確認す

イ 観光に関する各種計画等に関する事務が適切に行われ、また、計画等の効果

則等の閲覧を実施した。

ア 観光に関する事務の概要把握のため、ヒアリング及び関連諸法令、条例・規

主な監査手続
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図2

世界各国・地域への外国人訪問者数

28 年の数値が不明であるため平成 27 年又は平成 26 年の数値を採用した。

本表の数値は平成 28 年数値である。ただし、一部の国については、平成

0
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図3

ヨーロッパ

エリア別訪日外国人客数の推移

北アメリカ

その他

訪日外国人の１人あたり旅行支出の状況は図 4 のとおりである。訪日外国人の

6

高い。また、買物代は中国が約 11 万１千円と突出している。

等サービス費は５千円前後の国が多い中、オーストラリアが約１万４千円と最も

の約２万２千円に対しイギリスは約９万７千円など大きな乖離が見られる。娯楽

い。宿泊費はヨーロッパ、アメリカ、オーストラリアで高い傾向がみられ、韓国

と最も高く、次いで宿泊費 （約４万３千円）
、飲食費（約３万１千円）の順で高

訪日外国人１人あたり旅行支出を費目別にみると、買物代が平均約５万７千円

といった長期旅行者が多いことも影響している可能性がある。

傾向が認められる。これはアジアの旅行者に比べ、ヨーロッパの旅行者は数週間

多数を占めるアジアの国々は、ヨーロッパ、アメリカと比べて旅行支出が少ない

愛 知 県 公 報

5

アジア

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

（出典：日本政府観光局（ＪＮＴＯ）公表データを基に監査人が作成：https://www.jnto.go.jp/jpn/statistics/visitor_trends/）

0

10

20

（百万人）

方、アジアは約２割程度の増加となっていた。

平成 29 年にかけて北アメリカ及びヨーロッパはほぼ横ばい傾向を示している一

なっている。内訳の年毎の推移を見てもアジアの伸びは大きく、平成 28 年から

（87％）
、北アメリカが約 170 万人（６％）
、ヨーロッパが約 150 万人（５％）と

客数の多数はアジアが占めており、平成 29 年においてはアジアが約 2,470 万人

エリア別の訪日外国人客数の推移は図 3 のとおりである。我が国の訪日外国人

訪日外国人の動向

２. 我が国における観光の動向

金曜日

（出典：日本政府観光局（ＪＮＴＯ）作成資料を基に監査人が作成：https://www.jnto.go.jp/jpn/statistics/visitors_ranking.pdf）

※
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米国
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ギリシャ
ロシア
日本
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サウジアラビア
ポーランド
韓国
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交通費

10
飲食費

15
（万円）

娯楽等サービス費

20

訪日外国人旅行者１人あたり旅行支出（平成 29 年）

宿泊費

5
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宿泊旅行

H26

日帰り旅行

H27

H28

H29

（出典：平成 30 年版観光白書）

日本人の国内宿泊旅行と日帰り旅行の延べ人数の推移

H25

0

5

10

15

20

（兆円）

H22

5.1

15.4

H25

4.8

15.4

H27

4.6

15.8

日帰り旅行

H26

4.5

13.9

日本人国内旅行消費額の推移

宿泊旅行

H24

4.4

15

8

（出典：平成 30 年版観光白書）

図6

H23

5

14.8

らは再び増加傾向が見られる。

H28

4.9

16

H29

5

16.1

2.3％増）であった。平成 23 年から若干の減少傾向が見られたが、平成 27 年か

泊旅行が 16 兆 798 億円（前年比 0.3％増）
、日帰り旅行が５兆 332 億円（前年比

国内旅行消費額は 21 兆 1,130 億円となり前年比 0.8％増であった。そのうち宿
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7

て延べ宿泊者数の増加効果が相殺される可能性も考えられる。

で見れば、将来的に一人あたりの宿泊回数が増加しても、人口減少の影響によっ

年は穏やかな増加傾向が認められる。しかし、10～20 年といった中長期的な視点

日本人の国内宿泊旅行と日帰り旅行の延べ人数の推移（図 5）をみると、ここ近

0.7％減）
、国内日帰り旅行は延べ３億 2,418 万人（前年比 2.8％増）となった。

また、平成 29 年に国内宿泊旅行に行った人数は延べ３億 2,333 万人（前年比

図5

H24

次に日本人国内旅行消費額の推移（図 6）について見ると、平成 29 年の日本人

0

1

2

3

（億人）

金曜日

であった｡前年と比べて若干の増加が認められる。

1.3％増）､国民１人あたりの国内宿泊観光旅行の宿泊数は 2.30 泊（同 1.9％増）

平成 29 年の日本人の国民１人あたりの国内宿泊観光旅行は 1.41 回（前年比

国内観光客の動向

（出典：観光庁公表データを基に監査人が作成：http://www.mlit.go.jp/common/001226297.pdf）

図4

0
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「３つの視点」と「10 の改革」
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「明日の日本を支える観光ビジョン」新たな目標値

9

（出典：「明日の日本を支える観光ビジョン」概要）

図8

10

域観光周遊ルート形成促進事業を進めている。

訪日外国人旅行者の地方への誘客を図るため、観光庁は平成 27 年より、広

ウ 広域観光周遊ルート形成促進事業
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件、地域ＤＭＯ80 件の計 128 件が登録されている。

た、日本版ＤＭＯの候補法人としては広域連携ＤＭＯ３件、地域連携ＤＭＯ45

地域連携ＤＭＯが 39 件、地域ＤＭＯが 24 件の計 70 件が登録されている。ま

平成 30 年３月 30 日時点では、日本版ＤＭＯとして広域連携ＤＭＯが７件、

くりを行う組織

として、マーケティングやマネジメント等を行うことにより観光地域づ

原則として、基礎自治体である単独市町村の区域を一体とした観光地域

○地域ＤＭＯ

織

ティングやマネジメント等を行うことにより観光地域づくりを行う組

複数の地方公共団体に跨がる区域を一体とした観光地域として、マーケ

○地域連携ＤＭＯ

域づくりを行う組織

地域として、マーケティングやマネジメント等を行うことにより観光地

複数の都道府県に跨がる地方ブロックレベルの区域を一体とした観光

○広域連携ＤＭＯ

ＭＯ及び日本版ＤＭＯ候補法人を以下の３つに区分している。

ティングしマネジメントすることが考えられることから、観光庁では日本版Ｄ

ＤＭＯは役割や目的、ターゲットなどに応じて様々な単位のエリアをマーケ

100 組織設置することが目標に掲げられている。

支える観光ビジョン」においては、平成 32 年を目処に日本版ＤＭＯを全国で

組みを、日本の地域づくりに取り入れることを目指している。「明日の日本を

日本版ＤＭＯは、上記のような科学的アプローチによる観光地域づくりの仕

な役割を果たしている。

Ｉの設定など、観光事業のマネジメントを行い、地域への観光客の集客に重要

国では、ＤＭＯが観光に関する各種データ等の収集・分析、戦略の策定、ＫＰ

観光地域づくりを持続的・戦略的に推進し牽引する観光振興組織である。諸外

ＤＭＯとは「Destination Management/Marketing Organization」の略称で、

るため、観光庁は、平成 27 年に日本版ＤＭＯの登録制度を創設している。

観光客の地方への流れを戦略的に創出し、観光振興による地方創生を実現す

イ 日本版ＤＭＯ

金曜日

（出典：「明日の日本を支える観光ビジョン」概要）

図7

改革をとりまとめるとともに、新たな目標値を掲げている（図 7）
。

略と地方創生の大きな柱である」との認識のもと、３つの視点を柱とし、10 の

「明日の日本を支える観光ビジョン」では、「観光は、真に我が国の成長戦

基幹産業へと成長させ、「観光先進国」への新たな国づくりを目指している。

平成 28 年には、
「明日の日本を支える観光ビジョン」を策定し、観光を国の

観光を 21 世紀における日本の重要な政策の柱として位置づけている。

国は観光立国の実現に向けて、平成 18 年に観光立国推進基本法を制定し、

ア 観光立国に向けた国の取組

観光立国に向けた日本の近年の取組（国の観光戦略）

平成31年１月25日
第3553別冊１号

本事業は、テーマ性・ストーリー性を有する魅力ある観光地域を、交通アク

広域観光周遊ルート
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11

フランス・ドイツ・イタリア・ロシア・スペイン）を対象に、個別の市場特性

インドネシア・フィリピン・ベトナム・インド・豪州・米国・カナダ・英国・

として 20 市場（韓国・中国・台湾・香港・タイ・シンガポール・マレーシア・

平成 32 年度までの３年間の訪日プロモーション全体方針を策定し、重点市場

なお、平成 30 年度は、東京オリンピック・パラリンピック開催を見据えて

行者の拡大を目指している。

12
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と地方（自治体及び観光関係団体等）の広域での取組等により、訪日外国人旅

社招請などの現地消費者・旅行会社と連携した訪日プロモーションの展開、国

具体的な内容としては、海外広告宣伝、旅行博出展、海外メディア・旅行会

日プロモーションを目的に、ビジット・ジャパン事業を実施している。

ため、我が国における外国人旅行者数の成長が見込まれる国・地域に対する訪

観光庁と日本政府観光局（ＪＮＴＯ）は、訪日外国人旅行者数の増加を図る

エ ビジット・ジャパン事業

を踏まえてターゲット別に課題・対応策を定め、プロモーションの戦略性向上
による全世界の市場からの誘客の実現を目指すこととしている。

金曜日

（出典：「広域観光周遊ルートにおけるモデルコースの策定について」）

図9

観光周遊ルート形成計画が認定を受けている。

認定され、平成 28 年には４件が新たに認定された。現在、全国で 11 件の広域

平成 27 年に「昇龍道」を含む全国で７件の広域観光周遊ルート形成計画が

する取組を関係省庁・機関が支援を行うこととしている。

海外への情報発信などにかかる事業費用を国が一部負担するなど、地域が推進

た広域観光周遊ルートに対しては、計画策定、マーケティング、受入環境整備、

ルートを形成し、海外に積極的に発信することを目的としている。認定を受け

セスも含めてネットワーク化し、訪日外国人旅行者の滞在日数に見合う周遊

平成31年１月25日
第3553別冊１号

愛知県は県内又は三重・岐阜といった近隣県からの日帰り観光客が多数を占

-10-

0

県内日帰り

25,000

県内宿泊

50,000

75,000
（人）

愛知県及び近隣県の観光入込客数（日本人）の内訳

県外宿泊

（出典：
「平成 28 年 観光入込客統計」（観光庁）を基に監査人が作成）

図 10

京都府

県外日帰り

1,811

京都府

719

124

120

1,086

638

161

182

102

宿泊

-

-

-

-

-

-

75

日帰り

14

（出典：
「平成 28 年 観光入込客統計」
（観光庁）
）

が無かったものである。
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-

-

384

739

-

20

３

705

日帰り

「‐」は観光地点パラメータ調査において、サンプル数

229

滋賀県
※

131

三重県

三重県

滋賀県

639

747

愛知県

静岡県

684

606

長野県
岐阜県

1,376

宿泊

ビジネス目的

観光入込客数（千人回）
観光目的

山梨県

県

愛知県

静岡県

岐阜県

長野県

因と推測される。

めており、宿泊を伴うような遠方からの観光客の割合が少ないことも一つの要

金曜日

都道府県の観光地点を訪れた観光入込客（観光地点及び行祭事・イベントを訪れた
者）をカウントした値で、例えば、１人の観光入込客が当該都道府県内の複数の観光
地点を訪れたとしても、１人回と数える。

1

愛知県は県内日帰り客が非常に多く、全体の約 63％を占めている。県外からの

旅行者は日帰り客が多数を占めており、県外宿泊者は極めて少ない。

-

おり、この点が特徴といえる。

愛知県及び近隣県の観光入込客数（外国人）の内訳

日帰りで大きな違いが生じているが、愛知県は宿泊と日帰りが近い値を示して

の集客状況を把握する。

表1

観光入込客数（観光目的）の山梨県、長野県及び三重県などを見ると、宿泊と

集計している。そこで、この観光入込客統計を用いて愛知県の観光客（日本人）

愛知県の観光客の特性を把握するため近隣県と比較した結果が図 10 である。

名古屋市を有し、他県と比べて多くの企業が存在しているためと考えられる。

Ｂ）県内宿泊者、Ｃ）県外日帰り者、Ｄ）県外宿泊者の区分で観光入込客数1を

としては、ビジネス目的での観光入込客数が多いことが挙げられる。愛知県は

116 万人（宿泊者約 109 万人、日帰り約７万人）である（表 1）
。愛知県の特徴

、ビジネス目的が
観光目的が 138 万人（宿泊者約 64 万人、日帰り約 74 万人）

平成 28 年における愛知県の訪日外国人は観光入込客数（外国人）を見ると、

イ 訪日外国人

観光入込客統計の年間値」
（観光庁）では、Ａ）県内日帰り者、

「平成 28 年

ア 日本人観光客

観光入込客数の状況

３. 愛知県における観光動向と想定される課題
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東山動植物園

なごやまつり

岡崎市

名古屋市

豊川市

名古屋市

蒲郡市

名古屋市

名古屋市

名古屋市

３位

４位

５位

６位

７位

８位

９位

10 位
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20%

40%

訪日外国人が訪れた県内の観光地（上位 20 件）

0%

60%

16

ければ今後は穏やかな減少傾向となることも予測される。

日本は人口が減少していることから、日本人の平均的な旅行回数に変化がな

示しており、愛知県における特有の傾向は認められない。

人前後で推移している。他県においても日本人の延べ宿泊者数は横ばい傾向を

である。若干の増加傾向が認められるが、年間の延べ宿泊者数は概ね 1,500 万

愛知県及び近隣県等における日本人の延べ宿泊者数の推移は図 12 のとおり

ア 日本人延べ宿泊者数

宿泊者数の推移

（出典：「愛知県訪日外客動向調査」
（平成 29 年））

図 11

トヨタ会館

やきもの散歩道

リニア・鉄道館

豊川稲荷

レゴランド

岡崎城

•招き猫ミュージアム

イベント・フェスティバル

東山動植物園

徳川美術館

名古屋市科学館

トヨタ産業技術記念館

犬山城

名古屋港水族館

トヨタ博物館

•香嵐渓

熱田神宮

温泉

名古屋城

名古屋都心（名古屋駅、栄、大須等）

る多くの観光施設は名古屋市近辺を占めている。

られている様子が見られる。上位 20 件のみではあるが、訪日外国人が訪問す

館にも訪問されており、県が推進している産業観光が訪日外国人にも受け入れ

部の観光客が訪問していることが分かる。また、トヨタ博物館やリニア・鉄道

愛 知 県 公 報

15

（出典：「平成 28 年 観光レクリエーション利用者統計」（愛知県））

2,202,000

2,207,300

2,494,951

3,016,624

4,267,095

5,000,000

7,024,739

7,921,863

9,276,000

11,552,000

入込客数（人）

図 11 の訪日外国人が訪れた県内の観光地を見ると、こちらも名古屋市近辺
に集中している。ただし犬山城、岡崎城、豊川稲荷などの歴史文化施設にも一

金曜日

にっぽんど真ん中まつり

ラグーナテンボス

ナゴヤドーム

豊川稲荷

熱田神宮

ＮＥＯＰＡＳＡ岡崎

刈谷ハイウェイオアシス

刈谷市

２位

観光資源名

中部国際空港来場者

常滑市

所在地

愛知県内の観光入込客数（上位 10 位）

１位

順位

表2

割合が多い傾向がみられた。

宮、豊川稲荷、ナゴヤドームと続いているが、名古屋市内の施設・イベントの

りは、休息のために経由する側面が強いものと推察される。４位以下は熱田神

ＯＰＡＳＡ岡崎はサービスエリアであり、こちらも観光の最終目的地というよ

数は限定されているものと考えられる。２位の刈谷ハイウェイオアシス、ＮＥ

の中部国際空港来場者は空港利用者数に左右され、純粋な観光目的での利用者

を見ると、各地の観光資源に観光客が訪問している様子が見受けられる。１位

県には広く観光資源があり、日本人・外国人を合わせた観光入込客数の統計

ウ 県内の主な観光資源と観光客の訪問状況
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大阪府

H25

愛知県

H26

京都府
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愛知県及び近隣県等における延べ宿泊者数（日本人）の推移
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愛知県

H27
岐阜県

三重県

H28

愛知県及び近隣県等における延べ宿泊者数（外国人）の推移

京都府

H26
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（出典：「宿泊旅行統計」
（観光庁）を基に監査人が作成）

図 13

大阪府

H25

日本人

外国人

14,924,800 人
（85%）

18

前後の月が多く、その他の地区においては概ね 1.5 万人以下であった。

また、リゾートホテルを見ると東三河地区の宿泊者数が 1.5 万人から２万人

るが、それ以外の地区は 10 万人未満であった。

倍以上の規模である。ビジネスホテルも同様に名古屋地区は 25～30 万人であ

テルは月に 10～15 万程度の延べ宿泊者数が存在しており、他地区と比べて３

名古屋地区で多くの人々が宿泊していることが分かる。名古屋地区のシティホ

である。シティホテルやビジネスホテルに着目すると、多くの企業が集積する

県内における地区別の延べ宿泊者数の月次推移を示したものが図 15、図 16

ウ 県内における地区別の延べ宿泊者数の月次推移

（出典：「宿泊旅行統計」
（観光庁）を基に監査人が作成）

図 14 愛知県の延べ宿泊者数の割合（平成 29 年）

2,592,970 人
（15%）

ことも重要といえる。

がって、外国人旅行者を集客しながらも、日本人旅行者向けの施策を実施する

にこの目標を達成した場合であっても外国人の割合は１割程度である。した

の来県者数を 5,000 万人、うち外国人は 400 万人との目標を掲げているが、仮
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0

300

600

900

（万人）

なお、このように外国人延べ宿泊者数は増加の一途をたどっているが、宿泊
者数全体においては日本人が多くの割合を占めている（図 14）
。県は平成 32 年

金曜日

から平成 28 年の約 239 万人となっており、大きな増加が見られた。

成 28 年にかけて約２倍となっている。愛知県も同様に平成 25 年の約 115 万人

である。全体的に右肩上がりの傾向が見られるが、大阪府は平成 25 年から平

愛知県及び近隣県等における外国人の延べ宿泊者数の推移は図 13 のとおり

イ 外国人延べ宿泊者数

（出典：「宿泊観光統計」
（観光庁）を基に監査人が作成）

図 12

（万人）

2500
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H28

名古屋

尾 張

東三河

西三河

地区別の延べ宿泊者数の推移①

H30

東三河

西三河

地区別の延べ宿泊者数の推移②

尾 張

H29

（出典：観光庁データを基に監査人が作成）

図 16

名古屋

H28

H30

る。簡易宿所では名古屋地区が上昇傾向を示しているが、それ以外の地区では

することが分かる。

19

３～４万人で推移することが多く、夏休みシーズンには大きく宿泊者数が増加

20

数は企業の動向に左右されるほか、県内の他地区での宿泊や宿泊日数の増加へ
の誘導は困難といえる。

は 5,000 人未満であり、県全体の宿泊者数に大きな影響を及ぼさない規模であ

愛 知 県 公 報

季節変動を除くと大きな傾向はみられなかった。旅館については東三河地区が

た名古屋地区に滞在していることが分かる。このようなビジネス目的の宿泊者

以上より、県内宿泊者の多くはシティホテルやビジネスホテルに宿泊し、ま

0

会社・団体の宿泊所では西三河地区の変動が大きいものの、それ以外の地区

（出典：観光庁データを基に監査人が作成）

図 15

H29

2

旅館

簡易宿所

会社・団体の宿泊所

金曜日

※ 名古屋市内にはリゾートホテルがない。
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図 17、図 18 は地区別の平均宿泊率の推移を示したものである。シティホテ
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名古屋

H28

尾 張

東三河

H29

地区別の平均宿泊率の推移①
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（出典：観光庁データを基に監査人が作成）

図 17

西三河
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尾 張

東三河

H29

西三河
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（出典：観光庁データを基に監査人が作成）

図 18 地区別の平均宿泊率の推移②

名古屋

H28

旅館

簡易宿所

会社・団体の宿泊所

H30

愛 知 県 公 報

※ 名古屋市内にはリゾートホテルがない。
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てもらうことが課題といえる。

入に余力が存在するものといえる。今後は名古屋市以外の地域にさらに訪問し

上大幅な宿泊者の受入は難しく、一方で尾張や三河地区においては宿泊者の受

は低い。すなわち、名古屋地区では新規に宿泊施設を設置しない限り、これ以

ル、ビジネスホテルともに名古屋の宿泊率は高く、尾張や東三河地区の宿泊率

平成31年１月25日
第3553別冊１号

目）
、県外宿泊者が 27,519 円（全国で 17 番目）
、県外日帰り観光客が 7,087 円

0

2000
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外国人

H24

年
日本人

H25

H26

H27

H28

長野

平成 28 年における一人あたりの観光消費額の比較（日本人）

滋賀
静岡

24

（出典：「観光入込客統計」
（観光庁）を基に監査人が作成）

図 20

京都
三重

愛知 岐阜 京都 三重 滋賀 静岡 長野

日帰り
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23

（出典：観光庁データを基に監査人が作成）

愛知県の観光消費額の推移

H23

愛知
岐阜

愛知 岐阜 京都 三重 滋賀 静岡 長野

宿泊

金曜日

図 19

H22
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図 20 のとおり近隣県等と比較した結果、大幅な違いは認められない。

県外

4000
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（億円）

も少ない。

は 483 億円である。観光目的の外国人旅行客が少ないこともあり、観光消費額

の消費額 675 億円（平成 28 年）のうち、観光目的は 192 億円、ビジネス目的

約 5,659 億円、ビジネス目的は 1,987 億円となっている。また、外国人旅行客

観光消費額（億円）

（全国で 19 番目）であった。

成 25 年から、日本人及び外国人ともに増加傾向を示している。

一人当たり観光消費額（円）

日本人旅行客の観光消費額 7,646 億円（平成 28 年）のうち、観光目的客は

一人あたりの観光消費額について詳細に見てみると、愛知県は県内宿泊者が
15,996 円（全国で 26 番目）
、県内の日帰り旅行客が 4,087 円（全国で 17 番

県の観光消費額（宿泊費、交通費、飲食費、土産物代等）は、平成 22 年に

ア 日本人観光客

は約 5,700 億円であったものが、平成 28 年には約 8,300 億円に増加した。平

観光消費額

平成31年１月25日
第3553別冊１号

県内

愛知
岐阜

京都
三重

愛知 岐阜 京都 三重 滋賀 静岡 長野

宿泊

滋賀
静岡

長野

愛知 岐阜 京都 三重 滋賀 静岡 長野

日帰り

平成 28 年における一人あたりの観光消費額の比較（外国人）
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1.大規模イベント・コン
ベンション等の誘致に関
すること
2.愛知・名古屋ＭＩＣＥ
推進協議会に関すること
3.2005年日本国際博覧会
の理念継承・発展に関す
ること

図 22 観光局の職員配置図

1.観光産業の振興に関す
ること
2.観光施設等補助金に関
すること
3.旅行業の登録に関する
こと

イベント・
コンベンショングループ

1.海外向け観光情報の提
供に関すること
2.全国通訳案内士の登録
に関すること

魅力発信グループ

国際観光コンベンション課

26

1.外国人観光客の誘致に
関すること
2.外国人観光客の受入環
境の整備・充実に関する
こと

誘客促進グループ

愛 知 県 公 報

25

1.国内観光事業の振興に
関すること
2.観光情報の収集・提供
に関すること

1.観光振興に関する基本
的な計画の総合調整に関
すること
2.県営観光施設に関する
こと
3.観光統計に関すること。

観光産業グループ

振興部観光局

（出典：県より入手の資料を基に監査人が作成）

観光振興グループ

企画グループ

観光振興課

おりである。

局長をトップとした観光推進体制を明確化している。県の観光推進体制は次のと

略の策定と歩調をあわせて、県は平成 27 年４月に振興部観光局を設置し、観光

に推進するために、
「あいち観光戦略」を平成 28 年２月に策定した。この観光戦

新の国の動向や社会・経済情勢の変化を踏まえ、観光振興施策を戦略的、計画的

を策定し、各種施策に取り組んできた。そして、前計画の期間満了にあわせ、最

度までを計画期間とする「愛知県観光振興基本計画」（以下「前計画」という）

づけた。また、県は、愛知県観光振興基本条例に基づき、平成 22 年度から 27 年

る、製造業、モノづくりに加えて、「観光集客」を愛知の新たな戦略産業と位置

県は、平成 26 年 12 月に「あいち観光元年」宣言を発表し、愛知の生命線であ

県の組織体制

４. 愛知県における観光推進体制

金曜日

（出典：「観光入込客統計」
（観光庁）を基に監査人が作成）

図 21

グラフがない箇所はサンプル数が少なくデータが存在しない。
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ビジネス目的

※

一人当たり観光消費額

県は長野・三重・京都と比較しても大きな違いは生じていなかった。

は近隣県等と大きく変わらない。観光目的では滋賀県が突出しているが、愛知

一人あたりの観光消費額について詳細に見てみると、ビジネス目的の宿泊費

イ 訪日外国人

平成31年１月25日
第3553別冊１号

観光目的

図 23

観光立国推進基本法の概要図
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27

ける「あいち観光戦略」の位置づけは次のとおりである。

振興基本計画（あいち観光戦略）」を策定している。国・市町村との関係性にお

28

計画との整合性をとりながら、観光振興施策を実施している。

県の観光振興に関連する諸計画の一覧は表 3 のとおりであり、県はこれらの諸

けも担っている。

県まち・ひと・しごと創生総合戦略」のアクション・プログラムとしての位置づ

の実現に向け、平成 27 年度から平成 31 年度までに取り組む施策を示した「愛知

2020」や、平成 72 年までの県の人口の将来展望を示した「愛知県人口ビジョン」

平成 32 年までに取り組むべき重点的な戦略を明らかにした「あいちビジョン

を見据えたものとなっており、リニア中央新幹線開業後の平成 42 年頃を展望し、

ク競技大会の開催と、さらにその先にある平成 39 年のリニア中央新幹線の開業

また、この戦略は目標年度である平成 32 年の東京オリンピック・パラリンピッ

ラムとなっている。

観光元年」宣言を受け、具体的なプロジェクトを盛り込んだアクション・プログ

を図るため、観光振興に関する基本的な計画として定めたものであり、「あいち

「あいち観光戦略」は、県の観光振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進

（出典：県より入手の資料）

愛 知 県 公 報

県では法定計画の策定の義務づけはなされてはいないが、独自に「愛知県観光

（一部市町村が独自に策定）
名古屋市観光戦略ビジョン
豊田市観光実践計画等

愛知県観光振興基本計画
（あいち観光戦略）

観光立国推進基本計画

計 画

国・市町村との関係性における「あいち観光戦略」のポジション

―

市町村

図 24

愛知県観光振興基本条例

観光立国推進基本法

愛知県

国

法律・条例

国・市町村との関係性における「あいち観光戦略」のポジション

金曜日

（出典：観光庁ホームページ：http://www.mlit.go.jp/kankocho/kankorikkoku/kihonhou.html）

ある。

一定の枠組みに基づく法定計画の策定の義務づけはなされていないのが現状で

載があるものの、県を含めた地方自治体は、それぞれの独自の条件などがあり、

の特性を生かした施策を策定し実施。また、広域的な連携協力を図る。」との記

として明確に位置づけたものである。この中で地方公共団体の責務として「地域

進基本法」に改めることにより、観光を 21 世紀における日本の重要な政策の柱

昭和 38 年に制定された旧「観光基本法」の全部を改正し、題名を「観光立国推

観光に関する国の法律としては、
「観光立国推進基本法」がある。この法律は、

愛知県の観光に関する条例・戦略・計画等

平成31年１月25日
第3553別冊１号

（平成 29 年３月策定）

http://www.pref.aichi.jp/kotsu/

sakutei.html

（平成 28 年２月策定）

あいち公共交通ビジョン

https://www.pref.aichi.jp/soshi

ki/chiiki/sansonv2020-

あいち山村振興ビジョン 2020

29

i/sanro-

（平成 27 年 12 月策定）

seisaku/bijyon271228.html

i/kikaku/0000087722.html

http://www.pref.aichi.jp/soshik

あいち産業労働ビジョン 2016-2020

愛知県まち・ひと・しごと創生総合戦略

（平成 27 年 10 月策定）

i/kikaku/0000070467.html

http://www.pref.aichi.jp/soshik

（平成 26 年３月策定）

http://www.pref.aichi.jp/soshik

ウェブページアドレス

観光振興に関連する他の諸計画

あいちビジョン 2020

計画名

表3
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30

定め、磨き上げを行うことで、伝えたくなる観光県「あいち」を実現します。

総花的・底上げ型ではなく、本県らしい魅力あるテーマに沿って重点事業を

＜重点・牽引型＞

愛 知 県 公 報

力を伝えていきます。

文化や自然、食などの魅力を再発見し、誇りを持って、観光県「あいち」の魅

個人、学校、企業、団体など、様々なフィールドで、県民自身が本県の歴史・

＜幅広い県民参加＞

伝えます。

行い、国内外に向けて戦略的かつ効果的にＰＲし、観光県「あいち」の魅力を

本県の特色を生かしたブランド化やターゲットの明確化、ニーズの把握等を

＜戦略的な情報発信＞

金曜日

・基本的な視点

たい観光県－あいち」とし、以下の３つの基本的な視点を含んでいる。

「あいち観光戦略」では、県が目指す姿のキーフレーズを「発見、感動、伝え

的なプロジェクトを盛り込んだアクション・プログラムとして策定した。

県はこれらの議論を基に最終的に「あいち観光戦略」を県が取り組むべき具体

具体的な改善策について意見を受けている。

その他の地域の人に認識してもらうための工夫が必要」など、県が抱える課題と

様々な提言を受けており、例えば、「県にある潜在的な観光資源の魅力を県民、

れた。ヒアリングにおいては、特に有識者による検討会議にて、多くの委員から

の議論や、観光地の実態調査や経済・観光関係団体へのヒアリングを経て策定さ

平成 26 年度から、学識者や観光関係団体、観光事業者で構成される検討会議で

「あいち観光戦略」は、
「愛知県観光振興基本計画」の満了期間の１年前である

いち観光戦略」に反映している。

年次報告書）
」で行うとともに、継続して行うべき施策については、引き続き「あ

満了にあたって県はその総括を「愛知の観光振興施策の実施状況（平成 27 年度

期間とした「あいち観光戦略」を策定している。「愛知県観光振興基本計画」の

度に満了することを受け、県では、平成 28 年度～平成 32 年度（５年間）を対象

平成 22 年３月に策定した「愛知県観光振興基本計画」の計画期間が平成 27 年

「あいち観光戦略」の成り立ち

５. あいち観光戦略について

平成31年１月25日
第3553別冊１号

-19図 25

32

（出典：
「あいち観光戦略」
）

「あいち観光戦略」における戦略とプロジェクト①

愛 知 県 公 報

31

も観光関連施策・施設として、幅広く包括外部監査の対象とすることとした。

なく、県の観光を推進するポテンシャルを持つと思われる、施策や施設について

概要は図 25、図 26 のとおりである。

「あいち観光戦略」において、６つの戦略と目標が立案されている。これらの

「あいち観光戦略」における６つの戦略と目標について

金曜日

査としては、「あいち観光戦略」に記載された施策や施設のみにとらわれること

以上のような「あいち観光戦略」の成り立ちや考え方を考慮して、包括外部監

認した。

れている施設は各施設の根拠条例の設置目的との関連は有していないことも確

いては、
「あいち観光戦略」には記載されておらず、
「あいち観光戦略」に記載さ

また、県には「観光施設条例」があるが、観光施設条例に定められた施設につ

示したものではないということも、合わせて県に確認した。

ジェクトを定めるという方針で記載しており、県の観光施策を必ずしも網羅的に

一方、「あいち観光戦略」については、総花的・底上げ型ではなく、重点プロ

方針を確認した。

の回答を得ており、県としては観光を広義に捉え、広く観光推進を図りたいとの

中で観光局長からは「（観光に関する）あらゆる機会を活用したいと考える。」と

対して、県の観光に関する基本的な方針についてのヒアリングを実施した。その

今回の包括外部監査に先立って、県の観光施策推進のトップである観光局長に

県の日常業務においても、観光に関連する業務が多数行われているといえる。

つまり、観光を広義に捉えた場合、日常の様々な活動が観光に関係しており、

業務などの目的を問わず、１年を超えない非日常圏への旅行をさす。」

どの多様な活動をいう。また、観光庁などの統計では、余暇・レクリエーション・

や保養のため余暇時間に日常生活圏を離れて行うスポーツ・学習・交流・遊覧な

「他の国や地方の風景・史跡・風物などを見物すること。[補説]近年は、娯楽

のとおり定義されている。

ところで、観光というのはとても広い概念である。大辞泉によると、観光は次

平成31年１月25日
第3553別冊１号

（出典：
「あいち観光戦略」）

「あいち観光戦略」における戦略とプロジェクト②

-20-

外国人

全体

66.3％（H27)

69.7％（H27)

39.6％（H27)

19.6％（H26)

「あいち観光戦略」の数値目標

て観
の光
魅地
力と
度し

外国人

全体
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1兆円

400万人

5,000万人

34

を次年度の施策に反映していた。また、年に１回「あいち観光戦略推進委員会」

その数値がどのような要因によって変化したのかを分析しており、この分析結果

おり、数値目標に対する進捗状況を確認している。各指標の推移を分析するほか、

県は、毎年「あいち観光戦略」に基づいた観光振興施策の実施状況を点検して

（出典：
「あいち観光戦略」
）

図 27

民間活力の活用

戦略Ⅵ

満
足
度

179件（H26)

1.44泊（H26)

外国人

国際会議
件数

1.29泊（H26)

798億円（H26)

外国人

全体

7,270億円（H26)

123万人（H26)

外国人

全体

3,817万人（H26)

全体
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県は次の数値目標を設定している。

戦略的な観光ひとづ
くり

戦略Ⅴ

MICE・スポーツ大会
を通じた誘客促進

滞
在
日
数

観
光
消
費
額

来
県
者
数

金曜日

これらの戦略・プロジェクトの推進を図り、進捗状況を把握する指標として、

図 26

戦略Ⅳ

観光交流拠点県とし
ての機能強化

戦略Ⅲ

観光資源の充実とブ
ランド化の推進

戦略Ⅱ

訪日外客誘致に向け
たプロモーションと
受入態勢の強化

戦略Ⅰ

平成31年１月25日
第3553別冊１号
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旅行会社を対象とした情報発信のほか、近年はＦＩＴ2が増加している

・

報発信の仕方を工夫していた。

35

増加する外国人旅行者を円滑に受け入れるため、県は観光案内所、パンフ

「Aichi Now」に掲載されたモスクのマップ

36

足度・不満点などを把握している。この調査を通じて把握した外国人旅行者の

さらに、県は「愛知県訪日外客動向調査」を毎年実施し、外国人旅行者の満

（出典：Aichi Now ホームページ： https://www.aichi-now.jp/en/travelkits/muslim/）

図 28

ラン・宿泊施設等をＷＥＢ上に掲載している（図 28）。

業者を対象にセミナーを開催するほか、県内のムスリム向けのモスク・レスト

れる。そこで、県はムスリム旅行者の受入体制の向上を目的として観光関連事

ためには、イスラム教の戒律に応じた食の提供や、礼拝堂の設置などが求めら

からも多くのムスリムが県に訪問している。ムスリムが快適に県を訪れ過ごす

また、現在ムスリム（イスラム教徒）人口は 16 億人以上に上り、アジア圏

を中心に多言語化を進めている。

数が多いことから、英語に加えて中国語（簡体・繁体）、韓国語、タイ語など

レットなど様々なツールの多言語化を進めている。県ではアジアからの来県者

愛 知 県 公 報

して著名ブロガーや雑誌等を通じて情報を発信するなど、ターゲットごとに情

このように、海外の旅行会社・旅行関係者だけでなく、ＦＩＴの増加を意図

ボー 4や雑誌への露出を通じて、一層の情報を発信。

発信。さらに、旅行雑誌にブロガーの様子を取材してもらい、ウェイ

・ 中国で人気のブロガーを招請し、ブロガーを通じて中国人に県の情報を

リーマガジン等に広告を出稿。

を訪れた外国人旅行者を愛知県に誘客することを意図し、関西圏のフ

・ ここ数年は関西圏に多くの外国人旅行者が訪問していることから、関西

ことから、
「トリップアドバイザー」3への広告出稿を実施。

知事自ら渡航してトッププロモーションを行う。

・

者に伝える。

・ アジア各国で開催される商談会等にはブースを出展し、県の魅力を来場

ことを目的としている。

を造成してもらうことや、アジア諸国において情報発信を行ってもらう

事業者との商談会・交流会等を実施。これにより、県のツアー旅行商品

の訪日旅行担当幹部やメディア関係者を招請し、県内視察や、県内観光

・ 訪日旅行客数の多いアジアの国・地域（韓国、台湾、タイ）の旅行会社

信の方法は次のとおりである。

外国人旅行者の増加に向け、様々な情報発信を行っている。具体的な情報発

ア 海外プロモーション

る。ここでは、これらの事業のうち主なものを記載する。

「あいち観光戦略」では６つの戦略に基づき、極めて多様な事業を実施してい

「あいち観光戦略」における具体的な施策の例

イ アジアを重視した誘客促進と受入環境の整備促進

金曜日

Foreign Independent Tour の頭文字の略。団体旅行やパッケージツアーを利用する
ことなく個人で海外旅行に行くこと。
3
米国に拠点を置く世界的に有力な旅行口コミサイト。
4
中国最大のソーシャルメディアサービス。

2

を開催して有識者による意見を得るなど、施策の内容・方向性の改善に努めてい

る。

平成31年１月25日
第3553別冊１号

不満点に対しても、改善を進めている。例えば「フリーWi-Fi スポットが少な

図 29

公衆無線ＬＡＮの設置状況

-22-

いた（図 30）。

37

え、一般参加のチャンバラ大合戦など幅広い層が楽しめるイベントを開催して

バル 2017」として、全国の武将隊や忍者隊、県内の甲冑隊等による演武に加

38

力あるコンテンツとして情報発信に努めていた（図 31）。

地を訪ねる観光モデルコースを設定してパンフレットを配布するなど、県の魅

また、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の三英傑に対して、それぞれゆかりの

（出典：Aichi Now ホームページ：https://www.aichi-now.jp/spots/detail/1543/）

サムライ・ニンジャフェスティバルの様子

愛 知 県 公 報

を平成 25 年から開催している。平成 29 年は「サムライ・ニンジャ フェスティ

将、騎士及び甲冑をテーマに活動する団体」が一同に会する武将観光イベント

数多く存在している。そこで、これらを観光資源として活用すべく国内外の「武

将を輩出しており、県内には、戦国武将ゆかりの史跡や合戦を再現する祭りも

県は織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の郷土の三英傑を始め、数多くの戦国武

ウ 武将観光の推進

図 30

金曜日

（出典：Aichi Free Wi-Fi ホームページ：https://www.aichi-wifi.jp/Facility/）

いる。

このように、増加する外国人旅行者の受け入れ態勢についても拡充を進めて

中心に無料の公衆無線ＬＡＮサービスの設置を進めている（図 29）
。

い」という不満に対しては、
「Aichi Free Wi-Fi」として宿泊・観光拠点等を

平成31年１月25日
第3553別冊１号

織田信長のパンフレットの例

-23-

力発信を行っている（図 32）
。

39

リーフレットやホームページ、ＳＮＳ、首都圏でのイベント出展等を通じて魅

40

愛 知 県 公 報

ている。

県内ＦＣとの情報共有、広報支援、新規ＦＣの設立支援を目的に各活動を行っ

県では、平成 26 年８月に「愛知県フィルムコミッション協議会」を設立し、

用の創出、ロケ地を活用した観光誘客などが期待できる。

の再発見を狙ったものである。これにより、ロケ隊の滞在による経済効果や雇

を地域に誘致し、映像素材に使ってもらうことで、地域の知名度の向上や魅力

「フィルムコミッション（ＦＣ）」とは、映画、ＴＶドラマ、ＣＭ等の撮影

オ 映画・ドラマ等のロケ支援及びロケーション資料の活用

力をアピールしている。

レットの作成、観光地での試飲販売会の開催）するなど、新たな観光資源の魅

このほか、アジア圏からの観光客等をターゲットに県内地酒をＰＲ（パンフ

進を開発すべくコンクールを開催するなど、観光消費額の増加に努めていた。

また、急増する外国人旅行者に向けて「売れる」観光土産品の発掘、販売促

（出典：なごやめし普及促進協議会ホームページ：http://nagoya-meshi.jp/map/）

なごやめし普及促進協議会が作成したパンフレットの例

金曜日

めしの魅力を国内外に向けて発信している。具体的には、多言語パンフレット・

名古屋市等とともに設立した「なごやめし普及促進協議会」を通じ、なごや

エ なごやめしの普及促進等

（出典：織田信長ガイドブック：https://www.pref.aichi.jp/kanko/menu/jyouhou/index.html）

図 31

図 32

平成31年１月25日
第3553別冊１号

■日本ラインフィルムコミッション 犬山ロケサービス

愛知県フィルムコミッション協議会概要

■清須市

-24-

・ロケ誘致に向けた情報発信の充実

る。

41

撮影のサポートなど、全県をあげてバックアップす

し、細やかなサポートを実現。効率的なロケ地選定や

あるフィルムコミッションや市町村などとも連携

より的確なサポートを実現するため、県内各地域に

題名

平成 29 年１月 13 日

ロケ地

名古屋城

中高等学校

椙山女学園

（正庁）

愛知県庁

豊橋公会堂

（セントレア）

中部国際空港

42

（出典：愛知県フィルムコミッション協議会ホームページ：http://aichi-film.jp/results/）

ク・トゥ・ザ・ＮＡＧＯＹＡ～

ス ペシャ ルドラ マ 金の 殿～バ ッ

ＣＢＣテレビ開局 60 周年記念

平成 29 年１月 13 日

平成 29 年１月 14 日

平成 29 年３月 26 日

平成 29 年６月 10 日

公開

平成 29 年度ロケ地実績

お母さん、娘をやめていいですか

ＮＨＫドラマ 10

本日は、お日柄もよく

ＷＯＷＯＷ 連続ドラマＷ

リーダーズⅡ

ＴＢＳスペシャルドラマ

―私が犯人です。―

22 年目の告白

表5

（出典：愛知県フィルムコミッション協議会ホームページ：http://aichi-film.jp/about/）

行う。

地域ＦＣ設立に関する各種相談への対応等の支援を

・地域のＦＣ設立支援

に向けて、セミナーを開催する。

ＦＣ活動への理解促進や支援活動を行う人材の育成

愛 知 県 公 報

・ロケ支援依頼に対する情報交換、連携の促進

施する。

ンフレット、ロケ地マップ等の作成によるＰＲを実

ムコミッション）との連携による情報発信のほか、パ

ホームページの内容拡充やＪＦＣ（ジャパン・フィル

平成 26 年８月 25 日（月）

業務内容

E-mail: aichi-film@pref.aichi.lg.jp

URL: http://aichi-film.jp

TEL: 052-954-6355 FAX:052-973-3584

愛知県名古屋市中区三の丸三丁目１番２号

〒460-8501

愛知県振興部観光局観光振興課

■碧南市・観光協会 ■東栄町

■美浜町 ■稲沢市 ■蟹江町 ■津島市

■北名古屋市 ■豊山町 ■南知多町・観光協会

■西尾市 ■常滑市 ■知多市 ■岩倉市

（美浜町観光推進課）

■あいち美浜町フィルムコミッション

（岡崎市観光推進課）

■岡崎フィルムコミッション事務局

（一宮市観光協会）

■いちのみやフィルムコミッション協議会

（豊田市商業観光課）

■とよたフィルムコミッション

（（一社）豊橋観光コンベンション協会）

■ほの国三河ロケ応援団

（（公財）名古屋観光コンベンションビューロー）

■なごや・ロケーション・ナビ

（犬山市観光協会）

・ＦＣ活動の普及啓発

続迅速化等について、関係機関と協議する。

ロケの円滑化に向けた公共施設、道路の使用許可手

・公共施設、道路の使用許可手続迅速化等の協議

金曜日

設立日

事務局

現在）

（平成 30 年３月 チーム

参画団体

表4

平成31年１月25日
第3553別冊１号

-25-

43

観光庁ではＭＩＣＥの効果について次のア）からウ）までの３つを掲げてい

期待されるものである。

的な効果に留まらず、人の集積や交流から派生する付加価値や大局的な効果も

とったＭＩＣＥが注目を集めている。これは、単に「人が集まる」という直接

（Convention）、展示会・見本市、イベント（Exhibition/Event）の頭文字を

県は見本市や商談会の参加を通じてＭＩＣＥ誘致のためのＰＲ・プロモー

している。

44

誘致に取り組んでいる。加えて、国際会議主催者に対して開催費の一部を補助

などと設置した「愛知・名古屋 ＭＩＣＥ 推進協議会」を通じて、ＭＩＣＥの

ションを行うほか、名古屋市、（公財）名古屋観光コンベンションビューロー

愛 知 県 公 報

ブ旅行）（ Incentive Travel）、国際機関・団体、学会等が行う国際会議

近年、企業等の会議（Meeting）、企業等の行う報奨・研修旅行（インセンティ

キ ＭＩＣＥ誘致

を高めることも期待されており、注力すべき分野である。

このように、ＭＩＣＥは単に観光という側面だけでなく、国・都市の競争力

る。

ＣＥを国・都市競争力向上のツールとして認識し、活用することが重要であ

のツールとして国際会議や見本市を活用しており、我が国においても、ＭＩ

置づけ、戦略分野／成長分野における産業振興、イノベーション創出のため

市が、国・都市の経済戦略の中で、その達成手段の一つとしてＭＩＣＥを位

都市の競争力、ひいては、国の競争力向上につながる。海外の多くの国・都

ネットワークの構築、集客力などはビジネスや研究環境の向上につながり、

国際会議等のＭＩＣＥ開催を通じた国際・国内相互の人や情報の流通、

ウ） 国・都市の競争力向上

済効果を生み出すことが期待される。

在期間が比較的長いと言われており、一般的な観光客以上に周辺地域への経

Ｅは会議開催、宿泊、飲食、観光等の経済・消費活動の裾野が広く、また滞

支出は、ＭＩＣＥ開催地域を中心に大きな経済波及効果を生み出す。ＭＩＣ

ＭＩＣＥ開催を通じた主催者、参加者、出展者等の消費支出や関連の事業

イ） 地域への経済効果

ビジネスやイノベーションの機会を呼び込むことにつながる。

うことは、我が国の関係者と海外の関係者のネットワークを構築し、新しい

ＭＩＣＥ開催を通じて世界から企業や学会の主要メンバーが我が国に集

ア） ビジネス・イノベーションの機会の創造

る。

金曜日

（出典：昇龍道ホームページ：https://shoryudo.go-centraljapan.jp/ja/about/index.html）

図 33 昇龍道のモデルルート

の整備など、広域的な視点から観光客の誘致活動を行っている。

通じて観光エリアや観光施設を紹介して観光客の周遊を図るほか、Wi-Fi 環境

道プロジェクト」に取り組んでいる。例えばホームページ、パンフレット等を

構が中部北陸９県の自治体、観光関係団体、観光事業者などが協働して「昇龍

国土交通省 中部運輸局、北陸信越運輸局及び（一社）中央日本総合観光機

付けられている。

見立てて、この地域が神秘的な昇り龍のように見えることから「昇龍道」と名

昇龍道とは、 中部北陸地域の観光エリアである。能登半島の形を龍の頭に

カ 昇龍道プロジェクト

平成31年１月25日
第3553別冊１号

各種大会情報発表に連動した広報展開（都市装飾等）

等でのＰＲ

愛知県内・豊田市内でのスポーツイベントを始めとする各種イベント

成 29 年 12 月９日）の設置

-26-

一方、我が国においても、展示会を含むＭＩＣＥ産業の成長を見込み、東京、

45

折しも、県では「技能五輪国際大会」の 2020 年代初頭の開催等を検討して

される。

多様な交流の場を創出することによって、地域のにぎわいづくりの促進が期待

産業の充実や新産業の創造を促進させていくとともに、内外からの集客による

じて、内外の多様な交流の促進とビジネスチャンスの創出を推進し、県の既存

28.7 ヘクタール（県企業庁所有）
建設費約 350 億円
平成 31 年９月

敷地面積
整備費等
開業予定

46

（出典：愛知県ホームページ）

図 34 展示場見取り図

愛 知 県 公 報

性化させるチャンスが拡大しているといえる。展示会産業の育成・活性化を通

線整備等による広域交通アクセスの改善が進み、国内外との交流をより一層活

てのマーケットの大きさに恵まれるとともに、中部国際空港や中央リニア新幹

愛知県においては、輸送機器を中心とした多様な産業の集積や大都市圏とし

示会産業の活性化への取組が進みつつある。

京ビッグサイト等が一時的に閉鎖されることも追い風に、地方都市における展

傾向にあるが、平成 32 年の東京オリンピック・パラリンピック開催に伴い東

現在、国内の展示会・見本市は東京（東京ビッグサイト等）に一極集中する

横浜、福岡等、全国各地で新たに展示場を整備・増設する動きが加速している。

展示施設６万㎡（国内展示会の９割をカバー）

施設規模

（出典：愛知県ホームページ）

空港島（常滑市）

場所

表 5 展示場の概要

として、国際展示場を整備することとなった（表 5）。

新産業の創出や既存産業の充実など、県の産業基盤の強化を進めることを目的

こうした背景のもと、首都圏に並ぶ交流拠点を目指し、新たな交流により、

あった。

おり、催事開催の受け皿となる大規模展示場の整備が求められているところで

金曜日

備され、大型の展示会・見本市の開催が増加している状況にある。

商談の場としての展示会産業が急成長しており、各都市で大規模な展示場が整

中国等のアジアの主要都市においては、海外サプライヤーと国内バイヤーの

ケ 国際展示場





ジャパンラグビートップリーグの豊田スタジアムでの試合開催時に



ファンフェスタ（平成 29 年８月 18 日）の開催及びファンゾーン（平

愛知・豊田ラグビーフェスタ 2017 の開催

ログラムの策定

基本計画（交通案内・整理、駐車場対策等）の策定、ボランティアプ

開催支援の活動として、ファンゾーン運営基本計画の策定、交通輸送





【平成 29 年度の主な実施内容】

成を始めとする大会開催に向けた支援活動を行っている。

グビーワールドカップ 2019 愛知・豊田開催支援委員会」において、機運の醸

カップ 2019 に向けて、地元関係団体の参画を得て豊田市と連携し設立した「ラ

県では、豊田スタジアム始め全国 12 会場で開催されるラグビーワールド

ク ラグビーワールドカップ開催支援

平成31年１月25日
第3553別冊１号

もっくる新城」は新東名高速道路の新城インターチェン

もっくる新城」内に設置された。一般社団法人奥三河観光協議会は、

奥三河地区の観光について質問があった場合に、どの従業員も回答できるよ

-27-

愛知県民の森の入浴施設は温泉ではないが、お客様が温泉を希望する場合

栄町・豊根村・設楽町の保存会や行政が世界遺産登録に取り組んでいるもの
である。この花祭りをダイジェスト版で見ることができる「湯谷温泉花祭り」
の参加協力を愛知県民の森でも行っている。

となった活力あるまちづくりを実現するため、「あいち観光まちづくりゼミ」

を実施している。さらに、県民全体が愛知の観光を盛り上げていこうという機

運の醸成を図るためのフォーラムも開催している。

観光施策推進を県単独で行うには限界があり、各種観光関連事業者との連携

紹介する。

47

例として、愛知県民の森が行っている観光関連事業者との連携の取組について

が重要である。ここでは連携の内容を全て記載することは困難なことから、一

48

代から奥三河地方に伝わる神事で、国の重要無形民俗文化財に指定され、東

た、自然、文化、歴史、産業など、地域のあらゆる資源を生かし、地域が主体

愛 知 県 公 報

サ 観光関連事業者との連携強化

また、湯谷温泉では湯谷温泉発展会が毎年２月に「湯谷温泉花祭り」を開
催している。「花祭り」は人と鬼とが舞い乱れる奇祭であり、鎌倉・室町時

内の地域観光協会、商工会等の職員を中心に、幅広い県民が参加していた。ま

の紹介を受けることもある。

には、近隣の日帰り温泉を紹介している。逆に、日帰り温泉施設から宿泊者

ディネーター育成講座」を開催している。平成 29 年度は参加者が 80 名と、県

２）地域や企業で活躍する観光人材の育成としては、「着地型旅行商品コー

いる。

イ） 湯谷温泉旅館事業者等との連携

金曜日

をＳＮＳ等で情報発信してもらう伝統文化等体験型情報発信事業も実施して

学生等）に伝統文化や郷土芸能を体験できる機会を提供し、その体験した内容

しており、過去にはアイデアを実行したケースもある。また、県内の若年層（大

アイデアを募集し、優れたアイデアを表彰している。発表会には事業者も参加

う努めている。

行っている。

まず、１）学校との連携・協働としては、学生から観光振興に関する取組の

愛知県民の森では、配布されたファイルや奥三河観光協議会が作成したパ
ンフレット等で、従業員の知識の底上げを行い、愛知県民の森のお客様から、

観光人材の育成、と２つのカテゴリに分けて観光人材の育成に向けた施策を

る「新城まちかど観光案内所」の参加者に配布している。

設案内をパンフレット等と一緒にファイリングし、愛知県民の森を始めとす

ど観光案内所」の設置に取り組んでおり、観光施設をＡ４両面にまとめた施

また、新城市は市内の店舗・事業所が市内の観光案内を担う「新城まちか

に配布している。

をまとめたパンフレットを作成しており、愛知県民の森を始めとした関係者

中心的な役割を担っている。また、奥三河観光協議会は、奥三河の観光情報

職員が観光案内所に来訪されるお客様の対応をする等、奥三河観光において

の駅

ジと国道 151 号（新城バイパス）の結節点に立地し、奥三河観光案内所も「道

ている。「道の駅

テーション」として、地域の魅力を発信するとともに人の集う施設を目指し

素の一つである。県は １）学校との連携・協働、２）地域や企業で活躍する

観光産業の競争力をさらに高めていくためには、観光人材の育成も重要な要

コ 観光人材の育成

展示場開業までのスケジュール

（出典：愛知県ホームページ）

図 35

もっくる新城」がオープンした。この施設は、

奥三河全体で連携し、観光を始め地域の活性化を図る「奥三河観光ハブス

平成 27 年３月に「道の駅

ア） 一般社団法人奥三河観光協議会等との連携

平成31年１月25日
第3553別冊１号

で。
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大会名

OSJ 山中温泉
トレイルレース

６月 23 日（土）
・24 日（日）

トレイルレース

兵庫県香美町ほか

長野県小海町

長野県王滝村

福島県二本松市

福島県二本松市

栃木県那須塩原市

長野県王滝村

石川県加賀市

茨城県常陸太田市

愛知県新城市

愛知県新城市

鹿児島県奄美大島

開催場所

78km

100mile

20km

42km

50km

14km

30km

100km

100mile

100km

35km

80km

30km

59km

32km

64km

11km

20km

50km

距離

50

（出典：有限会社パワースポーツのホームページを基に監査人が作成：http://www.powersports.co.jp/osjtrail/）

OSJ 氷ノ山山系
・21（日）

OSJ KOUMI100
10 月 20 日（土）

～８日（月・祝）

10 月６日（土）

マラソン

OSJ 王滝ダート

トレイル 50K
９月 17 日（月・祝）

OSJ 安達太良山
・２日（日）

トレイル 10K

OSJ 安達太良山

OSJ ITAMURO100

９月１日（土）

９月１日（土）

～29 日（日）

７月 27 日（金）

・15 日（日）

OSJ ONTAKE100

レース

・３日（日）

７月 14 日（土）

OSJ 奥久慈トレイル

32K&ダブル 64K

OSJ 新城トレイル

11K

OSJ 新城トレイル

トレイル

６月２日（土）

３月 25 日（日）

３月 24 日（土）

11 日（日）

２月 10 日（土）
・ OSJ 奄美ジャングル

日程

愛 知 県 公 報

第 12 戦

第 11 戦

第 10 戦

第９戦

第８戦

第７戦

第６戦

第５戦

第４戦

第３戦

第２戦

第１戦

シリーズ

金曜日
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（出典：ダモンデトレイルホームページを基に監査人が作成：http://trail.damonde.jp/c22525.html）

募集期間

３時間耐久レース（ソロ or チーム）

種目

平成 30 年７月９日（月）21 時～平成 30 年８月 19 日（日）24 時ま

10:00～

いる全員が楽しめるレースである。

加でき、経験者でも初挑戦でもランナーもその仲間や家族、会場に

を周回する３時間耐久のレース。ソロやチーム、ファミリーでも参

競技開始

大会概要

平成 30 年 10 月 14 日（日）

開催日

愛知県民の森内の平坦基調、一周・約 2.7ｋｍの特設トレイルコース

愛知県民の森 特設周回コース（約 2.7ｋｍ／周）

知県民の森

DA MONDE TRAIL Challenge Autumn ３時間耐久トレイルレース＠愛

ダモンデトレイル概要

開催地

大会名

表6

ＯＳＪトレイルランニングレースシリーズ開催実績

（５月、10 月）、毎回異なるコンセプトで開催しており、愛知県民の森は、

表7

とおり開催しており（表 7）
、愛知県民の森は、ＯＳＪ新城トレイルの開催地
として運営に協力した。

る、トレイルランニングの催しである（表 6）。ダモンデトレイルは、年２回

ダモンデトレイルの開催地として運営に協力した。

RUNNING RACE SERIES」の一戦という位置づけであり、平成 30 年度は以下の

ＯＳＪ新城トレイルは、有限会社パワースポーツが開催する「OSJ TRAIL

エ） 有限会社パワースポーツとの連携によるＯＳＪ新城トレイルの開催

「ダモンデトレイル」は新城スポーツツーリズム推進実行委員会が主催す

ルの開催

ウ） 新城スポーツツーリズム推進実行委員会との連携によるダモンデトレイ

平成31年１月25日
第3553別冊１号

11 月２日～４日

10

イベント名
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新城ラリー2018

ドマスターズ 2018

第 46 回 M.C.S.C.ラリーハイラン

RALLY HOKKAIDO

MSCC ラリー in いわき 2018

2018 Sammy ARK ラリー・カムイ

MONTRE 2018

Sammy 久万高原ラリー

2018 Supported by Sammy

NISSIN Rally 丹後

in 唐津

Sammy ツール・ド・九州 2018

Rally of Tsumagoi

場所

愛知

岐阜

北海道

福島

北海道

群馬・長野

愛媛

京都

佐賀

群馬

況を確認している。

51

52

この考え方を用い、
「あいち観光戦略」を実施する前年の平成 27 年度の日本人

がある。そのため、差分の差分法を用いて評価することが必要と考えた。

とから、県が大規模な施策を実施しなくとも観光客の総数が増加していた可能性

とが可能という利点を有する。近年、日本全体で外国人旅行者が増加しているこ

この手法は、時間経過に伴うトレンドを考慮しながら施策の効果を評価するこ

Ｂ’’－Ｂ’と同じ計算を行う。

ない。そのため、施策の効果は（Ｂ’’－Ｂ）－（Ａ’－Ａ）として計算することで、

Ｂ’’－Ｂ’として計算する必要がある。ただし、Ｂ’は実際には観測することができ

ＢからＢ’に移動していた可能性があることから、施策の効果はＢ’’－Ｂではなく、

Ｂに対する施策の効果を考えると、施策を実施しなくとも時間の経過に伴って

おいてＢ’’に移動したものと考える。

のと考える）
。そして、Ｂに対してのみ、何らかの施策を行った場合は時間 t２に

は同じ傾向で推移するものとする（図中ではＡからＡ’、ＢからＢ’に移動するも

るものとする。そして、これらに対して何らかの施策を実施しない限り、Ａ・Ｂ

愛 知 県 公 報

度年次報告書）」の作成にあたって県は、再掲を含む 325 の施策について進捗状

「平成 29 年度版あいち観光戦略に基づく観光振興施策の実施状況（平成 28 年

告するとともに、公表することとしている。

戦略」に定められた観光振興に関する施策の実施状況について、毎年、議会に報

県では、愛知県観光振興基本条例第９条第６項の規定に基づき、「あいち観光

「あいち観光戦略」に基づく観光振興施策の実施状況について

t2
差分の差分法の考え方（監査人作成）

t1

A’

B’

図 36 に示すとおり、ここでは異なる二つのサンプルとして、Ａ・Ｂが存在す

図 36

A

B

B’’

まず、図 36 を用いて差分の差分法の考え方を述べる。

たか、差分の差分法を援用しながら評価を試みる。

金曜日

（出典：ＪＲＣＡホームページを基に監査人が作成：http://www.jrca.gr.jp/report）

10 月 12 日～14 日

６月 29 日～７月１日

６

９

６月７日～10 日

５

９月 14 日～16 日

５月 18 日～20 日

４

８

４月 27 日～29 日

３

８月 23 日～26 日

４月６日～８日

２

７

開催日

２月１日～４日

１

平成 30 年全日本ラリー選手権開催スケジュール

Rd

表8

した。

された。愛知県民の森は、新城ラリーの運営者の宿泊施設として運営に協力

そこで、ここではこれら県の取組が観光客数の増減にどのような影響を及ぼし

略」の策定と歩調をあわせて、県は平成 27 年４月に振興部観光局を立ち上げ、
「あいち観光戦略」に基づいた各種の施策を実施してきたところである。

日本自動車連盟（ＪＡＦ）登録クラブ・団体が主催する国内格式のラリー競

技である。

平成 30 年の全日本ラリー選手権は表 8 のスケジュールで、全 10 戦が開催

表し、平成 28 年２月には「あいち観光戦略」を策定した。この「あいち観光戦

これまで述べたように、県では平成 26 年 12 月に「あいち観光元年」宣言を発

「あいち観光戦略」を始めとした各種施策の効果

新城ラリーは、全日本ラリー選手権の１戦である。全日本ラリー選手権は

開催

オ） 日本自動車連盟（ＪＡＦ）登録クラブ・団体との連携による新城ラリーの

平成31年１月25日
第3553別冊１号

宮城県

92%

千葉県

103%

東京都 神奈川県 愛知県

101%

109%

京都府

104%

大阪府

109%

-30-
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外国人延べ宿泊者数の増加率

日本

宮城県

108%

108%

千葉県 東京都 神奈川県 愛知県

113%

132%

京都府 大阪府 福岡県

130%
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（出典：
「宿泊観光統計」
（観光庁）を基に監査人が作成）

図 38 平成 29 年の外国人延べ宿泊者数の増加率（平成 27 年を基準）

0%

50%

105%

121%

愛 知 県 公 報

を数年のスパンで計測して、事業の効果を判断することが必要である。

期的に成果を得ることが難しいものも含まれており、このような観光客数の推移

業の効果が低いとは断定できない。事業には海外へのプロモーション活動など短

至っていなかったが、この結果を用いて即座に「あいち観光戦略」に基づいた事

成長よりも低い状況となった。平成 29 年時点では大きな成果を得るまでには

日本全体では 121％と約２割もの増加が見られたが、県では 108％と日本全体の

次に、宿泊観光統計を基にして外国人延べ宿泊者数について見ると（図 38）、

泊者数を２％増加させたといえる。

「あいち観光戦略」に基づく各種施策の効果は日本人宿
れたものと仮定すれば5、

103％となった。愛知県が様々な施策を実施しなくとも日本全体の伸び率が得ら

日本全体では平成 27 年から平成 29 年に対して 101％となったが、愛知県では

（出典：
「宿泊観光統計」
（観光庁）を基に監査人が作成）

福岡県

105%

100%

121%

139%

金曜日

もちろん、このような仮定が成り立つか否かは詳細な検討が必要であり、ここでの
結果は参考値として扱うことが必要である。

5

日本

101%

109%

平成 29 年の日本人延べ宿泊者数の増加率（平成 27 年を基準）

0%

30%

60%

90%

図 37

日本人延べ宿泊者数の増加率

たかを計算した（図 37）
。

延べ宿泊者数に対して、平成 29 年度の日本人延べ宿泊者数がどのように変化し

平成31年１月25日
第3553別冊１号

-31（栄施設）

なくなったものについては、公募への切り替えを随時検討している。

管理者等選定委員会での選定を行っている。

担当部局指定管理者審査会での審査及び外部有識者で構成される愛知県指定

55

56

市整備協会

公益財団法人愛知県都
管理グループ

建設部公園緑地課業務・
あいち健康の森公園

協会

務課県有林グループ

公益財団法人愛知公園

農林水産部農林基盤局林

株式会社

ア愛知＞

森林公園ゴルフ場運営
務課県有林グループ

業体

ウッドフレンズ共同企

農林水産部農林基盤局林

務課県有林グループ

農林水産部農林基盤局林

化振興事業団

公益財団法人愛知県文

ス協同組合

愛知県ビルメンテナン

愛知県民の森＜モリトピ

林公園ゴルフ場＞

施設＜ウッドフレンズ森

愛知県森林公園のゴルフ

設

振興グループ

県民文化部文化芸術課

企画グループ

県民文化部文化芸術課

○

-

-

-

○

○

-

-

○

無

に記載の有

光戦略」等

「あいち観

愛 知 県 公 報

公（おおやけ）の施設とは住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するた
め地方公共団体が設置する施設（地方自治法第 244 条第１項）。

6

愛知芸術文化センター

なお、任意指定施設についても、施設整備の完了など、任意指定とする理由が

愛知県森林公園の公園施

知県図書館

また、指定管理者の選定にあたっては、公平かつ適正な選定を行うために、

愛知芸術文化センター愛

スホステル協会

企画グループ

る観点から指定管理者は原則公募とし、複数の申請者の中から選定している。

一般財団法人日本ユー
振興部観光局観光振興課

＜リバーサイド犬山＞

グ株式会社

名古屋空港ビルディン

グ株式会社

名古屋空港ビルディン

指定管理者

犬山国際ユースホステル

管理・調整グループ

定する施設を除き、民間活力の活用による効果的・効率的な管理運営を促進す

施設の設置目的や整備手法、廃止・移管予定等により指定管理者を任意に指

振興部航空対策課

営名古屋空港＞

企画グループ

愛知県名古屋飛行場＜県

あいち航空ミュージアム

振興部航空対策課

所管課

指定管理者制度が導入されている主な観光関連施設

対象施設

表9

指定管理者制度が導入されている主な観光関連施設は表 9 のとおりである。

ついても観光施設として含めるものとし、総称して観光関連施設とする。

それ以外の施設で県の観光を推進するポテンシャルを持つと思われる施設に

く観光振興施策の実施状況」に記載されている県の施設をベースとしながらも、

そこで、本監査においては「あいち観光戦略」及び「あいち観光戦略に基づ

県が保有する施設が行うべき対応も変化していることが考えられる。

また、観光客のニーズも観光を中心としたものから体験型へと変化する中で、

の変化（例えば民泊対応など）によって実施すべき重要な施策も変更が生じる。

県が特に注力して実施する観光施策が記載されているものであって、社会環境

「あいち観光戦略」に記載されている内容は、計画策定時の状況を踏まえて

ウ 指定管理者制度が導入されている主な観光関連施設について

金曜日

イ 愛知県における指定管理者制度の導入及び運用について

することができる。

管理者としての指定を受ければ、民間企業やＮＰＯなども、公の施設の管理を

体」であればよく、法律上特段の制約はない。議会の議決を経て、県から指定

指定管理者制度では、公の施設の管理を行う指定管理者は「法人その他の団

た制度である。

日公布、同年９月２日施行）により、従来の管理委託制度に代わって創設され

を図ることを目的に、平成 15 年の地方自治法の一部改正（平成 15 年６月 13

理に民間活力を活用しつつ住民サービスの向上を図るとともに経費の節減等

多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管

ア 指定管理者制度とは

設も含まれている。

て位置づけられている施設及び観光施設としてのポテンシャルを持っている施

年４月１日現在）
。この 69 施設の中には「あいち観光戦略」の中で観光施設とし

ついて導入しており、県の施設管理において重要な役割を担っている（平成 30

県では、公の施設6の管理に民間活力を活用する指定管理者制度を、69 施設に

愛知県の観光施設における指定管理者制度について

６. 愛知県の観光に関連するその他の制度・団体について

平成31年１月25日
第3553別冊１号
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ループ

ター＞

ループ

ポーツ課振興・施設グ
育・スポーツ振興財団

公益財団法人愛知県教

育・スポーツ振興財団

公益財団法人愛知県教

-

-

-

-

-

57

（出典：「愛知県指定管理者制度導入施設一覧（平成 30 年４月１日現在）
」を基に監査人が作成）

ンズアリーナ＞

教育委員会保健体育ス

ループ

ポーツ課振興・施設グ

教育委員会保健体育ス

育・スポーツ振興財団

公益財団法人愛知県教

育・スポーツ振興財団

公益財団法人愛知県教

育・スポーツ振興財団

○

一般社団法人愛知県観光協会（以下「愛知県観光協会」という。）は、愛知県

である。

58

平成 29 年度に県と愛知県観光協会が共同で設置した協議会は表 10 のとおり

関係にある。

を紹介し、また、共同で事業を行う等、両者が協力して県の観光施策を推進する

営する愛知県の公式観光情報サイトである「Aichi Now」において県の観光施策

県と愛知県観光協会とは組織としては独立してはいるが、愛知県観光協会が運

⑦ 観光施設の管理運営に関する事業

⑥ 物品販売に関する事業

⑤ 観光資源の調査に関する事業

④ 観光物産の振興に関する事業

③ 観光の振興に関する事業

② 観光情報の発信に関する事業

① 観光客の誘致促進に関する事業

向上、県民の福利の増進を目的として以下の事業を行っている。

内に国内外観光客を誘致して観光の振興を図り、県の産業経済の発展及び文化の

愛 知 県 公 報

愛知県体育館＜ドルフィ

愛知県武道館

ループ

ポーツ課振興・施設グ

教育委員会保健体育ス

ポーツ課振興・施設グ

いちい信金スポーツセン

愛知県総合射撃場

教育委員会保健体育ス

愛知県一宮総合運動場＜

ループ

ポーツ課振興・施設グ

公益財団法人愛知県教

市整備協会

教育委員会保健体育ス

公益財団法人愛知県都

○

○

○

○

○

○

○

無

に記載の有

光戦略」等

一般社団法人愛知県観光協会

金曜日

愛知県スポーツ会館

東三河ふるさと公園

管理グループ

市整備協会

管理グループ

建設部公園緑地課業務・

公益財団法人愛知県都

建設部公園緑地課業務・

小幡緑地

市整備協会

管理グループ

公益財団法人愛知県都

建設部公園緑地課業務・

市整備協会

リコロパーク＞

公益財団法人愛知県都

管理グループ

ループ

中日本エンジ名古屋グ

建設部公園緑地課業務・

管理グループ

建設部公園緑地課業務・

愛知県都市整備協会・

岩間造園株式会社

愛・地球博記念公園＜モ

牧野ケ池緑地

新城総合公園

管理グループ

オパーク祖父江＞

岩間造園グループ

管理グループ

建設部公園緑地課業務・

愛知県都市整備協会・

岩間造園株式会社

指定管理者

建設部公園緑地課業務・

管理グループ

建設部公園緑地課業務・

所管課

木曽川祖父江緑地＜サリ

大高緑地

熱田神宮公園

対象施設

「あいち観

平成31年１月25日
第3553別冊１号

に、周遊観光を可能にする体制を整

備することで、各観光資源の観光入

域観光推進協

議会

-33同業組合、名古屋商工会議

致を図る。

59

知県ホテル・旅館生活衛生

ゲットとした本県への修学旅行の誘

議会

（出典：県より入手の資料）

所、神田印刷工業（株）

ス協会、旅行会社５社、愛

を結成し、小・中・高校等をター

行誘致促進協

（株）、（公社）愛知県バ

客鉄道（株）、名古屋鉄道

県内自治体９団体、東海旅

業者、交通関係事業者等

観光振興団体、観光関係事

県内全市町村、経済団体、

「あいち教育旅行誘致促進協議会」

官・民・関係団体が一体となり、

光キャンペーンを展開する。

定着化を目的として、全国規模の観

に、本県への観光客の大幅増加及び

ティネーションキャンペーン」を核

元がタイアップして実施する「デス

ＪＲグループ６社及び協賛会社と地

ンベンションビューロー

所、（公財）名古屋観光コ

名古屋市、名古屋商工会議

岐阜県、岐阜県観光連盟

外）

（県、愛知県観光協会以

4

3

2

1

No.

国際展示場準備室

スポーツ振興課

観光振興事業

管理運営事業

60

武将観光情報発信事業費 0.9

公債費 0.9

人件費 1.9

45.2

あいち航空ミュージアム整備費

施設整備費 4.8

事業費 3.0

民間航空機生産整備拠点整備関連

管理運営費 7.9

公債費 16.4

人件費 3.0

2017 開催費負担金 0.7

フィギュアスケート競技大会

ＩＳＵグランプリファイナル国際

催準備費 4.6

ラグビーワールドカップ 2019 開

金 1.0

愛知県大型観光キャンペーン負担

進事業費 0.7

8.3 首都圏・関西圏プロモーション推

81.0

8.5

費 0.7

あいちスポーツコミッション事業

人件費 1.9

51.5 推進事業費 0.8
整備費 49.2

人件費 1.5

主な事務事業（億円）

平成 29 年度実績（億円）

愛 知 県 公 報

観光局観光振興課

振興部

航空対策課

名 古 屋 飛 行 場 振興部

事業

ス ポ ー ツ 振 興 振興部

示場整備事業

地域政策課

振興部

所管部局

表 11 事業と所管部局の一覧（平成 29 年度）

愛知県国際展

管理事業名

る。

平成 29 年度に監査対象とした観光関連事業と所管部局は表 11 のとおりであ

平成 29 年度に監査対象とした観光関連事業と所管部局

７. 監査対象年度における観光関連事業

金曜日

あいち教育旅

ン実施協議会

光キャンペー

愛知県大型観

とで、国内外から観光客を誘致する

及促進協議会

ことを目的とする。

「なごやめし」の普及促進を図るこ

なごやめし普

「なごやめし」の魅力をＰＲし、

大を図ることを目的とする。

込客数の増加を図り、交流人口の拡

効果的に観光情報発信を行うととも

愛知・岐阜広

観光資源のネットワーク化を図り、

愛知県地域・岐阜県地域の代表的な

概要

構成員

県と愛知県観光協会が共同で設置した協議会（平成 29 年度）

協議会名

表 10

平成31年１月25日
第3553別冊１号
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観光振興課

県民文化部

文化芸術課

文化芸術課

県民文化部

進室

貿易振興事業

公園事業

12

理運営事業

公園緑地課

公債費 8.9

人件費 4.0

地域展開事業費 0.2

準備費 0.3

あいちトリエンナーレ 2019 開催

人件費 4.5

海外産業情報センター運営費 0.9

人件費 1.0

71.6 公債費 32.3
公園緑地維持管理費 15.3

2.3

5.8 公債費 2.0
陶磁美術館管理運営費 2.0

人件費 1.8

施設設備整備費 21.6

美術館運営費 1.2

47.2 管理運営費 11.6

1.5

人件費 1.0

事業費補助金 0.8

名古屋フィルハーモニー交響楽団

金 0.3

6.5 愛知県文化振興事業団運営費補助

文化活動事業費補助金 0.2

公債費 0.6

人件費 2.5

0.5 犬山国際ユースホステル管理運営
事業 0.1

公債費 0.3

アジア観光客誘致促進事業費 0.2

事業費 0.5

2.9 ハート・オブ・ジャパン誘客促進

公債費 0.5

人件費 1.5

主な事務事業（億円）

平成 29 年度実績（億円）

※

13

No.
教育委員会

所管部局

課

保健体育スポーツ
体育施設整備費 4.8

公債費 7.4
16.6 体育施設管理運営委託費 4.0

人件費 0.5

主な事務事業（億円）

平成 29 年度実績（億円）

62

（出典：平成 30 年度管理事業一覧表を基に監査人が作成）

上記事業のうち、監査人が任意に抽出した事業について監査を実施した。

運営事業

体 育 施 設 管 理 事務局

管理事業名

愛 知 県 公 報

建設部

産業立地通商課

産業労働部

文化芸術課

61

トリエンナーレ推

陶 磁 美 術 館 管 県民文化部

事業

ター管理運営

芸術文化セン

ンナーレ事業

あ い ち ト リ エ 文化芸術課

事業

文 化 学 事 振 興 県民文化部

理運営事業

ス ホ ス テ ル 管 観光局

11

10

ション課

国際観光コンベン

観光局

振興部

所管部局

犬 山 国 際 ユ ー 振興部

進事業

ベンション推

国際観光コン

管理事業名

金曜日

9

8

7

6

5

No.

平成31年１月25日
第3553別冊１号

監査手続及び監査結果の要約
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※

63

より無作為にサンプリング抽出を実施した。

サンプルチェックに関しては、該当する資料全体を確認した上で、その中

の閲覧を実施した。

的に行われているかを確認するため、担当者へのヒアリング及び関連書類

他部署、国、他の地方公共団体及び関連団体等との連携が効果的かつ効率

め、ヒアリング、関連資料の閲覧及び資料のサンプルチェックを実施した。

観光関係費用の事務処理及び承認が適切になされているかを確認するた

チェックを実施した。

るため、担当者へのヒアリング、関連資料の閲覧及び資料のサンプル

動向や、外部環境の変化に応じて見直しが適切に行われているかを確認す

観光に関する各種計画等について、国、他の地方公共団体及び関連団体の

訪

Ⅰ－（１）－⑨

“ Heart ”

& Tradition

Technology

Ⅰ－（２）－③

Ⅰ－（１）－⑫

Ⅰ－（１）－⑪

Ⅰ－（１）－⑩

動画による情報発信
Ⅰ－（１）－⑧

勢の強化
of JAPAN～

海外旅行会社やメディアの招請
Ⅰ－（１）－⑦
ンと受入態

64

受入環境の整備促進

等と連携した情報発信

（ＪＥＴＲＯ）
、自治体国際化協会（ＣＬＡＩＲ）

日本政府観光局（ＪＮＴＯ）
、日本貿易振興機構

県海外産業情報センターを活用した情報発信

観光情報の提供

中部国際空港における観光ＰＲとニーズに応じた

各種広報媒体の多言語化

ＳＮＳを活用した情報発信

各種広報媒体による情報発信
Ⅰ－（１）－⑥
ロモーショ

調査

訪日外国人旅行者を対象にした動向・ニーズ等の

誘致促進協議会等と連携した取組

中部広域観光推進協議会や東海地区外国人観光客

Ⅰ－（１）－⑤

Ⅰ－（１）－④

Ⅰ－（１）－③

海外プロモーション実施
Ⅰ－（１）－②

施策

海外観光説明会・商談会開催
Ⅰ－（１）－①

体系番号

監査対象とした観光振興施策

に向けたプ

日外客誘致

戦略Ⅰ

戦略名

表 13

ング及び関連資料の閲覧を実施した。監査の対象とした施策は以下の施策である。

と考える施策を任意に 72 施策抽出し、各部局の担当者への業務フローのヒアリ

具体的には、県が進捗状況を確認している 325 施策の中から、監査人が重要だ

けて個々の施策が適切に実施されているかについて検討した。

実施状況（平成 28 年度年次報告書）
」を監査の対象として、数値目標の達成に向

して、今回の監査では「平成 29 年度版あいち観光戦略に基づく観光振興施策の

会に報告するとともに、公表することとしている。そのため、監査手続ウに関連

ち観光戦略」に定められた観光振興に関する施策の実施状況について、毎年、議

但し、県では、愛知県観光振興基本条例第９条第６項の規定に基づき、「あい

標の進捗を判断するには時期尚早と判断した。

愛 知 県 公 報

ク

キ

カ

チェックを実施した。

た。また、担当者へのヒアリング、関連資料の閲覧及び現品のサンプル

め、包括外部監査人が任意に選定した観光関連施設について視察を実施し

観光関連施設の管理及び物品管理が適切になされているかを確認するた

閲覧を実施した。

て、担当者への業務フローのヒアリング及び関連諸法令、条例・規則等の

かを確認するため、包括外部監査人が任意に選定した観光関連施設につい

観光関連施設が関連諸法令、条例・規則等に則って適切に運営されている

の閲覧を実施した。

いるかを確認するため、担当者への業務フローのヒアリング及び関連資料

興施策の実施状況に網羅的かつ正確に反映され、また、適切に実行されて

「あいち観光戦略」の具体的な施策が「あいち観光戦略」に基づく観光振

連資料の閲覧を実施した。

計画等との整合性が図られていることを確認するため、ヒアリング及び関

県の観光に関する戦略が「あいち観光戦略」で適切にデザインされ、各種

及び関連諸法令、条例・規則等の閲覧を実施した。

観光に関する事務の概要把握のため、担当者への業務フローのヒアリング

監査手続

実施した監査手続

開始しており、監査時点では１年間分の進捗しか確認できないことから、数値目

かしながら、
「あいち観光戦略」に掲載されているプロジェクトは平成 28 年度に

おいては、この指標の数値の進捗状況についても県にヒアリングを実施した。し

状況を把握する指標として、図 27 のとおり数値目標を設定している。本監査に

県は、「あいち観光戦略」に掲載されているプロジェクトの推進を図り、進捗

「あいち観光戦略」に基づく観光振興施策の実施状況

金曜日

オ

エ

ウ

イ

ア

表 12

実施した監査手続は表 12 のとおりである。

監査手続

１. 監査手続

第３章

平成31年１月25日
第3553別冊１号

観
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県 ～

愛知で待つ

～ モノスゴ

施策

産業観光に係る資源発掘と磨き上げ

産業観光に係るＰＲ・プロモーション

山車まつり文化のＰＲ・プロモーション

ご当地グルメや食文化のＰＲ・プロモーション

農林水産物のＰＲ・プロモーション

着地型観光の商品化支援

着地型観光商品の販売促進支援

Ⅱ－（１）－⑦

Ⅱ－（１）－⑨

Ⅱ－（２）－①

Ⅱ－（３）－②

Ⅱ－（３）－③

Ⅱ－（４）－①

Ⅱ－（４）－②

Ⅱ－（10）－②

Ⅱ－（10）－①

65

酒蔵を生かしたツーリズム関係者の連携強化

上げ

酒蔵を生かしたツーリズムに係る資源発掘と磨き

街道観光に係るＰＲ・プロモーション

の連携強化

戦
ひとづくり

略的な観光

戦略Ⅴ

客推進

を通じた誘

ポーツ大会

MICE・ス

戦略Ⅳ

Ⅴ－（４）－①

Ⅴ－（２）－②

Ⅴ－（２）－①

Ⅴ－（１）－②

Ⅳ－（５）－①

Ⅳ－（３）－⑥

Ⅳ－（３）－⑤

Ⅳ－（３）－③

Ⅳ－（３）－②

Ⅳ－（３）－①

Ⅳ－（２）－①

Ⅳ－（１）－③

施策

ン

66

県民を対象にした本県の観光ＰＲ・プロモーショ

観光関連団体の機能強化

日本版ＤＭＯの推進

地域や企業で活躍する観光人材の育成

び旅行商品化支援

県内で開催される大規模催事・展示会等のＰＲ及

招致、スポーツ大会を活用した地域活性化の促進

ツ大会情報の収集・発信、スポーツ大会・合宿の

あいちスポーツコミッションの運営によるスポー

国・世界に打ち出せるスポーツ大会の育成

マラソンフェスティバルナゴヤ・愛知など、全

開催支援

ＦＩＦＡフットサルワールドカップ 2020 の招致と

会の競技招致及び合宿誘致

2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大

ラグビーワールドカップ 2019 の開催支援

大規模展示場の整備に向けた取組

ＭＩＣＥ誘致に係る補助制度の活用

愛知・名古屋ＭＩＣＥ推進協議会への参画

ＭＩＣＥ誘致のためのＰＲ・プロモーション

応が可能な病院・診療所の情報提供

インターネット、音声及びＦＡＸによる外国語対

の周知

災害時における訪日外国人旅行者向け安全確保策

交通拠点発の観光周遊コースの整備促進

道の駅の利用促進

ポートセールス等によるクルーズ船の誘致促進

エアポートセールス等による航空路線の誘致促進

近隣県と連携した広域観光の推進

観光に係る統計調査の実施

観光展の開催や広域的観光振興事業等への支援

観光施設の設置及び改修整備への支援

ション

酒蔵を生かしたツーリズムに係るＰＲ・プロモー

愛 知 県 公 報

Ⅱ－（９）－③

Ⅱ－（８）－③

山村・離島の観光に係るＰＲ・プロモーション

Ⅱ－（８）－②

山村・離島の観光に係るメディア・旅行会社等と

山村・離島の観光資源の発掘と磨き上げ

ン

Ⅱ－（８）－①

Ⅱ－（７）－③

動画による情報発信

Ⅱ－（５）－③

ポップカルチャー観光に係るＰＲ・プロモーショ

各種広報媒体による情報発信

Ⅱ－（５）－②

モーション

首都圏等の他の都道府県における情報発信・プロ

Ⅳ－（１）－②

武将観光に係るＰＲ・プロモーション

Ⅱ－（１）－⑥

Ⅱ－（５）－①

Ⅳ－（１）－①

武将観光施設の連携強化

Ⅱ－（１）－⑤

Ⅲ－（６）－④

武将観光に係る資源発掘と磨き上げ

Ⅲ－（６）－②

Ⅱ－（１）－④

機能強化

あいち航空ミュージアムの整備

Ⅱ－（１）－③

県としての

Ⅲ－（４）－②

武将観光イベントの開催

観光の推進

Ⅱ－（１）－②

Ⅱ－（１）－①
光交流拠点

Ⅲ－（２）－②

ナイト観光の充実

Ⅰ－（８）－②
Ⅲ－（３）－②

Ⅲ－（２）－①

材育成
観

Ⅲ－（１）－③

観光案内所や観光施設等の多言語対応に向けた人

戦国武将やゆかりの史跡、忍者等を生かした武将

Ⅱ－（15）－①

「Aichi Free Wi-Fi」の運営

Ⅰ－（６）－②

Ⅰ－（７）－①

Ⅱ－（11）－②

無料公衆無線ＬＡＮ等の整備促進

Ⅰ－（６）－①

Ⅱ－（10）－③

体系番号

Ⅱ－（11）－①

戦略Ⅲ

戦略名

海外メディア等の招請

連携した情報発信

駐日外国公館・外国政府観光局・海外メディアと

Ⅰ－（３）－②

Ⅰ－（３）－①

体系番号

金曜日

ド化の推進

実とブラン

光資源の充

戦略Ⅱ

戦略名

平成31年１月25日
第3553別冊１号

学校との連携・協働

67

を勘案し、最終的に次の８施設を視察場所として選定した。

選定した母集団から、施設の内容、観光資源としてのポテンシャル、管理方法

で行っている「愛知県陶磁美術館」である。

光施設における指定管理者制度について」
（Ｐ.55）で抽出した施設と、県が直営

関連施設を監査対象の母集団とする。具体的には、
「第２章６.（１）愛知県の観

設における指定管理者制度について」
（Ｐ.55）で述べたとおり、本監査では観光

監査手続エに関連し、関連施設を視察した。
「第２章６.（１）愛知県の観光施

関連施設の視察

Ⅵ－（２）－③

用

民間企業（観光事業者以外）との連携・協働

観光関連事業者との情報共有、協働の強化

Ⅵ－（２）－①

民

間活力の活

戦略Ⅵ

大学等との連携強化

ション

県民との協働による本県の観光ＰＲ・プロモー

施策

Ⅵ－（１）－①

Ⅴ－（４）－②

体系番号

Ⅴ－（５）－①

戦略名

ＵＲＬ
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公募

選定方法

68

愛 知 県 公 報
（出典：Aichi Now ホームページ及び県ホームページを基に監査人が作成）

平成 29 年 11 月 30 日～平成 33 年３月 31 日

指定期間

名古屋空港ビルディング株式会社

間近で見学することもできる施設である。

なっているため、県営名古屋空港に離着陸する航空機を

ターやサイエンスラボがあり、屋上階は、展望デッキに

２階フロアには、名機百選、オリエンテーションシア

人材育成の推進を図る役割も果たしている。

く、航空機産業の情報発信、次世代の航空機産業を担う

またこの施設は、産業観光施設としての役割だけでな

楽しめる施設になっている。

ゾーンもあり、航空機ファンはもちろん、ファミリーも

発のプロペラ機「ＭＵ－２」などが見られる実機の展示

の国産旅客機「ＹＳ－１１」や三菱重工業が製造した双

航空機製造が製造した双発ターボプロップエンジン方式

あり、地上２階建て＋屋上階からなるフロアには、日本

屋飛行場における新たな施設としてオープンしたもので

あいち航空ミュージアムは、平成 29 年 11 月 30 日に名古

開発・生産される日本で唯一の地域である。

名古屋飛行場周辺は、国産初のジェット旅客機ＭＲＪが

西春日井郡豊山町大字豊場（県営名古屋空港内）

愛知県名古屋飛行場管理規則

愛知県名古屋飛行場条例

成の推進」を図ることを目的としている。

た産業観光の強化」、「次代の航空機産業を担う人材育

「航空機産業の情報発信」、「航空機産業をベースとし

振興部航空対策課企画グループ

https://aichi-mof.com/

あいち航空ミュージアムの概要

金曜日

指定管理者名

施設の概要

所在地

関連管理規則

設置根拠

設置目的

所管部局

表 14

あいち航空ミュージアムの概要は表 14 のとおりである。

ア あいち航空ミュージアム

平成31年１月25日
第3553別冊１号

約 466 ヘクタールの広大な森林の中に、ゴルフ施設、運

に開場した歴史ある県営ゴルフ場で、平成 19 年４月から

る馬蹄型の大ホールが大きな魅力である。

バレエにミュージカル、演劇、歌舞伎、日本舞踊、邦楽

-38-

いる。

文化情報センターは芸術文化に関する情報や、さまざま

任意指定

選定方法

69

選定方法

公募

70

（出典：県ホームページを基に監査人が作成）

愛 知 県 公 報

（出典：Aichi Now ホームページ及び県ホームページを基に監査人が作成）

平成 26 年４月１日～平成 31 年３月 31 日

指定期間

公益財団法人愛知県文化振興事業団

通して文化交流の一端を担っている。

平成 28 年４月１日～平成 33 年３月 31 日

ウッドフレンズ共同企業体

ネーミングライツ料は森林公園の施設設備に活用されて

20 世紀美術を収蔵している。

指定期間

「ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場」となっており、

め、梅原龍三郎や安井曾太郎、横山大観など、国内外の

指定管理者名

のネーミングライツ（施設命名権）契約により、愛称が

愛知県美術館ではピカソやマティス、クリムトをはじ

愛される文化の発信拠点。さまざまなイベントや施設を

また、平成 25 年４月１日から株式会社ウッドフレンズと

として設計された小ホールも備えている。

な芸術文化活動の表現・交流の場を提供し、地元の人に

しており、年間 10 万人以上の利用がある。

中心とする音楽専用のコンサートホールや、実験小劇場

は、民間の資金やノウハウを活用したＰＦＩにより運営

森林公園のゴルフ施設は、昭和 30 年に、愛知県内３番目

愛知県芸術劇場は、欧米の伝統的なオペラ劇場を思わせ

など、あらゆる舞台芸術を楽しめるほか、クラシックを

動施設、植物園、一般公園を有する施設であり、１年を
通して多くの方に利用されている。

ミナルとも直結するアクセス抜群の施設である。

施設の概要

愛知県森林公園は、尾張旭市と名古屋市守山区に広がる

尾張旭市大字新居 5182－１

化施設であり、名古屋の都心に位置し、栄駅やバスター

所在地

愛知県森林公園管理規則

愛知県レクリエーション施設条例

る。

県民の健康の増進及びレクリエーシヨンを目的としてい

愛知県美術館、愛知県文化情報センターからなる総合文

愛知芸術文化センター（栄施設）は、愛知県芸術劇場と

名古屋市東区東桜一丁目 13 番２号

関連管理規則

設置根拠

設置目的

金曜日

指定管理者名

施設の概要

所在地

愛知芸術文化センター管理規則

愛知芸術文化センター条例

設置根拠

関連管理規則

芸術文化の振興及び普及を図ることを目的としている。

設置目的

農林水産部農林基盤局林務課県有林グループ

https://www.aichishinrin.jp/

URL
所管部局

http://www.aac.pref.aichi.jp/

県民文化部文化芸術課振興グループ

URL

所管部局

表 16 愛知県森林公園の公園施設の概要

愛知県森林公園の概要は表 16 のとおりである。

ウ 愛知県森林公園の公園施設

表 15 愛知芸術文化センター（栄施設）の概要

愛知芸術文化センター（栄施設）の概要は表 15 のとおりである。

イ 愛知芸術文化センター（栄施設）

平成31年１月25日
第3553別冊１号

URL
URL

設置根拠

愛知県都市公園条例

-39-

公益財団法人愛知県都市整備協会

来園者は 50 万人に及んでいる。

公募

選定方法

選定方法

指定期間

公募

72

（出典：県ホームページ等を基に監査人が作成）

愛 知 県 公 報

71

（出典：県ホームページを基に監査人が作成）

平成 28 年４月１日～平成 33 年３月 31 日

平成 28 年４月１日～平成 33 年３月 31 日

整備されている。

ている。四季折々、多くの利用者が訪れ、現在では年間

公益財団法人愛知公園協会

て、テニスコート、球技場、天然芝のベビーゴルフ場が

場、各種園地・展示林、ハイキングコース等が整備され
指定管理者名

どもの森」は子どもたちに人気がある。有料施設とし

るさとの森、生きもの達の谷などがあり、なかでも「子

には、大芝生広場、ジョギングコース、健康ロード、ふ

目的研修棟「かじか荘」、森の展示館、各種キャンプ

り、現在では宿泊施設「モリトピア愛知」を中心に、多

施設の概要

設「あいち健康の森」の中にある公園で、広い園内の中

オープン以来、逐次施設の整備充実が行われてきてお

保健・医療・福祉・生きがいなどをテーマにした総合施

地内

大府市森岡町、吉田町、半月町、知多郡東浦町大字森岡

愛知県都市公園管理規則

所有林として買収し、今日まで供用運用されている。

所在地

関連管理規則

を目的としている。

康の増進、各種活動等の便益を広く県民が享受すること

る。従来、地上権に基づく分収林であった森林を、県の

県有林」（従来は地上権地）地内に開設したものであ

して明治百年を記念して、県が昭和 45 年７月「鳳来寺

愛知県民の森は、総合的な森林レクリエーション施設と

新城市門谷字鳳来寺７－60

愛知県民の森管理規則

設置目的

環境を図るとともに、多様なレクリエーション活動、健

愛知県レクリエーション施設条例

地球温暖化の防止、生物多様性の保全による良好な都市

建設部公園緑地課業務・管理グループ

https://www.aichi-koen.com/kenmori/

る。

所管部局

表 18 あいち健康の森公園の概要

県民の健康の増進及びレクリエーシヨンを目的としてい

農林水産部農林基盤局林務課県有林グループ

https://www.aichi-park.or.jp/kenmin/

愛知県民の森の概要

あいち健康の森公園の概要は表 18 のとおりである。

オ あいち健康の森公園

金曜日

指定期間

指定管理者名

施設の概要

所在地

関連管理規則

設置根拠

設置目的

所管部局

表 17

愛知県民の森の概要は表 17 のとおりである。

エ 愛知県民の森

平成31年１月25日
第3553別冊１号

設置根拠

愛知県体育施設及び社会教育施設条例

とし、各種スポーツ競技会等の競技者及びその他の催し
物を開催する者に競技場、練習場、その他の施設を利用
させることを役割とした施設である。約 7,500 席の観客

開催された 2005 年日本国際博覧会会場として利用された

のを契機に、博覧会の理念と成果を継承する都市公園と
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任意指定

選定方法

任意指定

選定方法

74

（出典：県ホームページを基に監査人が作成）

平成 30 年４月１日～平成 31 年３月 31 日

指定期間

公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団

は同体育館の維持管理経費等に活用されている。

フィンズアリーナ」となっており、ネーミングライツ料

ングライツ（施設命名権）契約により、愛称が「ドル

名古屋ダイヤモンドドルフィンズの運営会社とのネーミ

ホームアリーナとするバスケットボール男子Ｂリーグの

また、愛知県体育館は平成 30 年４月１日から同体育館を

る。

愛 知 県 公 報

73

（出典：県ホームページ等を基に監査人が作成）

平成 28 年４月１日～平成 33 年３月 31 日

指定期間

公益財団法人愛知県都市整備協会

くの人に活用され親しまれる公園となっている。

金曜日

指定管理者名

を有し、大相撲名古屋場所を始めとした大規模な興行の

や野球場などのスポーツ施設も整備されてきた。休日に

舞台となってきた県のシンボル的なスポーツ施設であ

ム、ボクシング場、すもう場などの様々なスポーツ施設

開始以来、サツキとメイの家を始め、アイススケート場

は、魅力的で多彩なイベントが多く開催されるなど、多

席がある競技場のほか温水プール、フィットネスルー

して整備が進められている。平成 18 年７月 15 日の供用

施設の概要

愛知県体育館は、主にアマチュアスポーツの振興を目的

名古屋市中区二の丸１－１

愛知県体育施設及び社会教育施設管理規則

愛・地球博記念公園（愛称：モリコロパーク）は、昭和

所在地

関連管理規則

る。

会議室その他の施設を利用させることを目的としてい

45 年に開園した愛知青少年公園を前身に、平成 17 年に

長久手市茨ヶ廻間地内

愛知県都市公園条例

を目的としている。

康の増進、各種活動等の便益を広く県民が享受すること

を開催する者及びスポーツを行う者に競技場、練習場、

設置目的

環境を図るとともに、多様なレクリエーション活動、健

所在地

指定管理者名

http://www.aichi-kentai.com/
教育委員会保健体育スポーツ課振興・施設グループ
体育の振興を図るため、スポーツ競技会その他の催し物

愛知県都市公園管理規則

施設の概要

URL
所管部局

表 20 愛知県体育館の概要

愛知県体育館の概要は表 20 のとおりである。

キ 愛知県体育館

地球温暖化の防止、生物多様性の保全による良好な都市

建設部公園緑地課業務・管理グループ

https://www.aichi-koen.com/moricoro/

愛・地球博記念公園＜モリコロパーク＞概要

関連管理規則

設置根拠

設置目的

所管部局

URL

表 19

愛・地球博記念公園の概要は表 19 のとおりである。

カ 愛・地球博記念公園＜モリコロパーク＞

平成31年１月25日
第3553別冊１号

瀬戸市南山口町 234 番地

所在地

施設の概要

愛知県陶磁美術館規則

関連管理規則
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県の体験型コンテンツにはさらに拡充の余地が存在するものといえる。既に県は
様々な施策を通じて体験型コンテンツの拡充に努めてはいるものの、この取組を
さらに強化することが望まれる。

国内屈指の陶磁専門ミュージアムとして整備されている。

平成 25 年６月１日に 35 周年を迎えたことを期に「愛知県

76

振興部以外の職員も観光資源に関する知識を共有することで、県の観光人材

ア 県の職員研修において観光をテーマにしたコマを設ける

提言する。

の戸惑いもあったことから、県が一丸となって観光施策を推進するため、以下を

かし、振興部以外の部局では、こうした事業を観光施策と位置づけられることへ

も、観光施策の推進のために真摯に取り組んでいる事例が多数見受けられた。し

関係部局へのヒアリングでは、「あいち観光戦略」に掲載されていない事業で

県庁内の観光マインドの醸成について（意見）

点的に実施するかを検討することが望まれる。

して体験型コンテンツの拡充に向けた情報を収集し、今後、どのような施策を重

ことから、まずは「
「楽しい国日本」の実現に向けて（提言）
【施策集】
」等を活用

愛 知 県 公 報

75

（出典：県ホームページを基に監査人が作成）

限られた人員・予算の中において、様々な施策を同時に実施することは困難な

含めて体験型コンテンツを利用するための環境が十分ではない点が認められた。

催事を通じて紹介するとともに、コレクションは３点の重

要文化財を含む 7,884 点（平成 30 年３月末）にのぼり、

金曜日

陶磁美術館」に名称を変更した。

「VISIT 愛知県」のホームページは日本語のみ（Ｐ.110）など、外国人旅行者も

本監査においては三河山間地域における外国人受け入れ態勢の拡充（Ｐ.105）、

体験型のコンテンツや、着地型ツアーなどを充実させることが重要である。

地域の旅行消費と滞在時間には強い相関があり、滞在時間の長期化に向けては

体験型コンテンツの利用増加に向けた更なる取組について（意見）

マップの作成等について、戦略的・網羅的・体系的に検討する必要がある。

位の明確化や、「観光県－あいち」として目指す姿の達成までの長期的なロード

がら取組を継続し、次回の「あいち観光戦略」の見直しの際には、戦略の優先順

いち観光戦略」に含むべき施設等の範囲が十分であるかについても常に検討しな

平成 32 年度までの５年を期間とした「あいち観光戦略」の達成に向けて、
「あ

県の観光振興のさらなる推進に向けて（意見）

発見された主な指摘及び意見の要約は次のとおりである。

２. 監査結果の要約

めとする世界各地の様々なやきものの魅力を展覧会や関連

昭和 53 年６月１日に開館した。以降、日本やアジアを始

地である愛知県瀬戸市に、愛知県政 100 年記念事業として

上における愛知の位置に鑑み、日本における最大級の窯業

愛知県陶磁美術館（旧称・愛知県陶磁資料館）は、陶磁史

愛知県陶磁美術館条例

発展に寄与することを目的としている。

民の陶芸に対する教養の向上を図り、併せて陶磁器産業の

設置根拠

設置目的

陶磁文化の振興及び陶磁器に関する文化財の保存並びに住

https://www.pref.aichi.jp/touji/

県民文化部文化芸術課振興グループ

URL

愛知県陶磁美術館の概要

所管部局

表 21

愛知県陶磁美術館の概要は表 21 のとおりである。

ク 愛知県陶磁美術館

平成31年１月25日
第3553別冊１号
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77

外国人旅行客に特化した災害時の情報提供の在り方について改めて検討する

避難所まで移動することは容易ではないものと推察される。

るが、観光地や滞在先のホテルにおいて被災した外国人旅行者が、市町村役場や

害時の外国人支援に備え、県は「愛知県災害多言語支援センター」を設置してい

愛知県は南海トラフ地震や水害、高潮など様々な災害リスクを有している。災

78

決裁文書の「公印使用承認印」欄に押印するとともに、「文書事務の手引」に

承認を得なければならない。
」と定めがあり、公印使用が承認された場合には、

施行する行政文書に決裁文書又は証拠書類を添えて、管守者又は公印取扱者の

「愛知県公印取扱規程」の第３条において、
「公印を使用しようとする者は、

イ 文書施行時の施行日の記入について（指摘）

属設備の対象から除外すべきかどうかの検討を早期に行う必要がある。

も経過しているため、同レコーダーの利用者ニーズなどを踏まえ、会議室等附

条例に定めがあるにも拘らず同レコーダーがない状態が平成 24 年から６年

実際には老朽化のため既に処分されていた。

れている。その中にはビデオテープレコーダーの使用料も定められているが、

愛知県民の森の使用料は、「愛知県レクリエーション施設条例」にて定めら

ア 愛知県民の森物品の取扱いについて（指摘）

その他

愛 知 県 公 報

災害発生時における外国人旅行者に向けた情報提供体制について（意見）

るが、この点は県とＤＭＯの予算・人員規模に応じて検討すべき事項と考える。

それ以外のプロモーション活動などはＤＭＯが実施することが望ましいと考え

るための条例制定（又は規制緩和）、などといった観光全般の戦略策定に注力し、

ＩＣＥ誘致強化に向けたコンベンションセンターの設置、観光ビジネスを推進す

や景観規制を通じた観光資源の保存、大型クルーズ船誘致のための港湾整備、Ｍ

役割分担の例としては、県は行政機関として観光地付近の交通対策、都市計画

することが望まれる。

どのような施策・事業をＤＭＯにおいて実施すべきかといった役割分担を明確に

適切な精算規程を盛り込むことについて検討することが望まれる。

収支計画と実績が乖離する可能性がある場合には、必要に応じて年度別協定に

た「収支計画」の精度が重要となる。

いこととしているため、適切な指定管理料の算出には、指定管理者から提出され

び人件費以外の支出について、収支計画と実績が乖離していても、精算は行わな

「平成 30 年度の愛知県体育館の管理に関する年度別協定」によると、収入及

愛知県体育館指定管理料の精算規程の検討について（意見）

対応が望まれる。

なモニタリングを行い、将来的に、料金設定が実態に適合しない場合は、柔軟な

る性質のものであると考えられるため、県は開業後も利用状況等について継続的

利用料金については、施設の利用状況や環境の変化に応じて、絶えず見直され

を上限（下限なし）として、利用料金を定めることができる。

公共施設等運営権者は、愛知県国際展示場条例に基づき、使用料の額の一・三倍

とで決定しており、その算定の方法及び過程は一定の合理性が認められる。なお、

平成 31 年９月に開業する愛知県国際展示場の会議室使用料は一定の方針のも

愛知県国際展示場会議室利用料金のモニタリングについて（意見）

ことが望まれる。

金曜日

現在県が行っている施策・事業のうち、どのようなものを継続的に県で実施し、

待される業務が含まれており、ＤＭＯとの役割分担において課題が認められた。

県の業務の中にはプロモーション活動などＤＭＯにおいて実施することが期

ＤＭＯとの役割分担の明確化について（意見）

望まれる。

る観点から、県民に対する観光人材を育成するための施策を更に促進することが

げられる。県内観光資源の魅力に気付いてもらい、観光振興に向けた機運を高め

県の観光振興の課題の一つには県民に県の魅力が理解されていないことが挙

観光振興のための人材育成の充実について（意見）

より、県職員のより一層の観光マインドを醸成することが望まれる。

のポテンシャルを有するものが多数あることを認識し業務に取り組むことに

既に各部局において行っている施策や、保有している施設は観光資源として

イ 日々の業務における観光目線の意識について

れる。

設けることにより、県の職員が県の観光に関して考える場を設けることが望ま

いことから、例えば、新入職員研修、年次研修等で、県の観光に関するコマを

の底上げを図る。日々の生活の中で、県の観光施策を体系的に学ぶことは難し

平成31年１月25日
第3553別冊１号
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80

Ｐ.92

Ｐ.90

Ｐ.88

Ｐ.87

Ｐ.86

頁
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79

申請日について、正しく記載したうえで通知を交付する必要がある。

存在した。

付決定について（通知）」を交付しているが、申請日に誤りがあったケースが

事業として交付決定した文化団体に対して「愛知県文化活動事業費補助金の交

動に対し「愛知県文化活動事業費補助金」による助成を行っている。補助対象

県は文化芸術の振興を図るため、県内で活動する文化団体が行う各種文化活

いて（指摘）

ＤＭＯとの役割分担の明確化について（意見）

観光振興のための人材育成の充実について（意見）

県庁内の観光マインドの醸成について（意見）

見）

体験型コンテンツの利用増加に向けた更なる取組について（意

県の観光振興のさらなる推進に向けて（意見）

内容

表 22 総合所見の内容

総合所見に記載した内容は表 22 のとおりである。

総合所見

び意見の一覧は、次のとおりである。

包括外部監査の結果、
（指摘）５件・
（意見）49 件を識別した。発見された指摘及

３. 指摘及び意見の一覧

金曜日

オ 「愛知県文化活動事業費補助金の交付決定について（通知）」の適切な運用につ

受付印は受付日を示すものなので、正しく押印する必要がある。

く受付日が不明であったケースが存在した。

「愛知県美術館展示室利用変更許可申請書」において、申請書の受付印がな

エ 「愛知県美術館展示室利用変更許可申請書」の適切な運用について（指摘）

は受付日を示すものなので、正しく押印する必要がある。

申請者が正しく申請書を記載しているか確認する必要がある。また、受付印

③ 申請書の提出日の記載誤り

② 申請書の受付印がなく受付日が不明であった

① 申請書の提出日に日付の記入がない

「愛知県美術館展示室利用許可申請書」において、以下のケースが存在した。

ウ 「愛知県美術館展示室利用許可申請書」の適切な運用について（指摘）

ある。

手引に従い、施行日を明確にするため、施行日の記入は漏れなく行う必要が

について施行日の記載漏れがあった。

今回、公印が使用された決裁文書について確認したところ、いくつかの文書

基づき、押印した決裁文書の「施行日等」欄に施行日の記載が必要となる。

平成31年１月25日
第3553別冊１号

-44-

進

ランド化の推

振興部観光局
観光振興課

愛知県フィルムコミッション協議会

ホームページの充実について（意見）

振興部
航空対策課

あいち航空ミュージアムの集客に向け

た更なる検討について（意見）

（意見）

81

県」の多言語化への働きかけについて

着地型旅行商品運営サイト「VISIT 愛知

いて（意見）

観光振興課

振興部観光局

観光振興課

Ｐ.110

Ｐ.109

Ｐ.108

Ｐ.107

Ｐ.106

Ｐ.105

Ｐ.104

Ｐ.100

Ｐ.97

Ｐ.97

Ｐ.95

Ｐ.94

頁

くり

な観光ひとづ

（５）戦略的

推進

を通じた誘客

スポーツ大会

（４）MICE・

ての機能強化

流拠点県とし

（３）観光交

観光振興課

環境部

制の強化について（意見）

（意見）

82

ミ終了後の状況の把握、支援について

あいち観光まちづくりゼミ参加者のゼ

見）

の反応・意見等の把握について（意

観光振興課

振興部観光局

観光振興課

振興部観光局

観光振興課
あいち観光まちづくりゼミ参加者から

振興部観光局
活用・発信について（意見）

観光振興課
あいち観光まちづくりゼミ優良企画の

振興部観光局
いて（意見）

観光振興課

振興部観光局

ション課

国際観光コンベン

観光局職員における専門性の確保につ

ついて（意見）

県とＤＭＯの役割分担に関する検討に

取組の強化について（意見）

振興部観光局

地域政策課

ニタリングについて（意見）
ユニークべニューの利用促進に向けた

振興部

愛知県国際展示場会議室利用料金のモ

地域政策課

振興部

愛知県国際展示場展示ホール利用料金
の速やかな決定について（意見）

地域政策課

振興部

愛知県国際展示場駐車場の料金区分の
確認方法について（意見）

スポーツ振興課

振興部

スポーツ大会を活用したイベントの効
果測定方法の明確化について（意見）

スポーツ振興課

振興部

ション課

国際観光コンベン

設定の絞り込みについて（意見）

ラグビーワールドカップのターゲット

けた情報提供体制について（意見）

振興部観光局

生涯学習課

について（意見）
災害発生時における外国人旅行者に向

教育委員会

山車まつりホームページの情報の充実

自然環境課

観光振興課

環境部と観光局における情報の共有体

振興部観光局

振興部観光局

続的な育成について（意見）

所管部署

着地型旅行商品コーディネーターの継

発見事項

Ｐ.128

Ｐ.128

Ｐ.127

Ｐ.126

Ｐ.125

Ｐ.124

Ｐ.123

Ｐ.122

Ｐ.120

Ｐ.120

Ｐ.118

Ｐ.115

Ｐ.114

Ｐ.113

Ｐ.111

頁

愛 知 県 公 報

する損害保険の加入義務化の検討につ

振興部観光局

観光振興課

の評価・効果測定について（意見）

ロケーション撮影に伴うトラブルに対

振興部観光局

ション課

愛知デスティネーションキャンペーン

いて（意見）

国際観光コンベン

振興部観光局

地域政策課

更なる情報発信について（意見）

対応言語選定とターゲット国選定につ

振興部

観光振興課

外国人観光客に対する三河山間地域の

て（意見）

ホームページの実績情報の更新につい

振興部観光局

観光振興課

クの徹底について（意見）

愛知県フィルムコミッション協議会

振興部観光局

ション課

国際観光コンベン

振興部観光局

ション課

国際観光コンベン

振興部観光局

ション課

国際観光コンベン

振興部観光局

所管部署

映像制作者のバックグラウンドチェッ

信の反響の測定について（意見）

「Aichi Now」のコンテンツ別の情報発

の促進について（意見）

観光施設を中心とした更なる多言語化

（意見）

ムスリム対応の更なる推進について

発見事項

個別所見の内容

区分

金曜日

源の充実とブ

（２）観光資

態勢の強化

ションと受入

たプロモー

客誘致に向け

（１）訪日外

区分

表 23

個別所見に記載した内容は表 23 のとおりである。

個別所見

平成31年１月25日
第3553別冊１号

（７）その他

力の活用

（６）民間活

区分

-45農林水産部
林務課
農林水産部
林務課
農林水産部
林務課

「愛知県民の森実施事業」の魅力の伝

達について（意見）

愛知県民の森物品の取扱いについて

（指摘）

愛知県民の森指定管理者からの事業報

告書の実績の確認について（意見）

83

担金の評価について（意見）

（一社）中央日本総合観光機構への負

見）

者数増加のための取組について（意

振興部観光局

観光振興課

振興部観光局

観光振興課

化への対応について（意見）

Ｐ.142

Ｐ.141

Ｐ.139

Ｐ.139

Ｐ.138

Ｐ.138

Ｐ.136

県民文化部
文化芸術課

「愛知県美術館展示室利用変更許可申
請書」の適切な運用について（指摘）

について（指摘）

84

決定について（通知）」の適切な運用

文化芸術課

県民文化部

文化芸術課

書」の適切な運用について（指摘）

「愛知県文化活動事業費補助金の交付

県民文化部

「愛知県美術館展示室利用許可申請

尾張建設事務所

Ｐ.147

Ｐ.147

Ｐ.146

Ｐ.146

愛 知 県 公 報

犬山国際ユースホステルの外国人宿泊

振興部観光局

犬山国際ユースホステルの施設の老朽

観光振興課

振興部観光局

文化芸術課

極的な魅力発信について（意見）

Ｐ.135

Ｐ.134

Ｐ.133

見）

建設部

Ｐ.145

Ｐ.144

Ｐ.143

頁

金曜日

決裁文書の修正方法について（意見）

県民文化部

文化芸術課

愛知芸術文化センター（栄施設）の積

て（意見）

のアートスペースの稼働率向上につい

県民文化部

公園緑地課

イベントの促進について（意見）

愛知芸術文化センター12 階（栄施設）

建設部

可申請書」の原本の入手について（意

愛・地球博記念公園における「行為許

Ｐ.132

公園緑地課
知多建設事務所

尾張建設事務所

あいち健康の森公園における地域連携

具説明板の改修について（意見）

あいち健康の森公園内の健康ロード遊

建設総務課

建設部

課

保健体育スポーツ

教育委員会事務局

小幡緑地の遊具更新工事に関する受注

検討について（意見）

愛知県体育館指定管理料の精算規程の

県民文化部
文化芸術課

観光振興課

（指摘）

振興部観光局

ション課

国際観光コンベン

所管部署

文書施行時の施行日の記入について

発見事項

について（意見）

Ｐ.131

区分

建設部

公園緑地課

Ｐ.131

Ｐ.130

Ｐ.129

頁

業者からの提出書類の日付の確認漏れ

建設部

間について（意見）

課

保健体育スポーツ

教育委員会事務局

観光振興課

振興部観光局

観光振興課

振興部観光局

所管部署

愛・地球博記念公園の水泳場の利用期

のより積極的な活用について（意見）

愛知県体育館の利用者満足度調査結果

（意見）

訪問先産業観光施設の決定について

「産業観光あないびと育成委託事業」

（意見）

参加者の募集方針・方法について

「産業観光あないびと育成委託事業」

発見事項

平成31年１月25日
第3553別冊１号

監査の結果
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86

プの作成等について、戦略的・網羅的・体系的に検討する必要がある。

明確化や、「観光県－あいち」として目指す姿の達成までの長期的なロードマッ

取組を継続し、次回の「あいち観光戦略」の見直しの際には、戦略の優先順位の

光振興に資する施設の取組の範囲が十分であるかについても常に検討しながら

平成 32 年度までの５年を期間とした「あいち観光戦略」の達成に向けて、観

る。

階に位置しており、今後どのような戦略を構築すべきかが明確になると考えられ

考えられる。このように最終目標を明確にすることにより、現在は目標のどの段

口の増加→リピーターの確保→長期滞在の促進→移住策の促進」といった戦略が

されている。もし、最終の目標が定住ということであれば、「観光振興→交流人

て掲げられており、施策としては「山村・離島における交流居住の推進」と記載

例えば「あいち観光戦略」においては、「山村・離島の観光振興」が目標とし

ンのなかで、どのように推進していくか検討する必要がある。
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85

所見」（Ｐ.94）では、本監査において発見した個別の事項及び提言を述べる。

イベントの創出・発展などを行う段階と思われるが、それらを今後の長期ビジョ

ことでは後進になると考えられるため、観光拠点づくり、観光資源の発掘、観光

いち」として目指すべき最終の目標については示されていない。県は観光という

「観光県－あ
の間の数値目標については、図 27 のとおり定められているものの、

「あいち観光戦略」は平成 28 年度～平成 32 年度を期間としたものであり、そ

あると考える。

け及び戦略の優先順位を明確にして、ステップアップする方法を検討する必要が

指す姿の達成のためには、長期的なビジョンを持ったうえで、現状の県の位置づ

できる。しかし、限りある予算を有効に活用して、「観光県―あいち」という目

を始めてまだ間もなく、現状できる範囲での取組を行なっていることは十分理解

県は平成 26 年 12 月に「あいち観光元年」宣言を発表し、観光県としての歩み

活用していく必要があると考える。

が相当数あることから、それらについても、「あいち観光戦略」の中で、有効に

以外の部局が実施している事業の中にも、観光振興に資する施設（表 9）の取組

自体は総花的になっているような印象を受けた。また、監査人としては、観光局

てはいるものの、６つの戦略の優先順位が明確になっていないこともあり、施策

成のために、「あいち観光戦略」においては、戦略を６つに絞って体系的に示し

しかしながら、「発見、感動、伝えたい観光県－あいち」という目指す姿の達

はなく重点プロジェクトを定めるという方針のもと策定している。

県は「あいち観光戦略」を中心に観光施策を推進しており、同戦略は総花的で

県の観光振興のさらなる推進に向けて（意見）

２. 総合所見

金曜日

めに、優先的に取り組むことが望まれる事項及び提言を述べる。そして、
「３.個別

インドの育成や、観光関連事業者との連携及び人材育成等、県が観光施策推進のた

そこで、本章ではまず、「２．総合所見」（Ｐ.86）として県庁内における観光マ

点からは未だ改善の余地が認められた。

に関する予算を確保し、毎年事務の執行を行っているが、その有効性、効率性の観

役割を県は担っている。県は「あいち観光戦略」の進捗を中心とした取組や、観光

光施策推進のための仕組みづくりを通じて、県の観光施策を推進するという重要な

いった多くの人々との連携が非常に重要である。一方、観光マインドの醸成や、観

に関与できる部分は限られており、市町村、観光協会、観光事業者、そして県民と

施策の推進を目的としている。観光は非常に広い概念であることから、県が直接的

本監査の対象となる「観光あいちの促進に関連する事業」は最終的には県の観光

施策は非常に限定されたものとなり、県の観光施策推進を阻害する可能性がある。

略」のみに限定されるという、誤った認識が浸透してしまうことにより、県の観光

クトを定めるという方針を定めている。そのため、県の観光施策は「あいち観光戦

一方、
「あいち観光戦略」については、総花的・底上げ型ではなく、重点プロジェ

との方針を、監査人は確認している。

県の観光施策の推進にあたっては、観光を広義に捉え、広く観光推進を図りたい

務においても、観光に関連する業務が多数行われているといえる。

観光を広義に捉えた場合、日常の様々な活動が観光に関係しており、県の日常業

１. 本章の構成

第４章

平成31年１月25日
第3553別冊１号
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ＯＥＣＤは「Organisation for Economic Co-operation and Development：経済協
力開発機構」の略である。

7

の拡充に努めてはいるものの、この取組をさらに強化することが望まれる。

の余地が存在するものといえる。既に県は様々な施策を通じて体験型コンテンツ

表している。この中では様々な体験型コンテンツの取組が紹介されており、県と

温泉の更なる活用



88

して観光施策を推進したいという思いであった。また、県の観光振興施策を戦略

一般事業会社を始めとしたなるべく多くの人を巻き込んで、あらゆる機会を活用

確認できたことは、観光という概念は非常に広く、市町村、観光協会、ＤＭＯ、

を始め、振興部の職員に最初にヒアリングを実施した。振興部へのヒアリングで

今回の包括外部監査にあたっては、県の観光施策推進のトップである観光局長

年２月に策定した。

観光振興施策を戦略的、計画的に推進するために、
「あいち観光戦略」を平成 28

した観光推進体制を明確化し、最新の国の動向や社会・経済情勢の変化を踏まえ、

この宣言後、平成 27 年４月に振興部観光局を立ち上げ、観光局長をトップと

る枠組み＆仕掛けを作っていくことが重要となると分析している。

県・愛知のポテンシャルを活かし、それにふさわしい多くの人が国内外から訪れ

て、今後、愛知がその魅力を高め、さらに発展していくためには、日本一の産業

シャルを活かしているとは言えない状況になっているという認識があった。そし

いて愛知の現状をみると、他の大都市圏に比して劣位となっており、そのポテン

客の要素となる資源が豊富にあり、そのポテンシャルは高いものの、観光面にお

言して、観光集客を目指して取り組んできた。この背景としては、県には観光集

県は知事の強いリーダーシップのもと、平成 27 年を「あいち観光元年」と宣

県庁内の観光マインドの醸成について（意見）

ことが望まれる。

に向けた情報を収集し、今後、どのような施策を重点的に実施するかを検討する

ことから、まずはこのような施策集などを活用しながら体験型コンテンツの拡充

限られた人員・予算の中において、様々な施策を同時に実施することは困難な

対し補助する支援事業を行うなど、新たな取組を進めている地域もある。

また、東京都では今年度より新たにプロジェクションマッピングを行う事業に

など

茶会の参加、伝統芸能の鑑賞、着付け体験
お祭りの訪日外国人への開放



田舎をめぐるガイドツアー




自然環境を利用したアウトドアツアー



コンテンツの例

「「楽しい国日本」の実現に向けて（提言）
【施策集】
」に記載されている体験型

しても参考になる事例が存在するものと推察される。

愛 知 県 公 報

うないくつかの課題が見られたことから、県の体験型コンテンツにはさらに拡充

日本全体としても体験型コンテンツの拡充がさらに求められている中、このよ

に愛知県のコンテンツがランクインしていない。

「外国人に人気の日本の体験・ツアー ランキング 2018」では、上位 30 件の中

利用するための環境が十分ではない点が認められた。また、
「Trip Advisor」の

ページは日本語のみ（Ｐ.110）など、外国人観光客も含めて体験型コンテンツを

間地域における外国人受け入れ態勢の拡充（Ｐ.105）
、
「VISIT 愛知県」のホーム

このように県は様々な施策を行っているが、一方で、本監査においては三河山

ツの拡充に向けた人材育成も行ってきた。

ナーを開催するほか、「あいち観光まちづくりゼミ」を開催し、体験型コンテン

例えば、「
「楽しい国日本」の実現に向けた観光資源活性化に関する検討会議」
では平成 30 年３月に「
「楽しい国日本」の実現に向けて（提言）
【施策集】
」を公

金曜日

型ツアーの造成に努めている。更には、ＤＭＯを対象とした着地型旅行商品セミ

に関連するバスモニターツアーを造成し、新たな体験型コンテンツの発掘や着地

認や予約をすることが可能なサイトを作成している。また、産業観光や武将観光

ンテンツを集約して紹介し、同ホームページから直接コンテンツの空き状況の確

例えば、
「VISIT 愛知県（http://aichi.visit-town.com/）
」として、体験型コ

な施策を行ってきた。

定め、この目標の達成に向けて体験型コンテンツの発掘・磨き上げに向けて様々

県においても、「あいち観光戦略」において観光消費額や滞在日数の目標値を

に向けて（提言）
」を公表した。

ンテンツの充実に向けて検討を進め、平成 30 年３月に「「楽しい国日本」の実現

けた観光資源活性化に関する検討会議」を設置し対応を協議するなど、体験型コ

このような背景を踏まえ、観光庁も平成 29 年に「「楽しい国日本」の実現に向

体験型のコンテンツや、着地型ツアーなどを充実させることが重要である。

地域の旅行消費と滞在時間には強い相関があり、滞在時間の長期化に向けては

約４分の１しかない。

であり、日本は 4,220 円（平成 27 年）である。オーストラリアと比較すると、

成 27 年）、アメリカが 16,726 円（平成 27 年）、カナダが 6,011 円（平成 28 年）

よれば、一人あたりの娯楽サービス費相当額は、オーストラリアが 16,790 円（平

ＯＥＣＤ7が発行しているレポート「Tourism Trends and Policies 2018」に

3.3％にしか過ぎない。

体験型観光の該当費目である娯楽サービス費への支出の全体に占める割合は

現在、我が国を訪れる外国人旅行者の一人あたり平均消費額 15.4 万円のうち、

体験型コンテンツの利用増加に向けた更なる取組について（意見）

平成31年１月25日
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監査を実施した。
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このような県民参加の促進、また県民参加を有効なものとする上では、観光人

90

トに取組んでいくとされている。

で、県の観光施策を体系的に学ぶことは難しいことから、例えば、新入職員研

89

地域の観光振興の担い手となるキーパーソンを育成するため、以下のプロジェク

ことにより、県の観光人材の底上げにつながるものと考える。日々の生活の中

戦略的な観光ひとづくり」を掲げており、県民や
企業、学校等を巻き込んで観光を盛り上げ、観光人材の裾野を広げるとともに、

の戦略の一つとして「戦略Ⅴ

材の育成も重要になるものと考えられる。「あいち観光戦略」においても、６つ

以上のような県の観光資源について、振興部以外の県の職員も知識を有する

山、海といった自然もある。また、なごやめしという食文化もある。



で、幅広い県民参加の促進を図っていくとしている。

歴史、伝統、様々な分野の博物館といった観光要素が揃っている。

都市型観光もできる。

愛 知 県 公 報



が、それぞれのフィールドで活躍することが県の観光施策の推進のために不可欠
であるとしている。また、こういった各主体が活躍できる場や枠組みを作ること

農業県でもあり、フルーツを目的とした外国人観光客もいる。

口コミサイトでオアシス 21 が写真映えすると外国人に人気になるなど、

加」を掲げており、行政だけでなく、個人、学校、企業、団体など、様々な主体

県は「あいち観光戦略」における施策の方向性の一つとして、「幅広い県民参

観光振興のための人材育成の充実について（意見）



がある。

ある。そのため全国の武将観光との交流やつながりがありストーリー性

三英傑を始め多くの武将を輩出しており、武将観光についても優位性が

なる。

アも整備されるため海外プロモーションにおいてアピールポイントと

待できる。県職員のより一層の観光マインドの醸成が望まれる。

り組むことができるようになれば、県の観光マインドは格段に高まることが期

交通アクセスも抜群である。国際空港、高速、新幹線があり、今後リニ

メージに合致している。







も意義のある活動であることを認識し、観光目線という点も意識して業務に取

産業観光を柱の一つとしている。製造品出荷額も長年一位であり、イ

そして、今後事業を進めるうえで、各部局が自らの業務が観光施策にとって

観光施策としては大きな前進であると考える。

のポテンシャルが十分にあるということを、各部局が認識するだけでも、県の

ることは負担となるが、もう既に実施している事業について、観光資源として

見受けられた。各部局に対して、観光推進のために追加で事業の実施を要請す

金曜日



とを把握した。

観光局長に対するヒアリングを通じ、県の観光資源は以下のとおりであるこ

ア 県の職員研修において観光をテーマにしたコマを設ける

視察の結果からは、職員の方の意識とのずれはあるものの、監査人からみると、

推進するために、以下を提言する。

観光施策推進として非常に意義のある取組を、真摯に実施している事例が多数

既に各部局において行っている施策や、保有している施設は観光資源として

等を実施すると、県の観光施策の推進のために、非常に真摯に取り組んでいる事

のポテンシャルを有するものが多数あり、実際、各部局へのヒアリングや現場

望まれる。

の抵抗感や、戸惑いがあるということであった。ただ、実際に業務のヒアリング

県内部における認識のずれや意識の違いを緩和し、県が一丸となって観光施策を

けられた。まずはこの認識の違いについて、県庁内で周知して是正することが

事業が観光施策であり、それ以外の事業を観光施策として位置づけられることへ

例が多数見受けられ、職員の意識と実際の行動にギャップがあった。このような、

監査人が振興部以外の部局に対してヒアリングを実施した結果、県の観光施
策は「あいち観光戦略」の施策に限定されるという認識をしている部局が見受

たことは、振興部以外の部局の認識としては、「あいち観光戦略」に載っている

している。

ては、観光を広義に捉え、広く観光推進を図りたいとの方針を、監査人は確認

とした。その結果、観光戦略に載っていない部局についても監査対象部局として、

今回、「あいち観光戦略」に載っていない部局に対する監査を実施して判明し

県は、「あいち観光戦略」について、総花的・底上げ型ではなく、重点プロ
ジェクトを定めるという方針としている。但し、県の観光施策の推進にあたっ

設についても観光関連施策・施設として、幅広く包括外部監査の対象とすること

定的になると考え、県の観光を推進するポテンシャルを持つと思われる施策や施

は「あいち観光戦略」に掲載されている施策、施設のみの監査では監査範囲が限
イ 日々の業務における観光目線の意識について

ではなく、重点プロジェクトを定めるという方針としていることを確認した。

以上のような県の観光推進に関する方針を確認した結果、今回の包括外部監査

修、年次研修等で、県の観光に関するコマを設けることにより、県の職員が県
の観光に関して考える場を設けることが望まれる。

的、計画的に推進するための「あいち観光戦略」については、総花的・底上げ型

平成31年１月25日
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割合

（出典：「あいち観光戦略」）

16.8％

22.6％

23.0％

42.0％

42.6％

91

よる継続的な取組が欠かせない。すなわち、県民に対する観光人材の育成が、地

トに基づき、一定の水準で商品やサービスを提供し続けることなど地域の人材に

立し維持するためには、例えば、地域の飲食店、宿泊施設などが同一のコンセプ

継続的に活動することが不可欠である。加えて、観光資源のブランディングを確

ならず、県民の中から中核的な人材を発掘・育成し、中核的な人材を中心として

92

るための条例制定（又は規制緩和）、などといった観光全般の戦略策定や観光政

ＩＣＥ誘致強化に向けたコンベンションセンターの設置、観光ビジネスを推進す

や景観規制を通じた観光資源の保存、大型クルーズ船誘致のための港湾整備、Ｍ

役割分担の例としては、県は行政機関として観光地付近の交通対策、都市計画

移管スケジュールを検討することが有効と考える。

担を明確にするとともに、どのように県の業務を移管するかといった中長期的な

的に県で実施し、どのようなものをＤＭＯにおいて実施すべきかといった役割分

そのためには、現在県が行っている施策・事業のうち、どのようなものを継続

実施する体制とすることが望ましいといえる。

数の観光事業を実施する体制から、ＤＭＯが中心となってプロモーション活動を

観光庁を中心としたＤＭＯの推進やこれらの課題を踏まえれば、現在の県が多

的なリレーションを構築することが難しいという課題も存在する。

また、県職員には定期的な人事異動も存在することから、観光事業者と中長期

待される業務が含まれており、ＤＭＯとの役割分担において課題が認められた。

中、県の業務の中にはプロモーション活動などＤＭＯにおいて実施することが期

このようにＤＭＯが地域の観光地経営の中心的な団体として重視されている

立する」ことが示され、地方創生の柱の一つとしてＤＭＯが位置づけられている。

ても「地域の観光振興を戦略的に推進する専門的な組織として日本版ＤＭＯを確

となることが示された。また、
「まち・ひと・しごと創生基本方針 2015」におい

資源を集中的に投入する」ことが明記され、ＤＭＯが観光地経営の中心的な存在

とマーケティングを行う官民一体の観光地経営（日本版ＤＭＯ）を選定し、政策

トップランナーとしてふさわしい地域の中から世界に通用する観光地域づくり

」において、
「日本の観光の
「日本再興戦略 2015 年改訂（アクションプラン）

ＤＭＯとの役割分担の明確化について（意見）

愛 知 県 公 報

的な取組が欠かせない。行政は数年単位で人事異動が生じることから、行政のみ

客の増加に向けては重要であるが、これは２～３年の事業期間では難しく、長期

特に、観光資源をブランディングし、多くの人々に認知してもらうことが観光

を行うことの重要性が認識される。

に向けた機運を高める観点からも、県民に対して観光人材を育成するための施策

したがって、県民にも県の観光資源の魅力に気付いてもらうことや、観光振興

（６位以下省略）

ころ

のエネルギー関係、味噌・酢等の食品関係等）ができると

工場見学、学習（自動車等の輸送機器関係、電気・ガス等

み、武将の足跡巡り等）

歴史・文化に触れられるところ（史跡や歴史的なまちな

美術館、博物館、科学館

土料理）、特産品

愛知の食文化（なごやめしを始めとするご当地グルメや郷

動物園、水族館

県外の友人等にお勧めできるところ（３つまで）

容の継続的な改善、充実が図られていくことを期待したい。

人材育成は観光振興のために欠かすことのできない重要な要素であり、取組内

させられるように県としてもより積極的に関与することなどが望まれる。

金曜日

５位

４位

３位

２位

１位

順位

表 24

勧めできるとしているのは４分の１に満たない状況となっている。

産業観光や武将の足跡巡りといった武将観光等の県独自の観光資源について、お

このほか、委託している事業についても、県としての戦略や方針を事業に反映

ていくことで、人材育成効果をより高めることが考えられる。

等にお勧めできるところ（３つまで）」でも、表 24 のとおり、工場見学といった

で完結していた。参加者に対して、その後も必要に応じてアフターフォローをし

参加者の声を把握するといったことは行われておらず、取組内容の継続的な改善

例えば、取組に参加された県民に対して、終了後にアンケートを取るなどして、

充実を図る観点からは、いくつか改善の余地が認められた。

されていた。県の「平成 26 年度 第２回県政世論調査」における「県外の友人

県民による魅力再発見の推進

大学等の専門知識の活用





県は上記課題認識や戦略に基づき、様々な観光人材育成の取組を展開している。
そういった取組をしていること自体は評価できるところであるが、取組の更なる

が図られていなかった。また、毎年度開催されている事業でも基本的には単年度

観光ボランティアガイド等を通じた県民によるおもてなしの向上



域のブランディングや観光客の増加に向けて極めて重要な課題と言える。

一方で、県の観光振興の課題の一つとして、県民にも県独自の魅力が理解され

地域自らによる観光マネジメント力の強化



ていないという点があり、観光局長へのヒアリングにおいても、課題として認識

観光人材の育成
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スリムが居住している。また、ムスリム人口の多いインドネシアやマレーシア

ることが望まれる。

-50-

観光庁では平成 30 年５月 22 日に開催された観光戦略実行推進タスクフォー

94

イスラム教の戒律に則って調理・製造された商品であることを示す認証

まとめた。この中では、例えば以下のような項目が例示されており、県として

スにおいて、「訪日ムスリム旅行者対応のためのアクション・プラン」を取り

愛 知 県 公 報

＜参考＞

リム旅行者の増加を目指して努力することが望まれる。

以上より、既に県はムスリム旅行者の受け入れに努めているが、更なるムス

てより魅力的なエリアとなる可能性も考えられる。

促進することで、愛知・岐阜・三重の周遊が可能となり、ムスリム旅行者にとっ

され、受入に向けて先進的な取組を進めている。県においてもムスリム対策を

から「訪日ムスリム外国人旅行者受入環境整備等促進事業」の対象地域に選定

近隣県では岐阜県高山市・白川村、三重県鳥羽市が平成 27 年 12 月に観光庁

ムスリム旅行者の受入体制をより一層拡充することが必要である。

リム旅行者が県内の観光施設を周遊し、更に愛知県に滞在してもらうためには、

金曜日

に留まるなど、情報量や受け入れ体制が十分とは言えない状況であった。ムス

しかし、
「Aichi Now」に記載されたレストランは平成 30 年７月現在で 19 件

向けに開催するなど、体制の拡充に努めてきた。

を紹介するほか、
「ムスリムおもてなしセミナーin セントレア」を観光事業者

こうした中、県は「Aichi Now」においてモスクやハラル対応のレストラン

入体制が徐々に整備されつつある。

置され、ハラル認証8を受けたレストランも増加しつつあるなど、ムスリムの受

大することが予測されており、愛知県内においては中部国際空港に礼拝室が設

といったアジア諸国は高い経済成長を続けており、今後も県への訪問者数が増

ムスリム（神に帰依する者：イスラム教徒）は世界で 16 億人を超えており、
世界人口 69 億人の約４分の１に当たる。東南アジアの一部の国には多くのム

振興部観光局 国際観光コンベンション課

なお、ＤＭＯが期待された機能を発揮する自立組織となるためには、当面は県

○対象部局

ア ムスリム対応の更なる推進について（意見）

訪日外客誘致に向けたプロモーションと受入態勢の強化

について、この６つの柱とその他の７つに分類して個別所見を記載した。

「あいち観光戦略」では、６つの戦略を柱としている。本監査では、指摘・意見

３. 個別所見

の支援も不可欠と考えられる。業務の移管と合わせ、継続的な支援体制も構築す

る。

において、ＤＭＯの育成・支援や業務の移管計画を含めることも一つの案と考え

ことが望まれる。例えば平成 33 年以降を対象とする次期の「あいち観光戦略」

そのため、役割分担に基づいて中長期的な業務移管のロードマップを検討する

務をＤＭＯ側に移管することは困難といえる。

で県が実施してきた事業のノウハウを移転することが必要であり、即座に県の業

移管にあたってはＤＭＯ側における予算の獲得や専門人材の配置のほか、これま

移管スケジュールに関しては、現状、県が多くの業務を実施してきたことから、

算・人員規模に応じて検討すべき事項と考える。

動などはＤＭＯが実施することが望ましいと考えるが、この点は県とＤＭＯの予

策実現に向けた庁内の調整といった役割に注力し、それ以外のプロモーション活
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先駆的な取組の例として、香川県では多言語コールセンターを設置している。

ているところである。

95

96

（出典：
「
「香川県多言語コールセンター」の開設について」
（香川県）
）

図 40 三者間通訳のイメージ図

センターを通して３者間通訳を行う。

外国人観光客等から連絡があった場合又は連絡を取りたい場合、コール

② ３地点３者通訳（電話の向こうに外国人がいる場合）

（出典：「
「香川県多言語コールセンター」の開設について」
（香川県））

図 39 二者間通訳のイメージ図

愛 知 県 公 報

識の整備など、様々な手段が考えられる。また、既に県はこれらの取組を進め

ブレット端末の設置、多言語翻訳システム機器の導入、スタッフ研修、案内標

観光施設において多言語化を推進するための手法としては、多言語案内用タ

＜参考＞

まれる。

などの関連事業者と連携しながら、これまで以上に多言語化に努めることが望

多言語化には改善の余地があった。したがって、愛知県観光協会や交通事業者

このように、県も多言語化に努めてはいるものの、県の調査結果から見れば

る。

を呼び掛けるなど、外国人旅行者が円滑に過ごすための環境の整備に努めてい

また、県は愛知県観光協会などを通じて飲食店に対してメニューの多言語化

国語、韓国語、タイ語で情報発信している。

語で作成するなどの工夫を行っている。
「Aichi Now」では、日本語、英語、中

このような中、県は観光に関連するパンフレット、ホームページを様々な言

等の案内表示がわかりにくい」など、言語に関する課題が挙げられている 。

10

「観光施設・交通機関
ションが取りづらい」、
「通訳ガイドが充実していない」、

期待できる。一方で、県の調査では外国人旅行者の不満として「コミュニケー

外国人旅行者が滞在中にストレスなく過ごすことができれば、再度の訪問が

○対象部局

スも提供する。

金曜日

インバウンド誘致を成功させ、訪日外国人観光客によりよいサービスを提供するた
めのインバウンド対応ガイドブック
10
「愛知県訪日外客動向調査」（平成 29 年度）

9

ル対応を促進するための情報を普及・促進

調理師を対象にハラル対応に関する知識や技術の研修を支援

※このほか、タブレットやスマートフォンを使用してのＴＶ通訳サービ

カー機能を通して、通訳対応を行う。

「インバウンド対応ガイドブック9」等を用いて、飲食事業者等のハラ

外国人観光客等と対面する場合に、電話の受話器のやり取り又はスピー

２地点３者通訳（目の前に外国人がいる場合）

易状況等を調査、分析するとともに情報を提供

①

た場合、コールセンターを活用した多言語通訳を行うものである。

これは、外国人観光客に対応する県内各施設において、通訳の必要性が発生し

食品産業事業者のハラル対応を促進するため、国内の状況や海外の貿

特に和食や郷土食の対応を促進するため、調理手法の研究を支援

地域関係者が具体的なムスリム旅行者への対応方法を学習する取組、

イ 観光施設を中心とした更なる多言語化の促進について（意見）









も参考とすることが考えられる。
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観光振興課

97

クをルール化することが望まれる。

クも考えられることから、県は支援する映像制作者のバックグラウンドチェッ

今後、支援数が増加した場合、撮影後に反社会的勢力との関係が発覚するリス

ある。過去に撮影終了後に映像制作者の問題が発覚したという事例はないが、

24

７

１

１

98

（出典：振興部観光局 観光振興課作成資料）

84

24

２

８

７
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平成 29 年度の撮影協力の問い合わせ件数及び支援件数は、表 25 のとおりで

過去の撮影実績）については、ルール化されていないとのことであった。

しかし、映像制作者のバックグラウンドチェック（反社会的勢力との関係・

ことができる。

許可後、映像制作者は愛知県フィルムコミッション協議会から支援を受ける

容及び映像制作者について把握できる内容となっている。

タイトル、出演、制作、撮影内容の記入欄及び誓約事項の記載があり、撮影内

影支援を受ける際、県に「撮影誓約書」の提出が必要となる。当該様式には、

映像制作者は、愛知県フィルムコミッション協議会から映画、ドラマ等の撮

振興部観光局

合計

その他

情報番組

17

15

26

支援件数
（情報提供のみ除く）

金曜日

○対象部局

ア 映像制作者のバックグラウンドチェックの徹底について（意見）

観光資源の充実とブランド化の推進

閲覧数等の反響をチェックすることが望まれる。

したがって動画も含む各コンテンツについて、所管する部局が中心となって、

今後のＰＲの参考になったりすることも考えられる。

ことで、その反響度合いに応じて、提供するコンテンツの検討に役立ったり、

しかし、動画も含む各コンテンツについて、閲覧数等の反響をチェックする

ることも背景にある。

これは、各コンテンツや動画をそれぞれ異なる部局が所管しているものであ

ない。

等の動画の閲覧数は各サイトで確認できるが、県では閲覧数の確認はされてい

「Aichi Now」
では YouTube 等の動画も掲載して情報発信を行っている。YouTube

ＣＭ

ドラマ

一方で、コンテンツごとの閲覧数等の反響の測定はされていない。また、

映画

ジャンル 問い合わせ件数

への問い合わせ件数及び支援件数

平成 29 年度愛知県フィルムコミッション協議会

され、
「あいち観光戦略に基づく観光振興施策の実施状況（平成 28 年度年次報

表 25

告書）
」にも記載されている。

「Aichi Now」による情報発信の実績として、ホームページの閲覧数が把握

○対象部局

ウ 「Aichi Now」のコンテンツ別の情報発信の反響の測定について（意見）

平成31年１月25日
第3553別冊１号

撮影誓約書の雛型
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像を入れる等、愛知県で撮影することの魅力を掲載する工夫が望まれる。

42）。さらに、
「愛知が選ばれる理由」のページ（図 43）に具体的な撮影地の画

のため、トップページに検索機能を設けることを検討することが望まれる。
（図

め、ホームページ利用者が欲しい情報を検索しづらいという印象を受けた。こ

都府県と遜色はないが、トップページの上部に検索機能が表示されていないた

また、愛知県フィルムコミッション協議会のホームページの検索機能は他の

の開設を検討することが望まれる。

者が、容易に手を挙げることを可能にするため、ロケ支援事業者登録フォーム

は、ロケ支援事業者の協力も不可欠であることから、ロケ支援を希望する事業

映画、ドラマ等における映像の視聴をきっかけとした観光客の誘致を図るに

26）。

には、
「３.協力者への情報」として、ロケ支援事業者登録フォームがあった（表

コミッションのホームページ掲載内容を比較したところ、愛知県以外の都府県

金曜日

（出典：振興部観光局 観光振興課より入手の資料）

図 41

振興部観光局 観光振興課

愛知県フィルムコミッション協議会と東京都、大阪府及び福岡県のフィルム

○対象部局

イ 愛知県フィルムコミッション協議会ホームページの充実について（意見）

平成31年１月25日
第3553別冊１号

×

×

×

ロケ支援事業者検索

エキストラ要請フォーム

○

×

×

×

×

エリア検索

条件検索

人気ロケ地検索

新着ロケ地検索

写真・映像検索

×

○

○

エリア検索

撮影年度検索
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ロケ地一覧選択

○

ロケ支援事業者登録フォーム

ロケ地登録申請フォーム

×

×

×

×

○

ロケ支援事業者数

エキストラ登録会員数

クリエイター一覧

ロケ地をめぐる観光情報

新着情報など

○

○

×

×

×

×

×

○

○

○

○

×

×

×

×

○

○

○

○

×

×

×

×

○

×

×

×

○

○

○

×

○

○

○

○

大阪府

○

×

○

○

○

○

×

○

○

○

×

×

○

×

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

×

○

福岡県
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図 42

102

愛知県フィルムコミッション協議会ホームページ トップページ
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（出典：各ホームページを基に監査人が作成）

×

年間ロケ支援件数

４.その他情報

○

×

エキストラ募集・登録フォーム

○

○

×

○

×

×

○

×

○

×

○

○

×

×

○

○

○

東京都

金曜日

３.協力者への情報

×

カテゴリー検索

キーワード検索

×

○

カテゴリー検索

２‐２.過去のロケ地・支援作品検索

○

キーワード検索

２‐１.ロケ地検索

○

ロケ支援申請フォーム・連絡窓口案内

２.制作者への情報

○

市のフィルムコミッション情報

愛知県

自治体別フィルムコミッションホームページ等比較

提供サービス案内

１.基本メニュー

表 26

平成31年１月25日
第3553別冊１号

図 43

まれる。

図 44
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愛知県フィルムコミッション協議会とは？

愛知県フィルムコミッション協議会ホームページ

載する内容について、年１回の見直しを行い、最新の情報に更新することが望

い可能性がある。そのため、フィルムコミッション協議会のホームページに掲

が古いと、愛知県フィルムコミッション協議会の熱意が映像制作者に伝わらな

解を促し、愛知県でロケを行う魅力を伝えるものであり、記載されている情報

このページは、映像制作者に対し、フィルムコミッションの役割について理

報が、平成 27 年のものであった。

知県フィルムコミッション協議会とは？」に記載されている映像制作の実績情

金曜日

103

愛知県フィルムコミッション協議会ホームページ 愛知が選ばれる理由

振興部観光局 観光振興課

愛知県フィルムコミッション協議会のホームページを確認したところ、「愛

○対象部局

（意見）

ウ 愛知県フィルムコミッション協議会ホームページの実績情報の更新について

平成31年１月25日
第3553別冊１号

振興部 地域政策課
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105

に対して三河山間地域を今よりもアピールすることは非常に時宜を得たタイ

ターゲットとして情報発信するという方針は理解できるものの、外国人旅行者

このような外部環境の変化を踏まえると、東海３県の県民をまずはメイン

に変化する中で、外国人旅行者のニーズにも合致するものと考えられる。

費から、観光施設やサービスを利用し、文化、習慣に触れるといったコト消費

106

11
歴史的建造物や公的空間等で、会議・レセプションを開催することで特別感や地域
特性を演出できる会場。他都市との差別化につながる。

利用時のルール・基準を設けるとともに、ケータリングや音響・照明等の各種

また、夕方利用の増加やユニークべニューとしての利用に向けて、各施設に

～21:30 としており、時間外利用を受け付けている。

付時間としている。一方で、ユニークべニューとしての利用は閉園後の 17:30

例えば東京都の「浜離宮恩賜庭園」では、通常の観光客は 9:00～17:00 の受

＜参考＞

することも工夫の一つと考えられる。

演会や懇親会、パーティー、コンサート等がある場合に限り、営業時間を延長

ある。そのため、例えば通常時の開館時間を９時台から 17 時頃までとし、講

また、あいち航空ミュージアムはユニークべニュー11としても有望な拠点で

時間の変更など、改善策を早期に実施することが望まれる。

平日夕方の来場者数の増加に向けてイベント等の開催を検討することや、営業

開館から半年を経過して運営上の課題が明らかになってきたことから、県は

の課題が認められた。

えると十分な見学時間が確保しにくい」との意見がある、という二つの運営上

学校関係者からは「開館時間が 10 時であり、昼食までに学内に戻ることを考

一方で、開館から半年を経過し、１）平日の夕方の来場者が少ないこと、２）

30 年６月末時点においては当初の見込みどおりの人数が来場している。

県は県内小中学校を中心に周知を図るなど利用者の増加に努めており、平成

の学習施設としても整備されている。

る。さらに、サイエンスラボでは航空教室や工作教室を開催するなど、体験型

大型スクリーンを配備したオリエンテーションシアターなどが設置されてい

古屋空港で初飛行したＹＳ－11 等の実機や、超精密模型「名機百選」の展示、

ち航空ミュージアム」を平成 29 年 11 月に開館した。このミュージアムでは名

の強化、３）次代の航空機産業を担う人材育成の推進、を目的として、「あい

愛 知 県 公 報

キングや登山なども可能である。これらは単純に日本で買い物を楽しむモノ消

山菜・キノコ等の採取など体験型の観光資源もあり、更には、キャンプ、トレッ

三河山間地域には豊かな森林や清流といった豊富な自然だけでなく、農業や

誘致しており、今後も県を訪問する外国人旅行者は増加するものと推察される。

成 32 年の東京オリンピックに向けては選手の事前合宿場所として多くの国を

えて、平成 31 年には豊田市でラグビーワールドカップが開催されるほか、平

とすることを掲げるなど、外国人観光客の増加に向けた取組も進めている。加

32 年）、外国人の滞在日数を 1.44 泊（平成 26 年）から 2.0 泊（平成 32 年）

一方で県は外国人の来県者数を 123 万人（平成 26 年）から 400 万人（平成

体制は理解できる。

振興部 航空対策課

県は、１）航空機産業の情報発信、２）航空機産業をベースとした産業観光

○対象部局

オ あいち航空ミュージアムの集客に向けた更なる検討について（意見）

る。

体と、外国人旅行者の増加に向けた情報発信策について協議することが望まれ

そのため、三河山間地域の観光協会、奥三河観光協議会などといった関連団

ミングであり、有用と考えられる。

金曜日

実施したためである。現状の訪問者の割合などを勘案すれば、県の方針・取組

先させるという判断に基づき東海３県の住民を対象としたプロモーションを

いないことや、まずは三河山間地域の予備知識が多い日本人観光客の増加を優

これは、三河山間地域においては外国人の受け入れ態勢が十分に確立されて

は至っていなかった。

り、奥三河観光協議会と外国人観光客の増加に向けた具体策を協議するまでに

カップの開催や県内の動向を観光協会や事業者に伝達するなどに留まってお

外国人観光客の増加に向けた情報発信・取組策としては、ラグビーワールド

ターゲットとしており、外国人観光客を対象としたものではなかった。また、

いたものの、これらの施策はいずれも東海３県の日本人又は在日外国人を主な

このように、県は三河山間地域の交流人口増加に向けて様々な工夫を図って

討する際の基礎情報を収集している。

の魅力を把握し、今後、地元市町村や観光協会等が自らオリジナルツアーを検

アー参加者を対象としたアンケートを実施することで、観光施設やバスルート

設を対象としたオリジナルバスツアー（名古屋発着）の企画も行っている。ツ

また、メディアを通じた情報発信だけにとどまらず、三河山間地域の観光施

たＷＥＢメディアを活用しながら情報発信を行うものである。

三河山間地域の観光施設をアピールすることや、ホームページ、ＳＮＳといっ

て「山里の魅力創造発信事業」を実施している。これは、テレビ番組を通じて

県では三河山間地域の交流人口を増大し、地域を活性化することを目的とし

○対象部局

エ 外国人観光客に対する三河山間地域の更なる情報発信について（意見）

平成31年１月25日
第3553別冊１号

サービスのパッケージ化も進めている。県は、これらの取組を参考にすること

振興部観光局
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振興部観光局 観光振興課

韓国

中国〔香港〕

フィリピン

タイ

ベトナム

米国

ブラジル

シンガポール

３

４

５
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６

７

８

９

10

12,084

13,467

29,244

41,339

55,361

71,674

129,102

155,700

188,946

555,824

平成 29 年

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

順位

国籍 ・ 地域

フランス

インド

英国〔香港〕

ネパール

インドネシア

ア（豪）

オーストラリ

ドイツ

英国

カナダ

マレーシア

4,229

4,410

4,548

4,789

6,022

6,165

7,067

7,811

9,041

10,220

平成 29 年

結果として、
「Aichi Now」の対応言語からも分かるとおり、県はアジアの国

一方で、今後、県としては欧米豪を開拓することを模索している。これは、

107

国をターゲットとする等、短期的にチャンスのある国をターゲットにしている

しかし、現状では、ラグビーワールドカップがある年はラグビーの盛んな英

きい傾向があり、開拓できれば訪日外国人旅行者の増加が見込めるためである。

欧米豪の訪日外国人旅行者の滞在日数が長いことや、１人あたりの消費額が大

当該協議会の構成団体は、愛知県のほか、県内市町村、東海旅客鉄道、観光

28 のとおり把握されていた。

108

当該事業の成果として県が把握しているところでは、参加者数等について表

数の増大が目指されているためである。

が促され、平成 30 年度のデスティネーションキャンペーンでの県への観光客

クスカーション」であった。これにより愛知県を目的地とした旅行商品の造成

直接旅行会社の担当者に体験してもらうことを通じて観光素材を案内する「エ

が、旅行エージェント向けに観光素材を案内する「全国宣伝販売促進会議」と、

品の造成及び送客を促すための観光振興事業が行われた。中でも中心的な事業

平成 29 年度、県においては、旅行会社による愛知県を目的地とした旅行商

ているが、平成 29 年度実績では７割程度は県の負担となっている。

からなっている。また、協議会の運営費は、主に構成団体からの負担金によっ

事業者、宿泊施設、交通事業者、旅行会社、マスコミ各社、その他経済団体等

愛 知 県 公 報

からの訪日外国人旅行者を中心的なターゲットとしてきている。

この事業の実施主体として、平成 29 年２月に「愛知県大型観光キャンペー
ン実施協議会」
（以下「実施協議会」という。
）が設立されている。

金曜日

（出典：「出入国管理統計統計表」（法務省）を基に監査人が作成）

台湾

２

国籍 ・ 地域

中国

１

順位

中部国際空港への入国者数（平成 29 年、単位：人）

ションキャンペーン」が開催された。平成 31 年 10 月から 12 月には「アフター

これらの国の言語について対応が図られていることが認められる。

表 27

れている。これに関連して、平成 29 年 10 月から 12 月に「プレデスティネー

りであり、直行便の有無の影響もありアジア諸国が他国と比べて圧倒的に多く、

デスティネーションキャンペーン」が開催される。

成 30 年 10 月から 12 月に「愛知デスティネーションキャンペーン」が開催さ

愛知県と県内の自治体、観光事業者及びＪＲグループ旅客６社が連携し、平

○対象部局

キ 愛知デスティネーションキャンペーンの評価・効果測定について（意見）

想定する国を定めることが望まれる。

にも、潜在的な需要の高い国を調査するなどにより、中長期的にターゲットと

情報発信において言語対応等を行っていく必要があると考えられる。そのため

欧米豪の訪日外国人旅行者を開拓していくには「Aichi Now」などにおける

のみであり、中長期的にターゲットと想定する国は特定されていなかった。

実際、平成 29 年の中部国際空港への入国者数を国別にみると、下表のとお

ものである。

これらの言語は、訪日外国人旅行者数の多い国の言語を中心に対応している

日本語、英語、中国語、韓国語、タイ語に対応している。

「Aichi Now」は日本語を含めた多言語により情報発信を行っており、現在は

○対象部局

カ 対応言語選定とターゲット国選定について（意見）

が考えられる。

平成31年１月25日
第3553別冊１号

54 組織

25 社

42 社

うち旅行会社

-58-

振興部観光局

観光振興課

地域の宣伝効果を理由に無謀な撮影行為に及んだ
撮影にかかった費用の支払いが行われない
撮影現場の現状復帰が徹底されない




振興部観光局

観光振興課

着 地 型 旅 行 商 品 を 造 成 し 、 着 地 型 旅 行 商 品 運 営 サ イ ト 「 VISIT 愛 知 県

110

平成 28 年度には、名古屋市、半田市、津島市、蒲郡市、田原市、あま市で

トし、観光客の持続的な増加を図る取組を行ってきた。

むとともに、旅行会社等のニーズに合わせた多様な企画・販売をコーディネー

県は、地域の観光資源を着地型旅行商品13として旅行会社へ効果的に売り込

コンテンツの充実に向けて検討を進めているところである。

向けた観光資源活性化に関する検討会議を設置し対応を協議するなど、体験型

このような背景を踏まえ、観光庁も平成 29 年に「楽しい国日本」の実現に

ては体験型のコンテンツや、着地型ツアーなどを充実させることが重要である。

地域の旅行消費額と滞在時間には強い相関があり、滞在時間の長期化に向け

○対象部局

（意見）

ケ 着地型旅行商品運営サイト「VISIT 愛知県」の多言語化への働きかけについて

ることが望まれる。

内のフィルムコミッションにおいても、損害保険の加入義務化について検討す

て損害保険の加入を義務化しているフィルムコミッションもあることから、県

損害保険により、カバーできる可能性があり、撮影協力・支援の実施条件とし

「撮影現場の現状復帰が徹底されない」等の一部のトラブル事例については、

定される。

行われない」というトラブルは想定されないが、他のトラブルの発生は十分想

109

13

無断撮影や立ち入り禁止区域で撮影が行われた



県では、費用の立替は行っていないため、「撮影にかかった費用の支払いが

事前に約束した撮影時間が守られない



愛 知 県 公 報

着地型旅行商品とは、旅行者を受け入れる地域で作られる旅行商品のことであり、
旅行先で参加するオプショナルツアー等を指す。

ケーション撮影によるトラブルを、次のとおり記載している。

ムコミッション（ＦＣ）活用ハンドブック（平成 24 年３月 12 日）
」では、ロ

特定非営利活動法人ジャパン・フィルムコミッション12が作成した「フィル

○対象部局

いて（意見）

ク ロケーション撮影に伴うトラブルに対する損害保険の加入義務化の検討につ

光振興施策に活かしていくことが望まれる。

拠出している県としては、このような成果を積極的に把握、評価し、今後の観

事業の実施主体は実施協議会であるが、実施協議会に参画し、多くの負担金を

結果、対象エリアにおける乗降客数の増加などを把握し得るものと考えられる。

旅行商品への申込数、ＷＥＢサイトへのアクセス数、参加者からのアンケート

されているため、実施協議会ではデスティネーションキャンペーンに関連した

例えば、実施協議会には東海旅客鉄道を始めとして各種観光関連業者が参画

一歩踏み込んだ効果測定が望まれる。

振興にどれほど資するものであったかという観点から評価するうえでは、もう

県としては、上記のとおり成果を把握されているところであるが、県の観光

あった。

ンペーンにおいて旅行会社が造成した旅行商品数が考えられるとのことで

また、このほか県として把握できる成果としては、デスティネーションキャ

撮影関係車両が違法駐車され、交通や住民生活に影響を及ぼした



徹底されていない

事前に合意されたルールが守られず、また撮影隊内にルールの周知が

と異なる撮影行為が行われた

故意に申請内容に事実と異なる内容が記載され、また故意に申請内容







＜トラブル事例＞

金曜日

全国の撮影支援ネットワークを強化し、国内外の映画･映像作品の製作支援をはじ
め、フィルムコミッションや映像関係者の人材育成支援、映像産業の振興、映像文化
の普及、地域資源の評価などに資する事業を行い、国や地方公共団体、ＦＣ、映像関
係企業や団体、職能者組織などと協力・連携し、日本の撮影環境の発展に寄与するこ
とを目的とする団体である。

12

226 名

エクスカーション

189 組織

組織数

参加組織数

（出典：振興部観光局 観光振興課作成資料を基に監査人が作成）

788 名

参加者数

全国宣伝販売促進会議の参加者数等

全国宣伝販売促進会議

表 28

平成31年１月25日
第3553別冊１号
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観光振興課

各３回

80 名（名古屋 53 名、岡崎 27 名）

開催数

受講者数

平成 29 年度

17 名

３回

名古屋

111

（出典：振興部観光局 観光振興課作成資料）

名古屋・岡崎

開催場所

平成 28 年度

着地型旅行商品コーディネーター育成講座の実績

Ⅱ

ナイト・早朝

 広島食文化体験（料理教室×学び）
 グルメミステリーツアー など
ウェイ+ナイトピクニック）
 森林セラピーと早朝ヨガ

112

型観光コンテンツの開発

クーポン など

 早朝ならではの体験型、周遊  居酒屋＆ナイトクラブ共通ミール

観光プロダクト

チャー等“夜”を楽しむための

 ナ イ ト ラ イ フ 、 ナ イ ト カ ル  天空のナイトクルージング（ロープ

クト

愛 知 県 公 報

内容

表 29

 食文化を生かした観光プロダ  酒蔵巡りパスポート

込み+ラベル作成等）

型観光プロダクト

催してきた。過去の開催実績は次のとおりである。

づくり

 収穫+収穫したもので作るスイーツ

プロダクト例

プロダクト開発の一例

 地元グルメ、ソウルフード等

項目例

観光プロダクト開発テーマ

広島ならではの食体験、周遊  まるごと酒蔵お仕事体験（見学+仕
食

テーマ

表 30

具体的には表 30 のような開発テーマが想定されている。

の団体であり、自ら事業主体として実施する者としている。

に、幅広い県民を対象にした着地型旅行商品コーディネーターの育成講座を開

県域連携ＤＭＯの形成に向け、市町村や地域観光協会、商工会等の職員を中心

県においても、県内を広く周遊する着地型旅行商品の造成・販売等を行える

けて検討を進めているところである。

について（意見）」にて述べたとおり、観光庁は体験型コンテンツの充実に向

着地型旅行商品運営サイト「VISIT 愛知県」の多言語化への働きかけ

振興部観光局

補助金交付の対象となるのは、外国人旅行者の誘客促進に積極的に取り組
む法人、旅行業者等、観光協会、商工会議所、商工会、特定営利活動法人等

金曜日

「ケ

○対象部局

コ 着地型旅行商品コーディネーターの継続的な育成について（意見）

力が望まれる。

「ナイト・早朝」
、
「伝統・文化」
、
「自然（海・山）
」
、
「スポーツ」、
(「食」、
「平和」
）に基づき開発し、販売することをいう。

きかけることも効果的であると考えられる。着地型旅行商品の消費を高める努

※ 観光プロダクト開発…観光プロダクトを外国人旅行者向けに、テーマ

も運営していることから、他県の観光担当者と協力して多言語化への取組を働

愛媛県」、
「VISIT 三重県」、
「VISIT 富山県」
、
「VISIT 長野県」、
「VISIT 栃木県」

観光プロダクト…テーマ性、ストーリー性を有する広島県ならではの新
たな観光商品、観光メニューをいう。

※

ができるようにすることが望まれる。また、運営会社は、
「VISIT 熊本県」
「VISIT
、

る。

働きかけることにより、外国人旅行者の着地型旅行商品の購入を促進すること

補助金」として、観光プロダクト開発（※）に要する経費の一部を補助してい

して、例えば広島県では、「外国人観光客向け新たな観光プロダクト開発支援

運営会社である株式会社観光販売システムズに対して、多言語化への取組を

着地型旅行商品を購入するということは困難であると推測された。

そのため、外国人旅行者が「VISIT 愛知県」のサイトを利用することにより、

に対応していなかった。

人材育成に加えて着地型旅行商品の造成支援も合わせて実施している例と

＜参考＞

費が欠かせないが、
「VISIT 愛知県」は日本語対応のみとなっており、多言語化

地域の旅行消費額を高めるためには、日本人のみならず、外国人旅行者の消

ネーターの育成講座の開催等を通じて、継続的に人材を育成し、魅力ある着地
型旅行商品を造成・販売することが望まれる。

熊本県」、
「VISIT 愛媛県」
、
「VISIT 三重県」、
「VISIT 富山県」
、
「VISIT 長野県」
、

「VISIT 栃木県」の運営を受託している。

育成講座の開催を通じて、着地型旅行商品コーディネーターの育成に取り組ん
でいるが、受講者数は減少傾向にある（表 29）。今後も着地型旅行商品コーディ

着地型旅行商品運営サイト「VISIT 愛知県」は三重交通グループである株式

Ⅰ

県における観光消費額を高めるためには、着地型旅行商品の購入促進が重要
であり、そのためには、魅力ある着地型旅行商品の造成が不可欠である。県は、

会社観光販売システムズが実際には運営を行っており、愛知県以外にも「VISIT

売を行っている。

（http://aichi.visit-town.com/）」において、インターネットでの紹介・販

平成31年１月25日
第3553別冊１号

スポーツ

Ⅴ

プロダクト例

 古民家×生活文化体験×雪

ナイトエンターテイメント

ティビティー

 漁師さんと無人島体験ツアー

（例：グランピング+カヌー等）

 宿泊型の自然体験プログラム

-60-

クト

思いを共有できる観光プロダ

 平和について考え、平和への

したスポーツ観戦など

 プロ野球やＪリーグを始めと

ポーツ

 観光客自らが参加し楽しむス

した観光プロダクト

 ピースツーリズム

 自転車で巡るピースナイトツアー

ガイドツアー など

 ○○を巡るノルディック・ウォーク

ツアー

 野球観戦＆ＣＣダンス+スタジアム

 サイクリング×地元食×体験

元民との語らい など

 動植物や花、自然景観を活か  花園での星空観測+夜のバーでの地

活動

 その地域固有の自然への理解

など

 伝統芸能、文化芸術資源を活かした

むツアー

 神楽観賞＆神楽体験+地元食を楽し

参加

 農泊+農業体験+夜は地元の祭りに

 海 や 山 な ど を 活 用 し た ア ク  グリーン、エコツーリズム

た観光プロダクト

術的、芸術的価値等を生かし

史的建造物、地域の文化的、学

 祭り、伝統芸能、伝統工芸、歴

たり伝承されている生活体験

 地域での生活の中に長年にわ

項目例

プロダクト開発の一例

観光振興課

環境部 自然環境課

振興部観光局

の利用者の増加に努めていた。

113

ホームページ内にてパークの見どころを紹介するなど、
「いらごさららパーク」

「いらごさららパーク通信」というチラシを作成するほか、伊良湖休暇村の

サポーターを配置し、来園者に自然再生の重要性をアピールしている。また、

ららパーク」を設置した。
「いらごさららパーク」では平成 30 年度に自然観察

自然公園は「優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図

教育委員会 生涯学習課

観光資源の充実とブランド化の推進～

114

２月には、愛知県の山車まつりポータルサイト「あいちの山車まつり

及び公開イベント（山車文化魅力発信イベント）を開催している。平成 30 年

存・継承に取り組んでおり、研修会、シンポジウム（日本の祭シンポジウム）

存団体、市町村及び県が一体となって、あいちの山車まつりの魅力発信及び保

県では、平成 27 年 12 月に「あいち山車まつり日本一協議会」を発足し、保

している。

行商品への組み込みを促進する等、観光資源としての有効活用を進めていくと

プロモーション」を掲げており、山車まつり文化を広くＰＲするとともに、旅

文化に触れる観光の推進」の具体的な施策として、
「①山車まつり文化のＰＲ・

モノスゴ愛知で待つ県～」の重点プロジェクトのひとつである「
（２）伝統・

「あいち観光戦略」では、「戦略Ⅱ

と神葭流し）が登録されたことから、今後の山車文化の発展が期待される。

とからくり・犬山祭の車山行事・亀崎潮干祭の山車行事・須成祭の車楽船行事

登録され、県でも５つの行事（尾張津島天王祭の車楽舟行事・知立の山車文楽

平成 28 年度には、日本の「山・鉾・屋台行事」がユネスコ無形文化遺産に

する地域である。

山車（だし）が集中して所在するなど、全国有数の山車（だし）まつりが所在

愛知県は、「モノづくりあいち」につながる、優れたからくり人形を載せた

○対象部局

シ 山車まつりホームページの情報の充実について（意見）

ためにも、定期的な情報交換の仕組みを構築することが望まれる。

属人的な情報交換にとどまらず、今後も継続的に両部が情報を交換し続ける

情報交換が行われていた。

環境部と観光局の担当者間に存在する個人的なコミュニケーションによって

しかし、現在は両部において情報交換を行うような会議体などの仕組みがなく、

やイベントを観光局で実施する広報活動でもアピールすることが考えられる。

然公園やイベント等に関する情報を定期的に交換し、環境部で行っている取組

このように観光としての側面を有することから、環境部と観光局において自

える。

の増加に寄与している部分もあり、観光資源としての側面を有する施設ともい

的に観光を意図して整備されたものではない。しかし、上記のとおり交流人口

確保に寄与することを目的」（自然公園法、第１条）としたものであり、直接

ることにより、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の

愛 知 県 公 報

この整備事業の一つとして、近年、伊良湖休暇村公園施設の中に「いらごさ

（県内全長 211km）の整備などを行っている。

環境部では自然公園施設（茶臼山、面ノ木、伊良湖休暇村）や東海自然歩道

○対象部局

サ 環境部と観光局における情報の共有体制の強化について（意見）

「いらごさららパーク」は利用者数も増加傾向にあり、地元メディア等も植
物の開花状況を報道するなど、交流人口の増加に寄与している。

金曜日

（出典：「平成 30 年度「外国人観光客向け新たな観光プロダクト開発支援補助金」公募要領」
（広島県））

平和

自然（海・山）

Ⅳ

Ⅵ

伝統・文化

Ⅲ

テーマ

平成31年１月25日
第3553別冊１号

つりが紹介されている。全体的に山車まつりの写真の掲載が充実しており、魅

アプリの周知など、情報提供の在り方について検討することが望まれる。

であると思われる。しかし、実際に山車まつりを観に行くことを想定した、山

としての有効活用を進めていくのであれば、「愛知県の山車まつりポータルサ

振興部観光局

国際観光コンベンション課

-61-
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国人旅行者に特化した災害時の情報提供の在り方について改めて検討するこ

の被害例を踏まえると、既存の「愛知県災害多言語支援センター」に加え、外

県は更なる外国人旅行者の受け入れを目指していることや大阪北部地震で

が認められる。

することは容易ではないものと推察され、現状の情報提供体制には改善の余地

図 45
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Safety Tips の機能イメージ（出典：国土交通省ホームページ）
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在先のホテルにおいて被災した外国人旅行者が、市町村役場や避難所まで移動

センター」が通訳・翻訳を行うことをイメージしている。しかし、観光地や滞

具体的には、被災地の市町村等からの要請に基づいて「愛知県災害多言語支援

県又は国等が発表する生活支援情報等の多言語による発信、を行うものである。

解が困難な外国人に対して １）市町村等の依頼に基づいた通訳・翻訳、２）

している。これは、地域住民及び旅行者を区別することなく、日本語による理

災害時の外国人支援に備え、県は「愛知県災害多言語支援センター」を設置

が必要といえる。

れている。外国人は言語の壁が存在するため、日本人旅行者よりも一層の準備

する十分な情報提供が行えず、外国人旅行者の間で混乱が生じたことが指摘さ

いる。

らは総務省消防庁が配信する弾道ミサイル発射等の国民保護情報も配信して

に必要な情報を収集できるリンク集等を提供している。平成 30 年３月 20 日か

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

噴火速報を通知できる他、周囲の状況に照らした避難行動を示した対応フロー

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、

人旅行者向け災害時情報提供アプリである。対応言語は４言語（英語・中国語・

して旅行できるよう、平成 26 年 10 月から提供を開始した、観光庁監修の外国

「Safety tips」とは自然災害の多い日本において訪日外国人旅行者が安心

■Safety tips

金曜日

実際、平成 30 年６月 20 日に発生した大阪北部地震では、外国人旅行者に対

くことが重要である。

難場所や交通網の運行状況などの情報を伝達できるよう、平時から準備してお

観光客の安全を確保するため、災害発生時には国籍を問わず旅行者に対して避

愛知県は南海トラフ地震や水害、高潮など様々な災害リスクを有している。

○対象部局

ア 災害発生時における外国人旅行者に向けた情報提供体制について（意見）

観光交流拠点県としての機能強化

イト」について、観光客の目線に立った、さらなる情報の充実が望まれる。

＜参考＞

話に配信している。県独自の情報提供や、Safety tips や NHK WORLD といった

ク、アクセス・地図、山車の紹介があり、山車まつりの魅力を伝えるには十分

車が動く順路や、トイレの位置等の情報は掲載されていない。今後、観光資源

しており、ＮＨＫは NHK WORLD として英語で 24 時間、ニュースなどを携帯電

各山車まつりのページには、フォトギャラリー、おまつりの概要、関連リン

例えば観光庁は外国人向けに防災情報の提供アプリ（Safety tips）を開発

用いて情報を発信するほうが外国人旅行者にとっては利便性が高い可能性も
考えられる。

び「あいちの山車まつり豆知識」等のメニューの他、直近に開催される山車ま

力的な内容となっている。

なお、外国人旅行者は広域に周遊することを踏まえれば、個々の市町村や県
が異なるツールを用いて情報を発信するよりも、国レベルで統一的なツールを

韓国語）対応となっており、ホーム画面には、「あいちの山車まつり検索」及

とが望まれる。

「愛知県の山車まつりポータルサイト」は４言語（日本語・英語・中国語・

（https://www.dashi-aichi.jp/）
」を公開し、さらなる魅力発信に努めている。

平成31年１月25日
第3553別冊１号

NHK WORLD の画面イメージ
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てもらえるよう、他開催都市との連携等を働きかけることが望まれる。

め、多数の来日が見込まれる、オーストラリアからの旅行者に愛知県にも訪れ

にランキングされていることから、例えば、ラグビーワールドカップ観戦のた

表 31 のとおり、オーストラリアの回答で、ラグビーの国際大会観戦が 10 位

り、その結果を「スポーツツーリズム推進基本方針」で公表している。

アに対して、日本で観戦・参加してみたいスポーツについて調査を実施してお

ンドのターゲット国・地域として想定される韓国、台湾、中国、オーストラリ

スポーツ・ツーリズム推進連絡会議は、スポーツ観戦を目的としたインバウ

が望まれる。

ポーツ・ツーリズムの中で観光地としての愛知県にも来てもらえるような対応

愛知県内の試合が４試合と限られた中で最大限の効果を得るためには、ス

いうことであった。

しており、豊田市との連携の中でトップセールス等のＰＲ活動を行っていると

ろ、豊田スタジアムで試合を行う国を中心に幅広く国内外からの旅行者を想定

観光客のターゲットをどのように想定されているかについて質問したとこ

内及び海外からの観光客が見込まれる。

12 会場のうち愛知県の豊田スタジアムでも試合が行われ、試合観戦のため、国

カップに次ぐ規模となる世界３大スポーツイベントのひとつである。日本全国

催される。ラグビーワールドカップは、夏季オリンピック、サッカーワールド

愛 知 県 公 報
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４年に１度開催される「ラグビーワールドカップ」が平成 31 年、日本で開

○対象部局

ア ラグビーワールドカップのターゲット設定の絞り込みについて（意見）

ＭＩＣＥ・スポーツ大会を通じた誘客推進

金曜日

（出典：ＮＨＫホームページ：https://www３.nhk.or.jp/nhkworld/ja/app/）

図 46

の一報や、緊急ニュースをプッシュ通知で受け取ることができる。

24 時間放送）を閲覧できる。また、アプリを通じて地震や津波が発生した場合

ライブストリーミングとオンデマンドで、NHK WORLD のテレビ番組（英語、

■NHK WORLD

平成31年１月25日
第3553別冊１号

プロサッカー（Ｊリー 40.0

５
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スノーボード

フィギュアスケート 15.8

５

６

柔道など武道観戦

10

9.5

10

９

８

７

36.5

23.0

25.8

45.5

15.3

16.5

21.3

22.0

17.3

15.3

戦

ラグビーの国際大会観 14.8

スノーボード

のスケート体験

都市スケートリンクで 15.5

プロ野球観戦

会の観戦

フィギュアスケート大 18.5

スキー

Ｆ１の観戦

シュー・ソリなど

雪山での雪遊び・スノー 23.8

柔道など武道観戦

相撲観戦

オーストラリア

競馬国際レース観戦

柔道など武道観戦

グ）観戦

プロサッカー（Ｊリー 21.5

Ｆ１の観戦

でのスケート体験

都市のスケートリンク 24.5

会の観戦

フィギュアスケート大 34.0

相撲観戦

シュー・ソリなど
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（出典：
「スポーツツーリズム推進基本方針」
（スポーツ・ツーリズム推進連絡会議））

ゴルフ

９

13.5

プロサッカー（Ｊリー 14.0

６

５

４

３

２

１

10

41.8

60.0

雪山での雪遊び・スノー 39.0

スキー

プロ野球観戦

（単位：％）
振興部 スポーツ振興課

表 32

委託事業名

県が委託しているスポーツ事業

化推進業務

5,253 千円

4,000 千円

14,326 千円

19,200 千円

（出典：振興部 スポーツ振興課作成資料）

奥三河パワートレイルを活用した地域活性

パンを活用した地域活性化推進業務

アイアンマン 70.3 セントレア知多半島ジャ

業務

新城ラリーを活用した愛知の魅力発信事業

した愛知の魅力発信事業業務

委託料

振興部 地域政策課
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県国際展示場条例」にて、表 33 のとおり定められている。

「愛知
平成 31 年９月に開業する愛知県国際展示場の駐車場料金については、

○対象部局

ウ 愛知県国際展示場駐車場の料金区分の確認方法について（意見）

者数等、具体的な目標を設定し、イベントの効果測定を行うことが望まれる。

例えば、イベント全体の来場者数だけでなく、個別のワークショップの体験

については行われていない。

しかし、どのくらい愛知県の魅力を発信できたかというイベントの効果測定

結果が記載されている。

書には、委託先が実施したイベントの内容、来場者数及び来場者アンケートの

当該事業について、委託先からの実施報告書の提出を受けており、実施報告

奥三河パワートレイル

ジャパン

セントレア知多半島

アイアンマン 70.3

新城ラリー

ルナゴヤ・愛知

マラソンフェスティバ マラソンフェスティバルナゴヤ・愛知を活用

大会名

ある。

イベントを行い、ステージ、ワークショップ及び特産品の提供等を行うもので

地域の魅力発信のための事業を委託している。これらは、大会開催期間中に、

県では、表 32 のスポーツ大会について、開催機運の醸成、大会の盛り上げ、

○対象部局

イ スポーツ大会を活用したイベントの効果測定方法の明確化について（意見）

愛 知 県 公 報

グ）観戦

Ｆ１の観戦

８

15.5

16.3

７

大会の観戦

スキー

４

20.8

相撲観戦

３

23.5

雪山での雪遊び・ス 37.3

ノーシュー・ソリなど

プロ野球観戦

42.0

24.3

２

韓国

Ｆ１の観戦

９

８

７

６

５

４

３

２

１

台湾

金曜日

１

10

ノーシュー・ソリなど

雪山での雪遊び・ス 27.5

９

27.5

ゴルフ

大会の観戦

フィギュアスケート 31.5

会観戦

バレーボール国際大 36.8

41.8

42.5

８

７

６

柔道など武道観戦

４

グ）観戦

スキー

３

44.5

プロ野球観戦

２

54.0

相撲観戦

中国

日本で観戦・参加してみたいスポーツ（各国回答数 n=400）

１

表 31

平成31年１月25日
第3553別冊１号

500 円

5,000 円

1,900 円

1,500 円

800 円

24 時間まで
区分

平均
愛知県国際展示場

料を加えても、１日料金では首都圏、大阪の大規模展示場の平均駐車料金よ

りも低料金を実現する。

-64-

―

413 円

300 円

850 円

200 円
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また、事業者が行う判断については、引き続き県がモニタリングを行い、適

ることが望まれる。

に当たるのか否かの判断方法について事業者と慎重に協議し、適切に実行され

の認証を行う等の方法により、駐車場利用者が、
「展示会に参加する等の場合」

会参加者の利用に影響があることから、例えば、展示会場内において、駐車券

公共施設等運営権者が収受する利用料金の額は、別表に定める

122

定める額を加算した額）とする。

使用する場合にあっては、その額に実費を勘案して公共施設等運営権者が

運営権者が定める額（特別の設備又は器具を設けて電力、ガス又は水道を

使用料の額に相当する額に一・三を乗じて得た額を上限として公共施設等

第十三条

られている。

愛 知 県 公 報

利用目的を偽った展示会参加者以外の利用が過度に増加してしまうと、展示

可能性がある。

等の場合」に該当すると回答し、割安な駐車料金で駐車場を利用しようとする

愛知県国際展示場の使用料は、「愛知県国際展示場条例」で次のとおり定め

年秋以降、本予約へ移行する予定である旨をホームページで公開している。

なっている。展示会への参加の有無を、口頭による確認のみとした場合、「展

示会に参加する等の場合」に該当しない駐車場利用者が、「展示会に参加する

愛知県国際展示場の開業は平成 31 年９月を予定している。県は平成 31 年９
月１日以降の利用分について、利用予約分として利用受付をしており、平成 30

振興部 地域政策課

駐車場料金は、普通自動車で約 1.88 倍、大型自動車は 2.63 倍の金額設定に

○対象部局

エ 愛知県国際展示場展示ホール利用料金の速やかな決定について（意見）

て、１時間あたりの駐車場料金は同額であるが、１日（24 時間まで）あたりの

「展示会に参加する等の場合」であるか、「その他の場合」であるかによっ

事業者と調整中である。

そこで、
「展示会に参加する等の場合」か否かの判断が重要となるが、現在、

2,520 円

3,300 円

2,500 円

―

300 円

金曜日

分した料金設定となっている。

1,160 円

1,338 円

1,000 円

1,350 円

4,100 円

―

大型自動車 二輪自動車

（出典：振興部 地域政策課作成資料）

（駐車場使用料+通行料）

インテックス大阪

パシフィコ横浜

1,000 円

幕張メッセ

普通車
2,000 円

施設名

展示場利用の場合の普通・大型自動車について、中部国際空港連絡橋の通行

中部国際空港の駐車場との相互利用に配慮しつつも、展示会参加者の利用に

500 円

5,000 円

首都圏、大阪の駐車場使用料等（１日あたり）



影響がでないように、「展示会に参加する等の場合」と「その他の場合」に区

１日
1,500 円

（出典：振興部 地域政策課作成資料）

100 円

1,000 円

300 円

１時間

中部国際空港駐車場の料金区分

東京ビッグサイト

表 35

二輪自動車

大型自動車

普通車

表 34

隣接する中部国際空港の駐車場との相互利用に配慮する。

「愛知県国際展示場条例」の駐車場料金は、次の考え方に基づくものである。

（出典：振興部 地域政策課作成資料）

じて１時間あたりの料金を加算する。

120 時間までは「24 時間まで」の料金を繰り返し適用し、以降は利用時間に応

100 円

1,000 円
1,000 円

その他の場合

その他の場合

展示会に参加する等の場合

300 円
300 円

展示会に参加する等の場合

１時間あたり

愛知県国際展示場の駐車料金



※

二輪自動車

大型自動車

普通自動車

区分

表 33

切に実行されていることを確認することが望まれる。

平成31年１月25日
第3553別冊１号

一時間につき

展示ホールＢ

七八、〇〇〇

九三、〇〇〇

（単位円）

使用料の額

-65-
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県は開業後も利用状況等について継続的なモニタリングを行い、将来的に、

れる性質のものであると考えられる。

利用料金については、施設の利用状況や環境の変化に応じて、絶えず見直さ

る。

用料の額の一・三倍を上限（下限なし）として、利用料金を定めることができ

一時間につき
一時間につき
一時間につき

会議室Ｃ
会議室Ｄ
会議室Ｅ

振興部観光局 国際観光コンベンション課

することが望まれる。

124

情報発信等、ユニークべニューの利用件数の拡大に向けた取組を今以上に強化

あり、より積極的な活用が望ましいと考えられる。そのため、利用者に対する

ニューは他都市との差別化においても有効なツールの一つとなりうるもので

言って県の取組に直ちに不足が認められるものではない。しかし、ユニークべ

は会議等の主催者の意向によって反映されるため、利用件数が少ないからと

ており、ユニークべニューの活用は十分でなかった。ユニークべニューの利用

しかし、このような努力は行ってきたもののこれら施設の利用件数は限られ

確保している。

術記念館」
、
「徳川園」
、
「テレビ塔」
、
「名古屋港水族館」など特色のある場所を

共同で施設の利用促進を行ってきた。現時点において、例えば「トヨタ産業技

立ち上げており、これに合わせて県も名古屋観光コンベンションビューローと

わが国では、平成 25 年に観光庁が「ユニークベニュー利用促進協議会」を

図り、ＭＩＣＥの誘致促進が図られている。

セプションが開かれており、このような施設の活用により他都市との差別化を

ウス、ロンドンの自然史博物館など、世界的にも有名な施設において会議やレ

ある。例えばパリのルーブル美術館、北京の万里の長城、シドニーのオペラハ

ニューとして、国際会議やレセプションイベントに利用することが普及しつつ

近年、海外都市においては、博物館や美術館、文化施設などをユニークベ

○対象部局

六五〇

一、〇九〇

三、八五〇

七、七〇〇

一一、五五〇
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得た額を上限」となっていることから、公共施設等運営権者の裁量により、使

例 13 条においては「別表に定める使用料の額に相当する額に一・三を乗じて

表 37 別表のとおり条例で使用料が定められているが、愛知県国際展示場条

定の方法及び過程は一定の合理性が認められる。

の平均単価と比較考慮して、一定の方針のもと使用料を決定しており、その算

模や設備が類似する国内主要展示場における会議室の１㎡及び１時間あたり

平成 31 年９月に開業する愛知県国際展示場の会議室使用料については、規

○対象部局

一時間につき

会議室Ｂ

（単位円）

使用料の額

（出典：愛知県国際展示場条例）

一時間につき

単位

会議室Ａ

区分

別表（第四条、第十三条関係）

カ ユニークべニューの利用促進に向けた取組の強化について（意見）

会議室使用料

使用料の名称

表 37

料金設定が実態に適合しない場合は、柔軟な対応が望まれる。

金曜日

オ 愛知県国際展示場会議室利用料金のモニタリングについて（意見）

る。

いう努力はしているが、利用者の目線に立った早めの対応を行うことが望まれ

県は公共施設等運営権者と継続的に協議し、早期の利用料金の決定を促すと

決定していることが望ましいと考えられる。

は重要な要素であると考えられ、利用者の視点からすると予約時に利用料金が

前から受付を開始しており、利用者の意思決定過程において利用料金というの

展示場の予約開始は、例えば、東京ビッグサイトについては利用開始１年半

期を目標としているとの見解であった。

等運営権者と継続的に協議をしている状況であり、利用料金の確定は来年度早

開業まで１年余となっている、平成 30 年８月現在において、県は公共施設

利用料金を定めることができる。

設等運営権者の裁量により、使用料の額の一・三倍を上限（下限なし）として、

に相当する額に一・三を乗じて得た額を上限」となっていることから、公共施

条例で上記のとおり使用料が定められているが、「別表に定める使用料の額

（出典：愛知県国際展示場条例）

一時間につき

展示ホールＡ

展示ホール使用料

単位

区分

別表（第四条、第十三条関係）

使用料の名称

表 36

平成31年１月25日
第3553別冊１号

振興部観光局

観光振興課

振興部観光局 観光振興課
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しての補強策を検討することが望まれる。

125

で把握したほうがより有用な調査結果が得られる可能性があり、ＤＭＯの機

旅行消費に関する動向などは特定のエリアを対象として調査するよりも、県域

３つの機能を求めるものではない。例えば旅行者の回遊行動や外国人旅行者の

ることは、現実的な対策として有効と考えられ、ここでは一律にＤＭＯに上記

なお、リソースが足りないＤＭＯに対して県がＤＭＯの機能の一部を代行す

くかを整理することが望まれる。

愛 知 県 公 報

案しながら、中長期的な視点で県とＤＭＯがどのような役割分担を果たしてい

ることから、ＤＭＯ側のマンパワーやノウハウの蓄積状況、予算規模などを勘

現状では、本来はＤＭＯにて実施することが望まれる事項も県が実施してい

せざるを得ない一面もあったものと認められる。

果的に新規の施策を実施するためにはＤＭＯに代わって県のリソースを活用

請母体となる観光協会においては大幅な人材や予算の増加は生じておらず、結

126

参加、外部からの採用など）を検討するとともに、専門性の不足する分野に対

いち観光元年」として宣言するとともに振興部観光局を設置し、これにより人

員や予算規模を拡大して観光客の誘致活動を行ってきた。一方で、ＤＭＯの申

としてどのように専門的な人材を確保するか（例えば外部研修・セミナー等の

行政に注力し業務範囲を拡大してきたことが挙げられる。県は平成 27 年を「あ

れる分野をまずは整理することが望まれる。また、その結果を踏まえ、観光局

である。

金曜日

県がＤＭＯの果たすべき機能を担っている要因の一つには、近年、県が観光

観光客ニーズの変化に対応し、「あいち観光戦略」に沿った施策を効果的な
ものとするため、必要な専門性や人員数の過不足を検討し、不足や必要と思わ

はいるものの、県がＤＭＯの果たすべき機能について主体的に進めている状況

置計画を立案するまでには至っていなかった。

が不足している領域は存在しないか、などを検討し、組織的な人材の育成・配

門性を有した人材をどの程度必要とするか、２）専門性や情報のアップデート

等からの情報収集などを個々に行っていたが、１）観光局としてどのような専

県職員は、専門的知識の補強に向けて外部セミナーの参加や雑誌・メディア

門性の確立が重要である。

施策を検討していくためには、県の職員も業務知識の強化・アップデートや専

している。このような環境の変化に適応し、スピード感をもってタイムリーな

コト消費への変化、クルーズ船の増加など、観光客のニーズや旅行方法も変化

ンベンション等の誘致など、極めて多岐にわたっている。また、モノ消費から

観光局の業務は、観光振興に向けた企画の立案、観光情報の収集・提供、コ

○対象部局

イ 観光局職員における専門性の確保について（意見）

用であると考えており、継続することが望まれる。

識を有しており、検討に着手した段階であった。監査人としてもこの取組は有

県も既にＤＭＯと行政の役割分担を整理していくことは課題であるとの認

能・役割を県が代行することは有用と考えられるためである。

ついて、地域連携ＤＭＯを申請している愛知県観光協会と協議しながら進めて

現在は、武将観光や産業観光に関するブランディング及びプロモーションに

作り、プロモーション

③ 関係者が実施する観光関連事業と戦略の整合性に関する調整･仕組み

Ａサイクルの確立

トに基づいた戦略（ブランディング）の策定、ＫＰＩの設定･ＰＤＣ

② 各種データ等の継続的な収集･分析、データに基づく明確なコンセプ

様な関係者の合意形成

① 日本版ＤＭＯを中心として観光地域づくりを行うことについての多

を果たすことが期待されている。

形成・確立に係る手引き（第３版）」によると、ＤＭＯは、以下の３つの機能

内閣官房まち･ひと･しごと創生本部事務局が公表している「「日本版ＤＭＯ」

会、西尾市観光協会が候補法人として登録されている。

河観光協議会が観光庁に正式登録され、愛知県観光協会、知多半島観光事業協

わが国ではＤＭＯの設置が推進されており、平成 30 年７月 31 日現在、奥三

○対象部局

ア 県とＤＭＯの役割分担に関する検討について（意見）

戦略的な観光ひとづくり

平成31年１月25日
第3553別冊１号

振興部観光局

観光振興課
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６

平成 30 年度

21

24

17
５

８

０
22

16

13
61

71

50

ていない。
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されたが、そのほかには優良企画を積極的に活用・発信する取組は特になされ

生が企画した観光コースが、ＪＡＦ賞として選出され、ＪＡＦＭＡＴＥに掲載

平成 29 年度においては、モニターツアーを実施した２コース以外で、ゼミ

（出典：振興部観光局 観光振興課作成資料）

平成 22 年度～平成 25 年度については参加者内訳データなし。

７

16

15

振興部観光局 観光振興課

振興部観光局 観光振興課
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や、悩んでいることについて相談にのることなどが考えられる。

提供している支援メニューがあれば、そのような支援メニューを紹介すること

ても検討することが望まれる。例えば、対象者の取組内容に応じて、県として

のその後の活動に対して県として実施可能なバックアップを行うことについ

活躍状況を把握するのみならず、その把握の過程で、状況に応じてゼミ参加者

また、県の観光振興に対する効果、及び人材育成効果をより高める観点から、

まれる。

加者がその後どのように観光分野で活躍しているかをフォローすることが望

かし、当初の目的がどの程度達成されているかを評価する観点からは、ゼミ参

が、ゼミ参加者のゼミ終了後の状況については特段フォローされていない。し

あいち観光まちづくりゼミは観光人材の育成を目的としている事業である

○対象部局

（意見）

オ あいち観光まちづくりゼミ参加者のゼミ終了後の状況の把握、支援について

ニターツアーのあり方等について、アンケートに含めることなどが考えられる。

とが望まれる。例えば、グループでの企画検討に対する県のバックアップ、モ

にアンケートを取るなどにより、ゼミ自体に対する反応・意見等を把握するこ

今後のゼミの改善の参考になることも期待されるため、ゼミ終了後に参加者

いない。

てのアンケートは取っているものの、ゼミ自体についてのアンケートは取って

あいち観光まちづくりゼミでは、ゼミ参加者に対してモニターツアーについ

○対象部局

エ あいち観光まちづくりゼミ参加者からの反応・意見等の把握について（意見）

り、そのような優良企画の活用・発信が望まれる。

どが図られることで、ゼミの成果をさらに広げることが期待されるところであ

愛 知 県 公 報

※

７

56

５

７

平成 29 年度

０

平成 28 年度

24

９

平成 27 年度

16

44

５

４

平成 26 年度

０

55

平成 25 年度

合計

52

21

その他

51

14

学生

平成 24 年度

ＮＰＯ等

イド、

平成 23 年度

連業者

関係者

ティアガ

45

観光関

自治体

ボラン

あいち観光まちづくりゼミ参加者数推移（単位：人）

より幅広なメディアとのコラボレーションにより優良企画を対外的に示す
ことで愛知県の魅力を発信することや、県の他の事業・企画へ活用することな

金曜日

平成 22 年度

年度

表 38

である。

表 38 のとおりであり、毎年度一定の参加者がある。また、参加者の属性も様々

当該事業は平成 22 年度から毎年度実施されてきている。参加者数の推移は

れている。

人材の育成を図り、県内各地の観光まちづくりの底上げをすることが狙いとさ

ゼミ生同士のアイデアや情報の交換を通じて、観光まちづくりを牽引していく

このゼミを通じて、各地域の隠れた魅力の発掘や磨き上げを進めるとともに、

る、ゼミ生参加のモニターツアーを実施するものである。

に訪れるコースを２コース選出の上、企画した地域のゼミ生のおもてなしによ

を紹介する観光コースを企画・発表し、その中から、ゼミ生の投票により実際

味のある方を対象にゼミ生を公募し、応募したゼミ生が、各地域の隠れた魅力

あいち観光まちづくりゼミとは、県内各地で観光を活用したまちづくりに興

○対象部局

ウ あいち観光まちづくりゼミ優良企画の活用・発信について（意見）

平成31年１月25日
第3553別冊１号

このため、県として戦略的に盛り上げたい施設を対象とする、或いは、アン

してもらうとともに、産業観光をＰＲしてもらうことを目指すものである。

-68-

28

平成 29 年度

２

２

・醸造伝承館（武豊町）

訪問先

・あいち航空ミュージアム（豊山町）

・招き猫ミュージアム（瀬戸市）

・瀬戸蔵ミュージアム（瀬戸市）

（出典：振興部観光局 観光振興課作成資料）

・県営名古屋空港ビル（豊山町）

30 ・MRJ ミュージアム（豊山町）

35

・ミツカンミュージアム（半田市）

45 ・赤レンガ建物（半田市）

合計

しかし、県の事業であり、県としてもどのような人を集め、どのようなガイ

129

も把握し、その検討に関与することが望まれる。

ドを育成したいかという方針・意図をもって、募集対象・募集方法について県

130
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に直接関与はしていない。

加者を募るよう、県が受託事業者に指示を行い決定しており、県としては募集

いる「あいち観光ボランティアガイドの会」を通じ、研修会の案内を送付し参

を高められるように訪問先を検討していくことが望まれる。

金曜日

参加者の募集については、県内で多くの観光ボランティアガイドが所属して

33

平成 28 年度

２

関係者

アガイド

43

自治体

ボランティ

平成 27 年度

年度

表 39 産業観光あないびと育成事業の参加者数推移、訪問先産業観光施設（単位：人）

いる。

り、主にボランティアガイドが参加し、県内の主要な産業観光施設を訪問して

また、直近３か年度の参加者数及び訪問先産業観光施設は下表のとおりであ

り現在に至っている。

業」として始まり、平成 18 年度に「産業観光あないびと育成委託事業」とな

ケートにより、参加者の訪問希望施設を対象とするなどにより、より事業成果

的な方針や、参加者の声を積極的に反映しようとする取組は特に見られない。

設訪問等を実施し、産業観光の知識を広く習得していただき、地域活動に活か

当該事業は、平成 17 年度より「あいち観光ボランティアガイド交流推進事

「産業観光あないびと育成委託事業」において訪問する施設は県の担当者と

振興部観光局 観光振興課

あいち観光ボランティアガイドの会で決めているのみであり、県としての戦略

○対象部局

「産業観光あないびと育成委託事業」とは、観光ボランティアガイドを始め

観光振興課

とする地域で活躍している方々を対象に、産業観光に関する講習や産業観光施

振興部観光局

（意見）

（意見）

○対象部局

キ 「産業観光あないびと育成委託事業」訪問先産業観光施設の決定について

カ 「産業観光あないびと育成委託事業」参加者の募集方針・方法について

平成31年１月25日
第3553別冊１号

教育委員会事務局 保健体育スポーツ課

熱田神宮公園の球技場、愛・地球博記念公園の庭球場、フットサル場及

-69-

建設部 公園緑地課

徹底・教育等

・従事職員等の安全管理の

・修繕・点検等の開業準備

休業理由

各年の利用期間については、規則第２条第 7 項の規定に基づき、指定管理者

建設部 公園緑地課 知多建設事務所

132

あいち健康の森公園内の健康ロードには、腹筋強化やストレッチ等を行う遊

○対象部局

ウ あいち健康の森公園内の健康ロード遊具説明板の改修について（意見）

績を踏まえ、利用期間を見直す等の検討をしていくことが望まれる。

期間の規定は削除されているものの、今後、同様の事例があった場合には、実

愛・地球博記念公園の水泳場は平成 30 年 10 月１日に廃止され、すでに利用

利用期間の変更は恒常化しており、臨時とは言えない状況であった。

があるものではない。しかしながら、規則には「臨時に」という文言があるが、

利用期間の変更は、規則に従い適切に手続が行われており、それ自体に問題

により、変更が認められたものであった。

が「都市公園施設の休業日等の変更申請書」を県に提出し、県が承認したこと

愛 知 県 公 報
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規則（以下、「規則」という。）」第２条で以下のとおり定められていた。

愛・地球博記念公園の水泳場の利用期間については、「愛知県都市公園管理

○対象部局

イ 愛・地球博記念公園の水泳場の利用期間について（意見）

めにも、利用者満足度調査の活用が望まれる。

～４月 27 日（金）

平成 30 年３月 21 日（水）

～４月 28 日（金）

平成 29 年３月 21 日（火）

～４月 28 日（木）

平成 28 年３月 21 日（月）

臨時に休業する日

愛・地球博記念公園の水泳場の休業期間

（出典：建設部 公園緑地課から提出された資料を基に監査人が作成）

平成 30 年

平成 29 年

平成 28 年

年

表 40

旬までは毎年臨時に休業する期間となっていた。

月 30 日までとなるが、平成 28 年から平成 30 年まで調査したところ、4 月下

金曜日

こうした要望があることを踏まえ、ネーミングライツ料をより有効に使うた

修費、維持管理経費に役立てるよう要望している。

県に対して、ネーミングライツ料全額について、愛知県体育館の設備投資、補

イツ料を収受することとなった。名古屋ダイヤモンドドルフィンズ株式会社は、

古屋ダイヤモンドドルフィンズ株式会社より年額 2,700 万円のネーミングラ

また、愛知県体育館は、平成 30 年４月よりネーミングライツを導入し、名

れる。

分析することにより、より有効な施策を実施し、一層の集客を図ることが望ま

的に利用者からどのような意見があったか確認し、指定管理者とともに内容を

県は指定管理者から利用者満足度調査の結果報告を受けるのみでなく、具体

らは、照明や音響設備の更新などの要望があると聴取した。

具体的にはトイレの洋式化などが実施され、監査人の視察時に指定管理者か

管理者から提出される事業報告書により報告を受けている。

用者満足度調査により把握した要望・苦情等にどのように対応したかを、指定

本規定により、愛・地球博記念公園の水泳場の利用期間は 3 月 21 日から 9

項の利用期間を変更することができる。

務のサービス水準の向上を目的に実施されるものであり、県は指定管理者が利

間で締結した「愛知県体育館の管理に関する基本協定」に基づき、指定管理業

知事は、必要があると認めるときは、臨時に第一項から第五項までの利

用時間（同項ただし書の入場できる時間を含む。次項において同じ。
）又は前

７

念公園の水泳場にあつては、三月二十一日から九月三十日まで）とする。

とし、水泳場の利用期間は、七月一日から八月三十一日まで（愛・地球博記

び多目的広場の附属照明設備の利用期間は、四月一日から十月三十一日まで

６

（利用時間等）

者に対して、利用者満足度調査を実施している。これは、県と指定管理者との

愛知県体育館では、指定管理者が、愛知県体育館を利用したイベントの主催

○対象部局

ア 愛知県体育館の利用者満足度調査結果のより積極的な活用について（意見）

民間活力の活用

平成31年１月25日
第3553別冊１号

建設部 公園緑地課

-70-
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（出典：愛知芸術文化センターホームページ）

展示利用

（出典：県民文化部

73.5％

92.4％

Ｇ
Ｘ

69.3％

Ｅ・Ｆ

76.8％

75.7％

Ｄ

Ｈ

69.6％

Ｃ

22.0％

79.0％

68.8％

89.5％

61.7％

70.9％

68.4％

21.4％

43.9％

文化芸術課作成資料）

91.8％

88.0％

95.7％

61.2％

78.2％

73.4％

25.3％

51.0％
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概ね倍の料金設定となっていることが、主な理由として考えられ、稼働率が低

のの、備品の椅子が革張りであるなど、豪華なつくりとなっていることにより、

Ｂ室については、Ｃ室及びＤ室と比較し、面積は同じで収容人数は少ないも

会議室利用のＡ室・Ｂ室の稼働率は、他室と比較して伸び悩んでいる。

展示室利用

会議室利用

39.2％
Ｂ

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度
Ａ

室

平成 27 年度から平成 29 年度のアートスペースの室別稼働率
区分

表 41

である。

平成 27 年度から平成 29 年度のアートスペースの室別稼働率は、次のとおり

会議利用

は、施設利用受付窓口（地下２階アートプラザ内）で受け付けている。

あり、講演会、展覧会及び会議等に利用できる。アートスペースの利用申込み

活動の表現・交流の場として小人数から大人数まで幅広く利用できる催事室で

愛 知 県 公 報

のような地域連携を取り入れたイベントを積極的に促進することが望まれる。

あると思われる。このため、県においては、あいち健康の森公園において、こ

域の関連施設や団体と連携したイベントを推進することがより有効な手段で

これを実現するためには、ウェルネスバレーめぐりのイベントのような、地

ができる公園施設の整備やイベントの開催を掲げている。

て、県営都市公園の活用を挙げ、具体的な施策として、多くの集客を得ること

県は、「あいち観光戦略」「Ⅱ 観光資源の充実とブランド力の強化」におい

いる。

「ウェルネスバレーめぐり」が開催され、毎回 1,500 名前後の集客が継続して

進協議会が主催し、あいち健康の森公園も参加・協力しているイベントである

その一環として、平成 24 年度より毎年春と秋の２回、ウェルネスバレー推

県民文化部 文化芸術課

愛知芸術文化センター（栄施設）12 階のアートスペースは、様々な芸術文化

○対象部局

て（意見）

オ 愛知芸術文化センター12 階（栄施設）のアートスペースの稼働率向上につい

金曜日

信も行われている。

ルネスバレー構想」に沿った先駆的な取組が推進されており、積極的な情報発

産業育成など様々な分野において、健康長寿の一大拠点の形成を目指す「ウェ

会、関係機関や産業界、行政が連携し、健康づくり、医療、福祉、農と食、新

この地域においては、大府市が中心となっているウェルネスバレー推進協議

いる。

康づくりに資する施設があることから、「ウェルネスバレー」と名付けられて

あいち健康の森公園とその周辺地区は、あいち健康プラザ、げんきの郷等健

○対象部局

エ あいち健康の森公園における地域連携イベントの促進について（意見）

板は必要なものと考えられるため、改修等を速やかに実施することが望まれる。

ている。公園利用者が健康増進のために適切に遊具を利用するためには、説明

もあいち健康の森公園は、健康づくりをテーマとした拠点として位置づけられ

る公園施設の整備やイベントの開催拠点としての役割が期待されており、中で

県営都市公園は、「あいち観光戦略」において多くの集客を得ることができ

態であったが、改修されていなかった。

しかし、一部の説明板は、劣化により利用方法を記載した文字が見えない状

う遊具の横に説明板が置かれている。

行うことができるよう設置されているものであり、適切に遊具が利用できるよ

具が設置されている。これらは、公園利用者が気軽に健康増進に資する運動を

平成31年１月25日
第3553別冊１号

椅子、
ホワイトボード

ホワイトボード

会議机、

椅子（革張り）、

-71-

県民文化部 文化芸術課
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したりする等、劇場の魅力の積極的な発信が望まれる。

をホームページに掲載したり、大人向けのバックステージツアーの開催を検討

そのため、今後も、バックステージツアーで話されているような劇場の魅力

136

逆に天気が良く、ホタルと北斗七星が見えた人は、幸運な人であるという宣伝

その魅力を伝えることが望まれる。天気が悪い日があるという点については、

に加えて星の鑑賞もできることは、利用者へのアピールポイントであり、是非

い日には見えないため、広告には載せていないとのことであった。ホタル観賞

関係者としては、ホタルは確実に見ることができるが、北斗七星は天気が悪

ことであった。

数の星の鑑賞地帯でもあり、天気が良い日には北斗七星がくっきり見えるとの

がある。ホタル観賞だけでも魅力的だと思われるが、愛知県民の森の地域は有

う１泊２食付きの宿泊イベントを企画している。その中の一つに「ホタル観賞」

愛知県民の森ではモリトピア愛知宿泊イベントとして「四季のつどい」とい

・ホタル観賞＋北斗七星鑑賞について

れる事項があった。例えば以下の事項である。

でも、監査人としては特別なことであり、魅力を伝えたほうが望ましいと思わ

そのヒアリングの中で、関係者としては特別なことではないと考えている事項

いては、その要因を分析し、翌年度の事業に反映していることが確認できた。

愛知県民の森で実施している事業について、募集定員に満たなかった事業につ

指定管理者である公益財団法人愛知公園協会へのヒアリングの実施の結果、

○対象部局 農林水産部 林務課

キ 「愛知県民の森実施事業」の魅力の伝達について（意見）

愛 知 県 公 報

コンサートやお芝居を観に来たいと思わせるような内容であった。

天井の素材及びシャンデリアの説明等があり、劇場の魅力を感じ、ぜひ実際に

ンサートホールの日本最大級のパイプオルガン、布のカーテンのように見える

職員からツアーと同様の案内を受けた。内容は、小ホールの珍しい黒い床、コ

監査人の視察においては、実際にバックステージツアーで案内を行っている

校１年生から３年生までを対象とした、バックステージツアーを実施している。

愛知芸術文化センター（栄施設）では、夏休み期間である８月１日に、小学

○対象部局

バックステージツアーの募集案内

（出典：愛知芸術文化センターホームページ）

図 47

金曜日

カ 愛知芸術文化センター（栄施設）の積極的な魅力発信について（意見）

取組を行うことが望まれる。

利用できる活動は限られている。そこで、貸出要件の緩和等、稼働率向上への

合もあるが、販売及び商品の販売促進を目的とした会議等は認められないなど、

一方、Ａ室については、芸術文化活動以外の講演会、会議等に利用できる場

（出典：アートスペース（催事室）仕様及び利用料金（講演会・会議室）
）

施設備品

（9:00 以前及び 22 時以後）

8,900 円

3,400 円

会議机、

16,100 円

全日（9:00～22:00）

3,400 円

1,100 円

6,500 円

夜間（17:30～22:00）

2,600 円

18 名

40 ㎡

Ｃ室・Ｄ室

2,100 円

6,500 円

午後（13:00～16:30）

時間外 30 分につき

4,800 円

14 名

収容人数

午前（9:00～12:00）

40 ㎡

面積

Ｂ室

アートスペースＢ室、Ｃ室及びＤ室の仕様及び利用料金

内容

表 42

迷するのはやむをえない側面があると考えられる。

平成31年１月25日
第3553別冊１号

愛知県民の森パンフレットの抜粋

-72-

プレコーダー

七〇〇

使用料の額（円）

農林水産部 林務課

巡回パトロール計画の
作成

キャンプ場夏
季巡視員

夏季

30 回

回数
（予定）

頻度
（予定）

総回数
18 回

（実績）
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（出典：
「愛知県民の森指定管理事業報告書」）

維持管理内容

愛知県民の森施設管理業務作業実績（抜粋）
清掃項目

表 44

業計画書に記載されている実施予定回数を満たしていなかった。

した内容についての実績報告も兼ねている。その報告の中で、以下の事項が事

書」に定められた事項や指定管理者が年度開始前に提出する事業計画書で計画

により事業報告を受けている。事業報告は「愛知県民の森指定管理者業務仕様

県は、指定管理者である公益財団法人愛知公園協会から年に一回事業報告書

○対象部局

ケ 愛知県民の森指定管理者からの事業報告書の実績の確認について（意見）

属設備の対象から除外すべきかどうかの検討を早期に行う必要がある。

も経過しているため、同レコーダーの利用者ニーズなどを踏まえ、会議室等附

条例に定めがあるにも拘らず同レコーダーがない状態が平成 24 年から６年

あった。

め、平成 24 年に処分されており、現在は投影機のみとなっているとのことで

この条例で定められているビデオテープレコーダーについては老朽化のた

（出典：愛知県レクリエーシヨン施設条例）

間につき

投影機又はビデオテー 一式又は一台二時

単位

使用料

区分

表 43 愛知県民の森の使用料

会議室等附属設備

使用料の名称

下の定めがある。

き、別表第二で定められている。その中の会議室等附属設備使用料として、以

愛 知 県 公 報
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士のコーヒー」を提供するなど、様々な取組を行っている。

弘前藩と会津藩の藩士であることにちなんで、地元の喫茶店が立ち上げた「藩

楽しむ企画を実施している。更に、日本の庶民で初めてコーヒーを飲んだのは

また、「りんごの花見」として、通常一般客が立ち入れないりんご園で花見を

時間外手当を出しただけだが、通行車両が増えて道路事業が単年度黒字化した。

られなかった夕日を観光客でも気軽に楽しめるようにした。費用面では職員の

青森県弘前市では、「岩木山夕日鑑賞ツアー」として、従来は登山客しかみ

＜参考＞

農林水産部 林務課

愛知県民の森の使用料は、愛知県レクリエーシヨン施設条例の第 5 条に基づ

○対象部局

ク 愛知県民の森物品の取扱いについて（指摘）

金曜日

う、今後も努力されることが望まれる。

ムページで案内をしているが、実施事業の魅力をより伝達することができるよ

これらの実施事業について、県は記者発表で、指定管理者はチラシ及びホー

じ引きなどの魅力あるイベントを開催している。

また、愛知県民の森は年末年始も休まず営業をしており、餅つきや、新春く

（出典：愛知県民の森パンフレット）

図 48

の仕方にすれば、希少価値が高まる可能性もある。

平成31年１月25日
第3553別冊１号

振興部観光局

観光振興課

-73-

139 号

29 観振第

（出典：監査人作成資料）

審査委員会の開催について

ターズ起用による観光プロモーション事業）企画

観光ＰＲキャラクター事業（LOVE あいちサポー

文書名

振興部観光局

観光振興課

139

ム、デラックスツインがあり、一般的なユースホステルの相部屋ではなく、個

施設の部屋のタイプは、和室（８畳、12 畳）、シングルルーム、ツインルー

ている（宿泊定員 80 名）
。

国際交流を促進し、本県全体の観光振興に効果をもたらす施設として位置づけ

設に指定されている。平成７年の改築以降は、従来の目的に加え、国際観光、

昭和 34 年に犬山市に設置された施設であり、愛知県観光施設条例にて観光施

39.4％

平成 27 年度

11,000

平成 30 年度

36.6％

平成 28 年度

35.1％

平成 29 年度

愛知県
53.2％

全国

都道府県別簡易宿所の客室稼働率（平成 29 年）

27.6％
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老朽化への対応の財源策としては、愛知県観光施設条例の別表第二に定めら

時に修繕対応することが望まれる。

た状況を改善し、客室稼働率の向上を図るために、老朽化した設備の故障に適

週間利用できない」
（平成 29 年度犬山国際ユースホステル事業報告書）といっ

合が前年に引き続き頻発している状況」や、「空調故障による一部の部屋が数

が必要である。そのために、「全館空調、給湯及び浴室循環装置に関する不具

ていたが、今後も県が施設を維持するのであれば、客室稼働率を改善する取組

の可能性について検討し、調整を進め、施設の効果的な活用を図る。」とされ

「地元移管
「行革大綱に係る重点改革プログラム（平成 23 年 12 月）
」では、

上回るものの、愛知県内平均を下回っている（表 47・表 48）
。

平成 29 年の犬山国際ユースホステルの客室稼働率は、簡易宿所の全国平均を

に減額され（表 46）、指定管理者の自立運営に向けた取組が行われているが、

業の収入含む。）の増加への取組と経費削減努力等により、指定管理料が大幅

平成 28 年度の指定管理者制度の導入、指定管理者の利用料金収入（自主事

（出典：都道府県別宿泊施設タイプ別客室稼働率（平成 29 年１月～12 月（速報値））
）

客室稼働率

表 48

愛 知 県 公 報

犬山国際ユースホステルは、青少年、勤労者の健全な旅行を奨励するため、

○対象部局

イ 犬山国際ユースホステルの施設の老朽化への対応について（意見）

修正が必要な場合には、二重線で消し、訂正印を押印することが望まれる。

G

振興

文書番号

不適切な修正が行われた決裁文書

12,000

平成 29 年度

（出典：振興部 観光振興課作成資料）

12,000

平成 28 年度

犬山国際ユースホステルの客室稼働率の推移

24,720

平成 27 年度

委託料（指定管理料）の推移 （単位：千円）

（出典：犬山国際ユースホステル利用実績（平成 27 年度～平成 29 年度））

客室稼働率

表 47

指定管理料

表 46

金曜日

光振興課

振興部観

観光

対象部局

表 45

プで修正されていた。

決裁文書を閲覧したところ、以下の文書について施行日等の日付が修正テー

○対象部局

ア 決裁文書の修正方法について（意見）

その他

ことが望まれる。

により、事業計画書の要件に沿って事業がなされていることについて確認する

上、指定管理者が計画した回数を満たしていない場合には、理由を確認する等

会が選定されている（平成 28 年度、平成 29 年度の２年間）
。

28 年度には、応募団体３社の中から、指定管理者として日本ユースホステル協

とであった。

実際はパトロールの予定回数を満たしていたので問題はないが、県は報告書

施設の管理運営については、指定管理者制度が導入され、平成 27 年度まで
は任意指定により愛知県観光協会が指定管理者として指定されていたが、平成

人・ファミリーといった利用者単位で個室利用できる点に特徴がある。

として報告しており、職員が実施した分については報告していなかったとのこ

指定管理者に確認したところ、実際は予定回数の 30 回を上回る巡回パト

ロールを行っていたが、キャンプカウンセラーが実施した 18 回分のみを回数

平成31年１月25日
第3553別冊１号

3,400

5,400

Ｂ旅館
6,480

Ｃホテル
4,000

Ｄ旅館

（出典：犬山市の宿泊施設ホームページ）

4,600

Ａホテル

振興部観光局

観光振興課

-74-

4.49％

431

9,593

2.40％

217

9,049

平成 28 年

5.19％

466

8,974

平成 29 年

141

（出典：宿泊旅行統計調査、観光庁（平成 27 年～平成 29 年）を基に監査人が加工）

宿泊者数に占める外国人の割合

上記うち、外国人宿泊者数

平成 27 年

犬山国際ユースホステルの宿泊者数に占める外国人の割合の推移

12.16％

3,438,690

振興部観光局 国際観光コンベンション課
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効果を測定する立場にはないという背景もある。

構はあくまでも県とは別組織ということもあり、県が機構の事業について直接

当該負担金の費用対効果については特段評価・分析されてない。これは、機

県は機構へ、現在年間 400 万円の負担金を拠出している。

◇交通関連会社、旅行会社、空港会社、一般企業（ホテル、航空会社等）

（一社）日本旅行業協会中部支部

（一社）全日本シティホテル連盟中部支部

日本旅館協会中部支部連合会、
（一社）日本ホテル協会中部支部

（公財）名古屋観光コンベンションビューロー

（公社）びわこビジターズビューロー

（公社）日本観光振興協会中部支部、各県観光協会（連盟）

◇観光関係団体

名古屋商工会議所、明日の中部を創る 21 世紀協議会

各県の商工会議所連合会

（一社）中部経済連合会、北陸経済連合会

◇経済団体

名古屋市、静岡市、浜松市の３市

富山、石川、福井、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀の９県

◇自治体

団体は次のとおりとなっている。

部広域観光推進協議会を発展的に改組する形で設立されたＤＭＯである。構成

中部９県の経済及び文化の向上発展に資することを目的として平成 29 年に中

事業に関する中枢機関として、国内外の観光振興を図り、観光交流を通じて、

（一社）中央日本総合観光機構（以下「機構」という。
）は、中部９県の観光

○対象部局

エ （一社）中央日本総合観光機構への負担金の評価について（意見）

愛 知 県 公 報

宿泊者数

表 50

まれる。

宿泊者数の増加を目標とし、外国人宿泊者向けのＰＲを強化する等の検討が望

較すると、低い水準である。国際観光、国際交流を促進するためには、外国人

1.58％（表 51）を上回っているものの、犬山市 6.83％、全国平均 12.16％と比

平成 29 年の宿泊者数に占める外国人宿泊者数の割合は、5.19％と、県内平均

光振興に効果をもたらす施設」として位置づけられているが、表 50 のとおり、

全国
28,283,560

（出典：観光庁統計を基に監査人が作成）

1.58％

9,780

618,170

愛知県

金曜日

犬山国際ユースホステルは、「国際観光、国際交流を促進し、本県全体の観

○対象部局

ウ 犬山国際ユースホステルの外国人宿泊者数増加のための取組について（意見）

時の１人料金

ホステル

犬山ユース

犬山市の宿泊料金（食事なし）の比較（単位：円）

和室３人利用

表 49

率の向上を目指す取組を検討することが望まれる。

顧客サービス向上のために活用して、顧客満足度を高めるとともに、客室稼働

の比較を踏まえると、宿泊料金を改定することにより、利用料金の増収を図り、

近年の外国人旅行客増加に伴う全国的な宿泊料金の高騰、近隣の宿泊施設と

6.83％

近隣の宿泊施設の和室料金と比較すると一番低い料金設定となっている。
の割合

6,802

宿泊者数に占める外国人

最低料金は、和室（３～６人利用）大人 3,400 円、最高料金は、デラックスツ
上記うち、外国人宿泊者数

犬山市

簡易宿所の宿泊者数に占める外国人宿泊者数の割合

イン（一人利用）大人 5,720 円に設定されている。表 49 のとおり、犬山市の

平成 29 年

99,560

表 51

宿泊者数

犬山国際ユースホステルのホームページで１人あたりの宿泊料金をみると、

130％の範囲内で金額を設定することができる）の改定が考えられる。

れた宿泊料金（指定管理者は当該表に定められた使用料相当額の 70％から

平成31年１月25日
第3553別冊１号

しかし、負担金を拠出している以上、県が直接機構の取組の評価まではせず

-75-

振興部観光振

化芸術課

県民文化部文

進室

ナーレ推

トリエン

観光振興 G

観光振興 G

観光振興 G

文書番号

第 393 号

29 文芸

第 451 号

29 観振

第 21 号

29 観振

第 44 号

29 観振

第 89 号

文書名

利用料金収入の増加は、平成 28 年度は、比較的多額の利用料金収入が見込

平成 30 年度は、平成 28 年度及び平成 29 年度に引き続き、任意指定により

不透明であったにもかかわらず、年度別協定に適切な精算規程を盛り込むこと
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行委員会負担金の変更交付決定について

【予算執行書】あいちトリエンナーレ実

て

144

込むことについて検討することが望まれる。

により指定を行う場合は、必要に応じて、年度別協定に適切な精算規程を盛り

ら公募に変更されるとなっているが、今後、愛知県体育館において、任意指定

愛知県体育館については、平成 31 年度から指定管理者の指定は任意指定か

についての検討が十分であったかは疑問である。

準にはできなかったとのことである。しかしながら、利用料金収入の見通しが

武将のふるさと愛知 観光パンフレット

制作業務 企画審査委員会の結果につい

話が浮上し、改修計画の見直しをしている最中であったことから、実績と同水

審査委員会の委員への就任について

指定管理者を選定しているが、収支計画の作成時においては、体育館の移転の

ンジャ・フェスティバル 2017」）の企画

武将観光情報発信事業（「サムライ・ニ

資格審査結果について

である。

であり、増加額を計画に織り込めず、計画と実績との差額が発生したとのこと

ンジャ・フェスティバル 2017」）の応募

から、計画段階においては、有料興行の日数がどの程度拡大するのかが不透明

武将観光情報発信事業（「サムライ・ニ

幅に拡大したことによるものである。しかし、２年間の指定期間であったこと

ンズ」という。）のホームグラウンドになったことにより、有料興行日数が大

バスケットボールチームの名古屋ダイヤモンドドルフィンズ（以下「ドルフィ

める有料興行の年間 53 日の日数制限が平成 26 年度に撤廃された影響や、プロ

の一部業務の再委託について

犬山国際ユースホステル指定管理者業務

記載漏れが認められた文書

29 観振

表 52

ていた（表 53）
。

と平成 29 年度の利用料金収入の差額が５千万円程度から６千万円程度となっ

差額を確認したところ、計画と実績との差額が見受けられ、特に平成 28 年度

指定管理者が提出した平成 28 年度及び平成 29 年度の収支計画と実績との

画」の精度が重要となる。

たがって、適切な指定管理料の算出には、指定管理者から提出された「収支計

ては、収支計画と実績が乖離していても、精算は行わないこととしている。し

なかった額を返還することになっているが、収入及び人件費以外の支出につい

人件費については、執行額が収支計画を下回った場合は、指定管理者は使用し

愛知県体育館の管理に関する年度別協定」第５条によると、管理運営費のうち

出）から利用料金等の収入を差し引いた額で積算されており、
「平成 30 年度の

指定管理料は、指定管理者から提出される収支計画において管理運営費（支

ものである。

平成 28 年度及び平成 29 年度の任意指定は、２年間を指定期間として行われた

30 年度までは任意指定としており、平成 31 年度より公募としている。なお、

愛 知 県 公 報

興課

振興部観光振

興課

振興部観光振

興課

振興部観光振

企画 G

対象部局

ある。

手引に従い、施行日を明確にするため、施行日の記入は漏れなく行う必要が

いて施行日の記載漏れがあった。

今回、公印が使用された決裁文書について確認したところ、以下の文書につ

基づき、押印した決裁文書の「施行日等」欄に施行日の記載が必要となる。

決裁文書の「公印使用承認印」欄に押印するとともに、「文書事務の手引」に

承認を得なければならない。」と定めがあり、公印使用が承認された場合には、

施行する行政文書に決裁文書又は証拠書類を添えて、管守者又は公印取扱者の

教育委員会事務局 保健体育スポーツ課

愛知県体育館の指定管理者の選定方法について、県は平成 28 年度から平成

○対象部局

カ 愛知県体育館指定管理料の精算規程の検討について（意見）

金曜日

興課

観光振興課

県民文化部 文化芸術課

振興部観光局

「公印を使用しようとする者は、
「愛知県公印取扱規程」の第３条において、

○対象部局

オ 文書施行時の施行日の記入について（指摘）

ことが望まれる。

いないようであれば、機構の構成団体として、評価を行うように促すといった

の費用対効果等の評価を行うことが望まれる。あるいは、機構が評価を行って

とも、機構が実施している評価資料を入手し、そのような資料をもって負担金

平成31年１月25日
第3553別冊１号

0

253,969

45,756

18,740

2

0

64,494

64,496

差異

55,001

231,069

15

72,973

213,082

286,070

実績値

55,001

-12,196

0

-10,924

53,729

42,805

差異

指定管理料の支払いは、乙（指定管理者）が提出する資金計画書に基づき甲（愛知

-76-

前項の規定にかかわらず、乙（指定管理者）が指定管理業務に係る経費の縮減に相
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金制度である。建設業の事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構と退職金

建設業退職金共済制度とは、建設業で働く人たちのために国が設置した退職

共済組合 証紙交付辞退理由書」の提出を受けている。

県は小幡緑地の遊具更新工事の実施にあたり、受注業者から「建設業退職金

建設部 建設総務課 尾張建設事務所

建設部 尾張建設事務所

県民文化部 文化芸術課

利用を行うことができる。

146

展示室利用許可申請書」を提出し、美術館長から利用許可を受けることにより、

愛知芸術文化センターの愛知県美術館展示室の利用希望者は「愛知県美術館

○対象部局

ケ 「愛知県美術館展示室利用許可申請書」の適切な運用について（指摘）

の申請書の提出を求めていくことが望まれる。

行為許可申請書は、愛知県都市公園条例に定められている書類のため、原本

あった。

であったが、申請者から送付されておらず、原本の入手はできていない状況で

尾張建設事務所では、申請者に対して原本の送付を催促しているということ

見された。

を利用目的として提出された「行為許可申請書」について、ＦＡＸのものが散

ところが、提出された申請書を閲覧した結果、愛・地球博記念公園内で撮影

４条第１項第２号、同条第２項）。

前に「行為許可申請書」を提出することを定めている（愛知県都市公園条例第

県では公園施設内において、業として写真又は映画を撮影する場合には、事

○対象部局

ク 愛・地球博記念公園における「行為許可申請書」の原本の入手について（意見）

かを確認することが望まれる。

な記載事項であるため、受注業者から書類が提出された時に、記載漏れがない

提出書類の日付は、工事に必要な書類が提出されたかどうかを証明する重要

の確認が不十分であった。

書」には、受注業者の提出日付が記載されておらず、提出された際に記載漏れ

当該遊具更新工事で提出された「建設業退職金共済組合 証紙交付辞退理由

できる。

愛 知 県 公 報

○対象部局

について（意見）

キ 小幡緑地の遊具更新工事に関する受注業者からの提出書類の日付の確認漏れ

しなかった額の全部又は一部を乙の経営改善のための経費に充当することができる。

当程度務めたものと甲（愛知県）が認めた場合には、甲乙協議の上、乙は、前項の使用

２

使用しなかった額を速やかに返還するものとする。

いて、その執行額が別記「平成 30 年度事業計画書」に定める予算額を下回った場合は、

第５条 乙（指定管理者）は、甲（愛知県）が支払った指定管理料のうち、人件費にお

証紙交付辞退

理由書」とその証明書類を添付することにより、証紙の交付を辞退することが

加入すべき労働者がいない場合には、「建設業退職金共済組合

いるなど、労働者が別の退職金制度に加盟しており、建設業退職金共済組合に

自社等の退職金制度を有している、中小企業退職金共済組合制度等に加盟して

きに、当該機構から直接労働者に退職金が支払われるしくみである。ただし、

を貼ることで掛け金を積み立てることができ、建設業界で働くことをやめたと

共済契約を締結した場合に、労働者が働いた日数に応じて共済手帳に共済証紙

金曜日

（指定管理料の精算）

（略）

のとする。

県）が定める額を次の支払時期表により、支出状況の実情を勘案し、概算払で支払うも

２

（略）

金 78,360,000 円

0

237,728

15

78,360

159,353

237,728

計画値

平成 30 年度

第４条 甲は、平成 30 年度の指定管理料として、次の金額を乙に支払うものとする。

（指定管理料）

0

243,265

15

83,897

159,353

243,265

計画値

平成 29 年度

（出典：愛知県体育館指定管理者運営モニタリング結果）

45,756

272,709

17

103,916

214,532

318,465

実績値

平成 30 年度の愛知県体育館の管理に関する年度別協定

収支差

支出

15

103,916

指定管理料

その他

150,038

253,969

計画値

平成 28 年度

指定管理者における愛知県体育館に関する収支の予実比較（単位：千円）

利用料金収入

収入計

区分

表 53

平成31年１月25日
第3553別冊１号

県民文化部 文化芸術課
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県民文化部 文化芸術課
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助金の交付決定について（通知）」を交付している。

補助対象事業として交付決定した文化団体に対して「愛知県文化活動事業費補

審査・選考を行い、予算の範囲内で補助対象事業と補助額を決定する。その後、

書類について、外部委員による「愛知県文化活動事業費補助金企画審査会」で

望する文化団体は申請期間に必要な提出書類を提出する。県は提出された申請

動に対し「愛知県文化活動事業費補助金」による助成を行っている。助成を希

148

申請日について、正しく記載したうえで通知を交付する必要がある。

くは「平成 29 年６月９日」であった（29 文芸第 173-31 号）。

② 申請日について、
「平成 29 年６月５日付け」と記載されていたが、正し

くは「平成 29 年６月７日」であった（29 文芸第 173-７号）。

① 申請日について、
「平成 29 年６月９日付け」と記載されていたが、正し

愛 知 県 公 報

県は文化芸術の振興を図るため、県内で活動する文化団体が行う各種文化活

○対象部局

いて（指摘）

サ 「愛知県文化活動事業費補助金の交付決定について（通知）」の適切な運用につ

受付印は受付日を示すものなので、正しく押印する必要がある。

補助が確定した文化団体に対して交付する通知には各団体の申請日を記載
する欄があるが、以下の申請について申請日に誤りがあった。

金曜日

・申請書の受付印がなく受付日が不明であった(№46)

た。

「愛知県美術館展示室利用変更許可申請書」について以下の不備が発見され

提出する必要がある。

請内容に変更が生じた場合には「愛知県美術館展示室利用変更許可申請書」を

利用を行うことができる。「愛知県美術館展示室利用許可申請書」提出後に申

展示室利用許可申請書」を提出し、美術館長から利用許可を受けることにより、

愛知芸術文化センターの愛知県美術館展示室の利用希望者は「愛知県美術館

○対象部局

コ 「愛知県美術館展示室利用変更許可申請書」の適切な運用について（指摘）

は受付日を示すものなので、正しく押印する必要がある。

申請者が正しく申請書を記載しているか確認する必要がある。また、受付印

ていた（№79）

９月 11 日）があり、受付日（平成 28 年９月 11 日）と日にちが前後し

③ 申請書の提出日に記載誤り（誤：平成 28 年 10 月 11 日 正：平成 28 年

② 申請書の受付印がなく受付日が不明であった（№61）

① 申請書の提出日に日付の記入がない（№29、32 の２件）

「愛知県美術館展示室利用許可申請書」について以下の不備が発見された。

平成31年１月25日
第3553別冊１号

平成31年１月25日

金曜日
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