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第１章 ビジョンの策定にあたって 

１ 策定の背景と趣旨 

 人口減少社会を迎え、将来の国内需要や経済の縮小が懸念されるなか、国は、平成

28 年（2016 年）3 月に、「明日の日本を支える観光ビジョン」を策定し、観光を成長

戦略と地方創生の大きな柱として位置付けるとともに、「観光先進国」の実現を目指

して、官民一体となった取り組みをはじめています。

 本市においては、定住人口が減少するなか、産業力の強化に取り組んでおり、とり

わけ観光分野は、交流人口の拡大を牽引し、本市の持続的発展を支える産業として強

化していくことが求められています。

 これまでの本市の観光の取り組みとしては、平成 18 年度（2006 年度）に「浜松市

観光ビジョン」を策定し、観光交流のハブ（中核拠点）を目指した取り組みを進める

とともに、平成 21 年度（2009 年度）には、本市と湖西市を圏域とする「浜名湖観光

圏」の認定を国から受け、観光地域づくりによるブランド確立に取り組んでまいりま

した。

 また、平成 28 年（2016 年）5 月には、湖西市を含む本地域が、国から日本版ＤＭ

Ｏ候補法人の登録を受けました。

 こうしたなか、国の方針や観光客のニーズの変化を受けた、新たな観光ビジョンの

策定を目指すとともに、観光地域づくりの舵取り役となる（仮称）浜松・浜名湖ＤＭ

Ｏ*の設立に向けて、平成 28 年（2016 年）7 月に、学識経験者や観光・金融・経済関

係など幅広い関係者にご参画いただき、「浜松市観光地域づくりのあり方検討会議」

を立ち上げ、本市としての観光地域づくりのあり方やＤＭＯ設立に向けての検討を重

ねてまいりました。

 本ビジョンは、この検討会議での結論をベースとして策定いたしました。今後、こ

のビジョンをもとに、（仮称）浜松・浜名湖ＤＭＯを中心としてオール浜松体制で、

本市の観光地域づくりに取り組んでまいります。
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２ ビジョンの位置づけと計画期間 

（１）ビジョンの位置づけ 

 浜松市観光ビジョンは、浜松市総合計画の分野別計画であり、本市の観光政策の指

針となるものです。具体的な戦略は、当地域における観光地域づくりの舵取り役とし

て平成 30 年度（2018 年度）に設立予定の（仮称）浜松・浜名湖ＤＭＯがマーケティ

ングに基づき策定し、幅広い関係者との連携により推進していきます。

 また、本市において観光は、狭義で捉えるのではなく、本市の魅力を知っていただ

く入口となるものであり、まずは、観光を通じ、都市機能と自然・レジャーが共存す

る恵まれた生活環境をはじめとした本市の魅力を知っていただき、交流人口の拡大や

企業誘致、移住促進などに繋げていく役割を担うものと位置づけ、「訪れてよし、住

んでよし」の好循環を生むエンジンとしていきます。

（２）計画期間 

 観光を取り巻く環境は急速に変化していることから、今回のビジョンは、長期的な

視点を持ちつつ、中期的な取組の指針とするため、計画期間は、平成 30 年度（2018
年度）から平成 34 年度（2022 年度）の 5 年間とします。

 また、（仮称）浜松・浜名湖ＤＭＯにおいてもこの 5 年間で形成の確立を目指します。
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３ 目指す姿と目標値 

（１）目指す姿 

【目指す姿】 

  観光が地域の持続的発展を支える主要産業に位置づけられ、多様な 

 主体による観光地域づくりにより市民が愛着や誇りを持てる都市 

＜経済的観点＞ 

◆ 観光関連産業の主要産業化【地域が稼ぐ力の強化】 

   ものづくりのまちとして発展してきた本市において、人口減少や内需縮小等の 

  環境変化に対応し、持続的発展をとげるため、“ものづくり”や“音楽文化”な 

  ど本市の特長を最大限に生かしつつ、“浜名湖”を中心とした観光資源を世界レ 

  ベルに磨き上げ、地域全体で観光関連産業の主要産業化を目指します。 

＜社会的観点＞ 

◆ シビックプライド*の向上【市民の誇りの醸成】 
   観光地域づくりへの多様な主体の参画を通じ、市民が地域に愛着や誇りを持ち、 

  地域の魅力を自ら発信していくという好循環を形成します。 

   また、本市の自然豊かな環境等を生かした浜松ならではの余暇の過ごし方やラ 

  イフスタイルを提案することで、市民のクオリティ・オブ・ライフ*の向上を図 

    ります。 

（２）評価指標と目標値 

＜評価指標の考え方＞ 

 経済的観点と社会的観点に基づき、本市の観光地域づくりを推進し、ＰＤＣＡサイ

クル*を確実に運用することで目指す姿を実現します。

 この経済的観点と社会的観点を評価する指標として、「地域ＫＧＩ（地域重要目標

達成指標）」を設定し、経済的観点としては、観光による地域の経済波及効果を図る

ため、新たに「旅行消費額」を評価指標とし、社会的観点としては、「市民の地域へ

の愛着や誇り」を評価指標とします。

 また、これらを達成するための評価指標として、「地域ＫＰＩ（地域重要業績評価

指標）」を設定するとともに、当地域の観光地域づくりの舵取り役となる（仮称）浜松・浜名湖

ＤＭＯの「組織ＫＰＩ（達成目標）」を設定し、評価指標を体系的に整理します。 

 なお、（仮称）浜松・浜名湖ＤＭＯの組織ＫＰＩは、今後、ＤＭＯが独自に設定し、地域の目

標達成に貢献していきます。 
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＜評価指標の体系＞ 

＜目標値＞ 

項目 評価指標

基準値 目標値

平成 28年度
（2016年度）

平成 34年度
（2022年度）

地域 KGI 
旅行消費額 *注 1 ― *注 1

地域への愛着や誇り *注 1 ― *注 1

地域 KPI 

延べ宿泊者数 2,367,766 人 2,500,000 人

来訪者満足度 *注 3 90% 90% 

旅行消費額（1 人あたり） *注 2 26,644 円 34,000円

リピーター率  *注 3 75% 75% 

外国人延べ宿泊者数 333,126 人 390,000 人

誘致会議における経済波及効果 約 83 億円 100 億円

市民の来訪推奨度 *注 1 ― *注 1

注 1：現在、収集していないデータであるため、H30年度（2018年度）に収集後、現状を把握したうえで目標値を設定。
注 2：浜名湖観光圏整備計画（H26年度（2014 年度）～H30年度（2018年度）に位置付けられている主たる滞在促進地区
（舘山寺）の評価指標。現在、舘山寺以外の地域のデータを収集していないため、同計画の H30年度 (2018年度)の目標
値を仮置きし、2018年度（H30年度）に他の地域も収集後、改めて目標値を設定。（注 3は H28年度(2016年度)の実績値
が H30年度(2018年度)の目標値を上回っているため、H28年度 (2016年度)の実績値を仮置き）
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第２章 環境分析 

１ 社会経済環境の変化 

（１）国際情勢 
 ① グローバル化の進展  

  グローバル化が進展するなかで、ひと、もの、情報などが国境を越えて活発に行

 き交い、ボーダレス化が進んでいます。特に近年は、世界的な航空規制緩和による

 ＬＣＣ（Low Cost Carrier：格安航空会社）の普及や観光需要の拡大、情報技術の発

 達等により国境を越えた人の移動が一層活発となっています。

 ② 成長を続ける国際観光旅行市場 

  国連世界観光機関（ＵＮＷＴＯ）によると、全世界の国際観光客数は、昭和 25
年（1950 年）の 2,500 万人から大きく増加しており平成 28 年（2016 年）には 12.4
億人を記録しています。さらにＵＮＷＴＯは、平成 42 年（2030 年）に約 18 億人に

なると予測しており、国際的な視点で見たときに観光旅行の市場は、成長を続ける

市場であることが分かります。

（２）国内情勢 

 ① 人口減少と内需縮小 

  日本の総人口は平成 20 年（2008 年）をピークに減少傾向に転じており、内需の

 縮小による経済の停滞が懸念されています。こうしたなか、国は、地方が成長する

 活力を取り戻し、人口減少を克服するため、平成 26 年（2014 年）に「まち・ひと・

 しごと創生法」を制定し、国を挙げて地方創生に取り組んでいます。

 ② 期待が高まる観光関連産業とインバウンド*市場 
  国内の需要縮小による経済の停滞が懸念される中で、国は、平成 28 年（2016 年）

3 月に「明日の日本を支える観光ビジョン」を策定し、観光産業を日本の基幹産業

 とすることや平成 32 年（2020 年）の訪日外国人旅行者数の目標値を 2,000 万人か

 ら 4,000 万人に上方修正すること等が示されました。

 ③ 産業構造の変化 

  本市の基幹産業である自動車産業は、欧米や中国等を中心に電気自動車へのシフ 

 トが加速しており、自動車部品メーカー等への影響が懸念されています。 

  また、国内製造業の海外移転に伴う産業の空洞化が懸念されており、地域の産業 

 の総合力を高めていくことが求められています。 
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（３）共通した動向 

① 旅行形態の変化や観光客のニーズの多様化 

  旅行市場の成熟化に伴い、旅行形態が団体旅行から個人旅行へとシフトするとと

 もに、観光客のニーズが、モノ消費からコト消費*へと変化しています。

  こうした変化に対応するため、目的地としての認知度向上や二次交通の充実、滞

 在型コンテンツの造成、受入態勢の整備などが求められています。

 ② 情報技術の発展と活用 

  旅行形態の変化や観光客のニーズの多様化に対応するため自動翻訳や観光アプ

 リ、決済システムの導入など様々な情報技術が活用されています。

  さらに、ＳＮＳ*による効果的な情報発信やビッグデータ*を活用したマーケティ

 ングの実施など、いかに情報技術を使いこなせるかが効果的な観光誘客や地域にお

 ける消費拡大の鍵を握っています。

 ③ 都市間競争の激化

  国内では、人口減少や内需縮小により都市間競争が激化しています。また、国際 

 社会においてもグローバル化の進展や新興国の成長等により他都市と差別化した 

 ブランドの確立や価値の提供等により、ひと、もの、情報等を惹きつけ、国際競争 

 力を強化していくことが必要とされています。 

 ④ 企業や団体の協業拡大 

  観光客のニーズの多様化に対応するため、異なる分野の企業や団体間の協業によ

 る新たなサービスの提供が活発になっています。また、個人旅行の増加により、個

 人がそれぞれの趣向にあった商品やサービスを探すことができるプラットフォー

 ムを提供する企業（プラットフォーマー）が台頭し、“協業”や“共創”により観

 光客のニーズにあった価値を提供することが求められています。
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２ 本市の強みや機会 

（１）本市の強み 

 ① 浜名湖をはじめとした豊かな自然や豊富な食資源 

  浜松・浜名湖地域は、平成 29 年（2017 年）12 月に国から食文化で訪日外国人を

 誘客する地域（農泊 食文化海外発信地域）に認定されました。今後、本市の食や

 農産物等を統一ブランドの「SAVOR JAPAN（セイバージャパン）」として国内外に

 発信し、これまで以上に効果的に誘客に繋げていくことが期待されます。

② 世界レベルのものづくりや音楽文化 

  本市は、日本有数のものづくり産業の集積都市として、自動車やオートバイ、楽 

 器、光技術などの高度な産業技術を生み出し、世界的な企業が多く立地しています。 

  また、世界に誇る楽器産業の集積を基盤として、国際的な音楽イベントから市民 

 が身近に楽しむことができるものまで、幅広い音楽事業を展開してきました。 

  こうした本市のものづくりや音楽文化を地域の魅力として、観光誘客に繋げてい 

 くことが期待されます。 

 ③ 交通至便なロケーションと複合コンベンション施設や経済的な宿泊施設の集積 

  本市は、東京と大阪の中間に位置し、交通至便な立地条件にあるとともに、駅と 

 直結する複合コンベンション施設のアクトシティ浜松や駅周辺の経済的な宿泊施 

 設の集積により、コンベンションの開催地として最適な都市であります。 

 ④ 都市機能と自然、レジャーが共存するまち 

  本市は、ものづくりの企業が集積し、働く場や都市機能が整っていながら、すぐ 

 近くで湖・海・川・山等の自然やレジャーを楽しむことができる「都市機能と自然、 

 レジャーが共存するまち」であります。また、本市は、浜名湖、太平洋、天竜川に 

 囲まれ、多様なマリンスポーツやビーチスポーツができる優れた環境を有していま

す。 

山 

川 

海 

湖 都会 
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（２）今後の大型イベント等の開催予定 

  平成 30 年度（2018 年度）以降に予定されている主要な大型イベントは下表のと

おりです。

  今後、こうした大型イベントの機会を活用し効果的に誘客を行っていきます。

種別
H30 年

（2018 年）

H31 年

（2019 年）

H32 年

（2020 年）

H33 年

（2021 年）

H34 年

（2022 年）

全
国

国際イベント RWC2019*注 1 ｵﾘﾊﾟﾗ大会*注 2

県
内
・
市
内

県内 ﾌﾟﾚ DC 
（販促会議）

DC*注 3 ｱﾌﾀｰ DC 

市内
第 10 回浜松国際 

ピアノコンクール 

浜松城築城 450年

ﾌﾗﾜｰﾊﾟｰｸ 50周年

第 11 回浜松国際 

ピアノコンクール 

市制 110 周年

*注 1:ラグビーワールドカップ 2019* 
*注 2：東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会*（以下、オリパラ大会）

*注 3：デスティネーションキャンペーン* 

（３）観光分野の都市間連携

 浜松市が観光の分野で協定を締結している都市等は、下表のとおりです。

■ 観光分野で協定を締結している都市等 

都市名等 締結年 概要 

瀋陽市（中国） 
H22.08.28 
(2010.08.28) 

花緑の博覧会への出展や経済セミナーへの参加等を通じ

相互交流を重ねた後、H22 年（2010 年）に観光の分野で友好

交流都市協定を締結。都市間の関係を生かした誘客プロモー

ションや瀋陽市職員を研修生として受け入れる事業等を実施

している。

杭州市（中国） 
H24.04.06 
(2012.04.06) 

浜名湖と西湖のつながりを生かし、浜松市と杭州市が H24
年（2012 年）に観光分野で友好都市協定を締結。都市間の

関係を生かした誘客プロモーション等を行っている。

台北市（台湾） 
H25.07.31 
(2013.07.31) 

都市・自治体連合（ＵＣＬＧ）や花緑の博覧会等を通じ相

互交流を重ねた後、H25 年（2013 年）に観光の分野で交流

都市協定を締結。都市間の関係を生かした誘客プロモーショ

ンや音楽交流等を行っている。

日月潭（台湾） 
H28.08.28 
(2016.08.28) 

サイクリングや遊覧船など浜名湖と共通のコンテンツを

有する日月潭と浜名湖との交流により相互に取組の共有

を図るとともに浜名湖の国外における知名度向上等を目

的とし、H28 年（2016 年）に浜名湖観光圏整備推進協議会

と南投県観光産業連盟協会が友好協定を締結。

御殿場市（日本）
H24.12.25 
(2012.12.25) 

新東名開通を機に連携協力して国内外からの観光誘客や

地域活性化を図っていくことを目的に H24 年（2012 年）

に観光連携協定を締結。
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第３章 施策展開 

１ 施策推進にあたっての視点 

 「選択と集中」と「効果的な連携」の 2 つの視点により個別の施策を効果的に推進

していきます。

視点１ 選択と集中 

 選択と集中により限られた財源と資源を有効に活用するため、以下の 4 つの分野を

重点分野に位置づけ取り組みます。

重点分野１：ブランド確立 

重点分野２：インバウンド 

 重点分野３：ＭＩＣＥ*
 重点分野４：「ものづくり」「音楽文化」×観光

視点２ 効果的な連携 

 多様な主体や地域との連携により、本市の持つ力を最大限に引き出し効果的に施策

を推進していきます。 

（１）官民連携、異業種連携 

  平成 30 年度（2018 年度）に設立予定の（仮称）浜松・浜名湖ＤＭＯがプラット

 フォームとなり、官民や異業種の連携を図り、地域が一体となった観光地域づくり

 を推進していきます。

（２）地域間連携と広域連携 

  行政区域に捉われず、来訪者目線で本市の資源を生かすことができる地域間連携 

 や広域連携を行い、魅力ある独自の周遊ルートを形成し、一体的に売り出していき 

 ます。 

（３）他分野との連携 

  本市の強みや特長と観光を組み合わせ、「〇〇×観光」（例：産業観光、音楽旅行、 

 アウトドアツーリズム*、スポーツツーリズム、グリーンツーリズム*等）として誘 

 客や販路拡大に繋げ、各分野の振興や地域の活性化を図ります。 
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２ 推進施策 

＜推進施策の体系＞ 

 本市の強みを生かし、「ブランドの確立と観光資源の磨き上げ」と「戦略的かつ効

果的な観光誘客」を積極的に推進していきます。 

 また、こうした観光誘客の推進基盤の確立に向け、「観光推進体制の強化」と「受

入態勢の強化」に取り組んでいきます。 

【戦略的な観光誘客】 

【推進基盤の確立】 

ブランドの確立と観光資源の磨き上げ 施策 1 施策 2 戦略的かつ効果的な観光誘客 

(1)ブランドの確立 

観光推進体制の強化 施策 3 施策 4 受入態勢の強化 

(1)（仮称）浜松・浜名湖ＤＭＯの形成 

(2)観光資源の磨き上げと活用 

(3)観光による消費拡大に向けた 

  地域産品の磨き上げ 

(1)観光統計の整備やマーケティングの実施 

(2)MICE や大規模イベントを活用した効果的な誘客 

(3)戦略的なインバウンドの推進 

(5)デジタルプロモーションの強化 

(2)人材育成 

(3)効果的な広域連携の推進 

(4)持続可能な推進に向けた財源の検討 

(1)観光関連産業の基盤強化 

(2)滞在や周遊の促進 

(3)ユニバーサルツーリズム*の推進 

(4)本市の魅力を生かしたテーマ観光の推進 
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 施策１  ブランドの確立と観光資源の磨き上げ 

（１）ブランドの確立

 ≪目指す方向性≫ 

  浜名湖を核とした「海
うみ

の 湖
みずうみ

」ブランド*の推進とものづくりや音楽文化など都 

 市としてのブランド力を生かした誘客を行います。 

  また、ブランドを構成する各資源を磨き上げるとともに、ブランドを体感できる 

 商品の造成を行います。 

 ≪主な取組≫ 

 ①「海の湖」ブランドの推進 

「海
う み

の湖
みずうみ

」ブランドを体感できる滞在型商品の造成と磨き上げ 

「海
う み

の湖
みずうみ

」の恵みを生かした食のブランド化 

② 本市の強みを生かした観光ブランドの確立 

「ものづくり×観光」による観光ブランドの確立 

「音楽文化×観光」による観光ブランドの確立 

（２）観光資源の磨き上げと活用 

 ≪目指す方向性≫ 

  モノ消費からコト消費への変化に対応するため、自然や歴史、文化資源等の地域 

 資源の磨き上げや滞在型商品の造成を行います。 

 ≪主な取組≫ 

 ① 自然、歴史、文化資源の活用 

直虎レガシー*など歴史的資源を生かした「出世の街・浜松*」の推進 

日本遺産*の登録申請と文化財の活用 

豊かな自然環境を生かしたアウトドアツーリズムの推進 

② 地域資源を生かした滞在型商品の造成 

滞在型商品の造成や磨き上げ 

滞在型商品の手配や受け入れの態勢整備 
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（３）観光による消費拡大に向けた地域産品の磨き上げ 

 ≪目指す方向性≫ 

  食や土産品等の地域産品のブランド化を図り、観光により消費を拡大します。 

 また、ふるさと納税*等を活用し地域産品の販路を拡大します。 

 ≪主な取組≫ 

① 地域の食や産品のブランド化 

食や土産品等の地域ブランドの確立 

「食×観光」による誘客拡大 

② 観光を通じた飲食、土産品、物産等の消費拡大 

ふるさと納税等を活用した地域産品の販路拡大 

「食×観光」による各種物産の消費拡大 
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 施策２ 戦略的かつ効果的な観光誘客 

（１）観光統計の整備やマーケティングの実施

 ≪目指す方向性≫ 

  科学的データに基づく質の高い戦略的な観光誘客を行うとともに、来訪者のニー 

 ズにあった商品の造成や受入態勢の整備を行うため、観光統計の整備やマーケティ 

 ングの実施、ＰＤＣＡ の運用を行います。 

 ≪主な取組≫ 

①  観光統計の整備やビッグデータ等の活用 

観光統計の整備と統計データの観光事業者等との共有 

ビッグデータ等の活用やオープンデータ*の活用促進 

②  マーケティングの効果的活用とＰＤＣＡサイクルの運用 

マーケティングの実施とマーケティングデータの観光事業者等との共有 

マーケティングに基づくＰＤＣＡサイクルの運用 

③  ＤＭＯによる誘客戦略の策定 

ＤＭＯが主体となったマーケティングに基づく戦略の策定 

戦略に基づく一貫した誘客プロモーションや受入態勢の整備 

（２）ＭＩＣＥや大規模イベントを活用した効果的な誘客 

 ≪目指す方向性≫ 

  交通至便なロケーションや駅周辺の複合コンベンション施設、利便性の高いホテ

 ルの集積等の優位性を最大限に生かし、ＭＩＣＥを積極的に誘致していきます。

  また、大型観光キャンペーンやラグビーワールドカップ 2019、東京 2020 オリン

 ピック・パラリンピック競技大会（以下、オリパラ大会）等の大規模イベントの機

 会を生かし効果的に本市の魅力を売り込み、誘客していきます。

 ≪主な取組≫ 

 ① ＭＩＣＥの誘致 

官民一体となったＭＩＣＥの誘致 

ユニークベニュー*の開拓や活用 

② デスティネーションキャンペーン（ＤＣ）等を活用した国内誘客の推進 

大型観光キャンペーン等を生かした効果的な誘客プロモーションの展開 

大規模イベントの機会を生かしたコンテンツの開発や磨き上げ 
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③ ラグビーワールドカップ 2019 等やオリパラ大会等を活用した国際誘客の推進 

ラグビーワールドカップ 2019 を契機とした欧米豪からの誘客強化

欧米豪を中心とした富裕層向けの滞在型商品造成 

④ フィルムコミッションの推進 

メディアの効果的な活用 

ロケツーリズム*の推進 

（３）戦略的なインバウンドの推進 

 ≪目指す方向性≫ 

  人口減少等により国内市場が縮小するなか、本市の特長を生かした戦略的なイン 

 バウンドの推進により海外からの誘客を拡大し、地域経済を活性化します。 

  また、急速に進むＦＩＴ*化やコト消費の拡大に対応するとともに、ラグビーワ

 ールドカップ 2019 を契機として欧米豪からの誘客に取り組んでいきます。

 ≪主な取組≫ 

 ① ターゲットの明確化と国・地域別の戦略的な展開 

重点市場の明確化と国・地域別の戦略策定 

トップセールスの推進とビジネスミッションの帯同等官民連携による効果的

な観光誘客 

 ② ＦＩＴへの対応と本市の強みを生かした団体旅行の誘致 

レールパス*やレンタカー等を生かした効果的な誘客 

ものづくりの視察旅行や音楽旅行等本市の強みを生かした団体旅行の誘致 

二次交通を繋ぐ周遊パス発行と活用の促進 

③ 欧米豪からの誘客の強化 

ラグビーワールドカップ 2019 を契機とした欧米豪からの誘客強化（再掲）

欧米豪を中心とした富裕層向けの滞在型商品の開発 

④ 外国人向け滞在プログラムの造成や受入環境の整備 

外国人向け滞在型商品の造成 

外国人向け滞在プログラムの手配や受入環境の整備 

アニメやゴルフ等新たなコンテンツ活用の検討 

（４）本市の魅力を生かしたテーマ観光の推進 

 ≪目指す方向性≫ 

  本市のものづくりや音楽文化等の都市ブランドを生かした効果的な誘客を行う 

 とともに湖・海・川・山等の自然に恵まれ、あらゆるアウトドアやマリンスポーツ・ 

 ビーチスポーツを楽しむことができる強みを生かしたテーマ観光を積極的に推進 

 します。 
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 ≪主な取組≫ 

① 産業観光の推進や音楽旅行の誘致

ものづくりの強みを生かしたインセンティブ旅行*や視察旅行の誘致 

「音楽の都・浜松」のブランドを生かした音楽旅行の誘致 

 ② スポーツツーリズムやアウトドアツーリズムの推進

舟運やサイクリング、マリンスポーツ等湖や海を生かしたツーリズムの推進 

カヌーやラフティング等山や川を生かしたツーリズムの推進 

③ 歴史、文化資源を活用した誘客 

直虎レガシーなど歴史的資源を生かした「出世の街・浜松」の推進（再掲） 

日本遺産の登録申請と文化財の活用（再掲） 

 ④グリーンツーリズムの推進

農山漁村交流体験プログラムを生かした誘客 

本市の食のブランドを生かした誘客 

（５）デジタルプロモーションの強化 

 ≪目指す方向性≫ 

  団体旅行から個人旅行、モノ消費からコト消費へと変化する旅行形態や旅行者の 

 ニーズの多様化等に対応するためＳＮＳ等を活用したデジタルプロモーションを 

 強化します。 

 ≪主な取組≫ 

 ① ホームページ（ＨＰ）やＳＮＳ等の効果的な活用 

当地域のデジタルプロモーションの見直しと強化 

地域の各観光資源等のデジタルプロモーションの強化 

外国人目線での効果的な情報発信 

 ② 旅行者のＳＮＳによる地域の魅力発信の促進 

インスタ映え*するスポットの開拓と旅行者への情報発信 

旅行者による当地域の魅力発信の検証と発信の促進 

③ 地域の魅力を発信する写真や動画素材の整備 

地域資源をより効果的に発信する写真や動画素材の整備 

整備した写真や動画素材の共有と活用促進 
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 施策３ 観光推進体制の強化 

（１）（仮称）浜松・浜名湖ＤＭＯの形成

 ≪目指す方向性≫ 

  地域が観光で稼ぐ力を強化するため観光地域づくりの舵取り役となる（仮称）浜

 松・浜名湖ＤＭＯを官民協働で設立、形成していきます。

 ≪主な取組≫ 

 ① 官民協働によるＤＭＯの設立、形成 

官民協働による（仮称）浜松・浜名湖ＤＭＯの設立

（仮称）浜松・浜名湖ＤＭＯの形成に向けた支援 

（仮称）浜松・浜名湖ＤＭＯが舵取り役となった観光地域づくりの推進 

② 観光協会や観光事業者等との効果的な連携 

（仮称）浜松・浜名湖ＤＭＯと地域の観光協会との効果的な連携 

（仮称）浜松・浜名湖ＤＭＯと地域の観光事業者との連携や協業 

③ 異業種の連携や民間の投資促進 

（仮称）浜松・浜名湖ＤＭＯがプラットフォーム*となった異業種の連携促進 

（仮称）浜松・浜名湖ＤＭＯによるマーケティング結果の共有やビジネスマッ

チングセミナーの開催等による民間の投資促進 

（２）人材育成 

 ≪目指す方向性≫ 

  地域の大学等と連携した観光人材の育成と滞在型商品の魅力向上に向けた各種 

 ガイドの育成を行います。 

 ≪主な取組≫ 

 ① 大学等との連携強化 

地域の大学等と連携した観光人材の育成 

地域の大学等と連携した社会人の学び直しの機会の創出 

② 滞在型商品の魅力向上に向けた各種ガイドの育成 

「海
う み

の湖
みずうみ

」ブランドや地域資源の魅力を伝えることができるガイドの育成 

「海
う み

の湖
みずうみ

」ブランドの中核となるサイクリングや舟運等のガイドの育成強化 
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（３）効果的な広域連携の推進 

 ≪目指す方向性≫ 

  来訪者目線に立ち、本市の資源を生かす独自の周遊ルートを確立し、地域間連携 

 や広域連携により効果的に誘客を行います。 

 ≪主な取組≫ 

 ① 本市の資源を生かす独自の周遊ルートの確立や広域連携 

本市の資源や二次交通のパス等を生かした独自の周遊ルートの確立 

周遊ルートの一体的なプロモーション 

② 官民や行政区域を越えた戦略的連携 

官民の垣根を越えた戦略的な広域連携 

行政区域を越えた来訪者目線の連携 

（４）持続可能な推進に向けた財源の検討 

 ≪目指す方向性≫ 

  地域が観光で稼ぐ力を強化し、持続的な発展に繋げるため、舵取り役となる（仮 

 称）浜松・浜名湖ＤＭＯの形成に向け官民が連携して支援するとともに、地域全体 

 として観光分野の振興に資する財源の確保や民間資金の調達・活用方策等について 

 検討していきます。 

 ≪主な取組≫ 

 ① 観光による持続的発展に資する財源のあり方の調査研究 

（仮称）浜松・浜名湖ＤＭＯによる収益事業の実施や宿泊税*等地域の観光財

源のあり方の調査研究 

観光分野におけるファンドやクラウドファンディング*等の活用促進 

② 民間による投資の促進 

パブリックピッチ*等の開催による異業種の連携促進 

ＤＭＯによるマーケティング結果の共有やビジネスマッチングセミナーの開

催等による民間の投資促進（再掲） 
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 施策４ 受入態勢の強化 

（１）観光関連産業の基盤強化

 ≪目指す方向性≫ 

  受入態勢の強化に向け観光関連産業の生産性向上やおもてなしの向上等基盤を 

 強化していきます。 

  また、ベンチャー*や異業種の参入促進により観光関連産業の裾野を広げ、観光 

 による経済波及効果の拡大を目指します。 

 ≪主な取組≫ 

 ① 宿泊や観光、飲食等各種施設の受入態勢強化 

おもてなし規格認証*やサクラクオリティー*等の積極的活用 

セミナーの開催や専門家の派遣 

② 異業種・ベンチャー等の参入やマッチングの促進 

観光分野や異業種のビジネスマッチングセミナーの開催 

幅広い分野の事業者を対象とした観光セミナーの開催 

（２）滞在や周遊の促進 

 ≪目指す方向性≫ 

  観光による地域への経済波及効果の向上に向け、地域内を周遊し、滞在を伸長す 

 るため、施設間や異業種の連携促進、周遊パス等の発行や活用を促進するとともに、

受入環境の整備を進めます。 

 ≪主な取組≫ 

① 周遊促進に向けたパスや携帯アプリ等の活用 

二次交通の連携による周遊パスの発行促進 

クーポンや携帯アプリ等の活用による周遊促進 

 ② 施設間や異業種の連携促進 

マッチングセミナーや先進事例等を紹介するセミナー等の開催 

（仮称）浜松・浜名湖ＤＭＯ等によるマッチングやコーディネート 

 ③ 受入環境の整備と施設の活用 

観光施設や設備等の受入環境の整備 

民間活力による拠点となる施設整備の促進 

公園、ホール、スポーツ施設等の観光利活用 

観光ガイドの活用 
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（３）ユニバーサルツーリズムの推進 

 ≪目指す方向性≫ 

  オリ・パラにおける「共生社会ホストタウン*」の取組を通じて、高齢者や障が 

 い者、外国人など誰もが安心して快適に観光できる環境を整備し、国内外にウェル 

 カムな都市イメージを発信します。 

 ≪主な取組≫ 

 ① 多言語化や通信環境の向上 

地域全体の多言語化の推進と各施設における対応支援 

多言語対応におけるＩＣＴ*等の技術の活用 

Wi-Fi*環境の整備と旅行者への情報提供

② キャッシュレス化*の促進 
キャッシュレス化に関するセミナーの開催 

キャッシュレス化に関する情報の旅行者への提供 

③ おもてなしの受入態勢の強化 

おもてなし研修の実施 

各施設のおもてなし研修の実施促進 
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【用語解説】 

※初出頁順 

（仮称）浜松・浜名湖ＤＭＯ（P.1）
 ＤＭＯ（Destination Management/ Marketing Organization）は、地域の観光マネジメン

トとマーケティングを一体的に担う組織。当地域では、浜松市と湖西市をエリアとし

た地域連携ＤＭＯとして（仮称）浜松・浜名湖 DMO を平成 30 年度（2018 年度）に

設立予定。

シビックプライド（P.3）
 都市に対する誇りや愛着という意味の、シビック（市民や都市）とプライド（誇り）

を合わせた言葉。都市の課題解決や活性化等の具体的な行動に取り組む姿勢を含む。

クオリティ・オブ・ライフ（P.3）
 一人ひとりの人生や生活の内容の質を表す。健康、人間関係、住環境、教育、レジ

ャー等を通じ、恵まれた環境で仕事や生活を楽しみながら、幸福な人生を見出してい

るかどうかの尺度として活用されている。

ＰＤＣＡサイクル（P.3）
 計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善（Action）の英単語の頭文字をとっ

た言葉。事業活動における生産・品質管理等の管理業務を計画どおり進めるために繰

り返す必要がある管理サイクル。

デジタルプロモーション（P.4）
 インターネットのウェブサイトや SNS 等のデジタル技術を活用した情報発信。

インバウンド（P.5）
 外国人が訪れてくる旅行のこと。政府は、平成 32 年（2020 年）の訪日外国人旅行

者数の目標値を 4,000 万人に設定している。

モノ消費からコト消費（P.6）
 旅行市場の成熟化に伴い、旅行者の消費行動が商品やサービスの消費から、それら

を通じて得られる体験や経験に価値を見出す消費傾向に変化している。

ＳＮＳ（P.6）
 ＳＮＳ「Social Networking Service」は、趣味や職業、居住地域等の共通点を有する

個人間のコミュニケーションを促進し、社会的なネットワークの構築を支援するイン

ターネットを利用したサービス。SNS の種類では、「Twitter（ツイッター）」、｢Facebook
（フェイスブック）｣、「Instagram（インスタグラム）｣、「LINE（ライン）」等が有名。
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ビッグデータ（P.6）
 観光行動及び行動に影響を与える周辺状況を含む大規模・多種・複数情報源由来の

データ群を表す。観光の現象や行動原理等を総合的に解析することで、観光行動に関

して多様な視点での把握が可能となる。 

ラグビーワールドカップ 2019（P.8）
 ラグビーワールドカップは、世界三大スポーツイベントのひとつで、平成 31年（2019
年）9～11 月に日本で初開催される予定。本市は東京と大阪のゴールデンルート上に

位置し、試合会場のエコパスタジアムと豊田スタジアムに近接することから、観戦客

の誘客が期待される。

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会（P.8）
 平成 32 年（2020 年）のオリンピック・パラリンピック競技大会は、東京で開催さ

れ、オリンピック競技大会は平成 32 年（2020 年）7 月 24 日（金）～8 月 9 日（日）、

パラリンピック競技大会は 8 月 25 日（火）～9 月 6 日（日）に開催される。本市はブ

ラジルのパラリンピックチームの事前合宿地となっており、「共生社会ホストタウン」

に登録済。 

デスティネーションキャンペーン（P.8）
 ＪＲグループ６社（北海道・東日本・東海・西日本・四国・九州旅客鉄道）と、指

定された自治体、地元の観光事業者等が共同で実施する国内最大の観光キャンペーン。

期間は四半期ごとに年間４回行われる。静岡県ではこれまでに平成 4 年（1992 年）と

平成 12 年（2000 年）に実施しており、平成 31 年（2019 年）4～6 月に 19 年ぶりに開

催される。 

ＭＩＣＥ（P.9）
 企業等の会議（Meeting）、報奨・研修旅行（Incentive Travel）。国際機関・団体、学

会等が行う国際会議（Convention）、展示会・見本市、イベント（Exhibition/Event）の

頭文字。多くの集客交流が見込まれるビジネスイベント等の総称。 

アウトドアツーリズム（P.9）
 屋外で行うスポーツやレジャーの総称。海岸や山間部など自然豊かな場所で行うス

ポーツやレジャーを表すアウトドアを目的とする旅行。 

グリーンツーリズム（P.9）
 農山漁村に滞在または訪問し、その土地ならではの様々な体験を楽しむとともに、

地域の人々との交流を通じて自然や文化、生活等の魅力に触れる旅行。
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ユニバーサルツーリズム（P.10）
 年齢や障害の有無または、人種や言語の違いにかかわらず、誰もが気兼ねなく楽し

めるように配慮された旅行。 

「海
う み

の湖
みずうみ

」ブランド（P.11）
 「海

う み

の湖
みずうみ

」は、浜松・浜名湖地域のブランドとして確立を目指しているコンセプ

ト。海水と淡水が混ざり合う汽水湖である浜名湖を核とした滞在型観光の拡充に向け

取り組んでいる。 

直虎レガシー（P.11）
 浜松・浜名湖が舞台地となった、平成 29 年（2017 年）大河ドラマ「おんな城主 直

虎」で育まれたり、発掘された地域資源等を生かして、「井伊直虎ゆかりの地」を財

産とした「出世の街 浜松」のブランドをさらに高めるための観光誘客への取組み。 

出世の街・浜松（P.11）
 浜松城は、徳川家康が築城し、歴代城主の多くが幕府の重役に登用されたため、「出

世城」と呼ばれている。近代以降においても世界的な起業家やものづくり企業が創出

されていることから、市を国内外に売込む推進テーマとして「出世の街・浜松」を掲

げている。 

日本遺産（P.11）
 日本の魅力あふれる特徴的な文化や伝統のストーリーを国内外からの観光誘客に

結び付けるため、地域の歴史資源や生業、景観等を文化庁が認定する制度。 

ふるさと納税（P.12）
 個人住民税の一部を納税者が選択する自治体に回せるようにして、ふるさと等を応

援することができる仕組み。自分のふるさとや応援したい自治体に対して寄付をした

個人や法人の納税額を軽減する制度。

オープンデータ（P.13）
 行政機関等が保有する公共データのうち、機械判読に適したデータ形式で二次利用

が可能となるデータを、利用ルールに基づいて外部向けに公開するデータ。 

ユニークベニュー（P.13）
 歴史的建造物をはじめとした文化施設や公共空間等で会議やレセプションを開催

することで、普段の会場とは違う特別なイメージや地域の特性を演出することができ

る会場。
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ロケツーリズム（P.14）
 地域を訪れて単に観光を楽しむだけでなく、映画やドラマのストーリーを思い浮か

べながら様々なスポットを回って地域との触れ合いを体験する旅。シティプロモーショ

ンやインバウンド等の地域活性化施策としても有用。

ＦＩＴ（P.14）
 ＦＩＴ「Foreign Independent Travel」は、旅行を計画する際に、交通機関のチケット

の手配からホテル選び等に至るまでの行程を、個人で手配する旅行。

レールパス（P.14）
 他国を旅行で訪れた外国人用に、通常価格よりも廉価で提供される鉄道乗り放題の

周遊用切符のこと。

インセンティブ旅行（P.15）
 企業等が行う報奨・研修旅行。

インスタ映え（P.15）
 平成 29 年（2017 年）の流行語大賞を受賞した、｢Instagram｣と｢写真映え｣を合わせ

た造語。SNS の一種である Instagram に投稿した写真やその被写体などに対して見映

えがする、おしゃれに見える、という意味で用いられる表現。

プラットフォーム（P.16）
 サービスや情報を集めた場を提供することで利用客を増やし、市場での優位性を確

立するビジネスモデルや異なる主体をつなぐワンストップ窓口。「観光地域づくりプ

ラットフォーム」は、着地型旅行商品の販売を行うため、地域内の提供者と市場をつ

なぐワンストップ窓口としての機能を担う事業体。

宿泊税（P.17）
 宿泊税は、都市としての魅力を高めるとともに、旅行者に分かりやすい案内標識の

整備、観光案内所の運営、観光情報の提供、観光プロモーションなどの観光振興事業、

に充てるため、地方公共団体が独自に課税することができる地方税。

クラウドファンディング（P.17）
 群衆を意味する「Crowd」と、資金調達を意味する「Funding」を組み合わせた造語。 

 企業等が、資金調達サイトを介し、広く一般に資金の募集を行うことで、資金調達

を図る仕組み。
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パブリックピッチ（P.17）
 観光・インバウンド部門の Public Pitch を指す。地方自治体や観光関係団体が抱え

る課題を解決するベンチャー企業との取引機会創出・地域イノベーション促進を目的

として、双方の出会いを創出する場。

ベンチャー（P.18）
 企業として新規の事業に取り組むこと。新規に起業した企業によって行われるもの

を指すことが多いが、既存の企業が新たに事業に取り組む場合を含む。

おもてなし規格認証（P.18）
 おもてなし規格認証は、（一社）サービスデザイン推進協議会に認定された認証機

関によってグレードごとに認証を受けることができるもので、サービス産業の活性化

と生産性の向上による地域経済の活性化を目的として、サービス品質を見える化する

ことによって、サービス事業者の活性化を促進する仕組み。

サクラクオリティー（P.18）
 世界中の旅行者に、質の高い日本の観光サービスに関する情報提供を行い、安心で

快適な旅行を楽しんでいただくために、（一社）観光品質認証協会が実施している仕

組み。マークは一定の品質基準を満たし、厳正な審査を経たサービスにのみ授与。

共生社会ホストタウン（P.19）
 パラリンピック競技大会の開催を通じ、共生社会の実現を目指すため国が、パラリ

ンピアンとの交流などをきっかけに、共生社会の実現に向け、ユニバーサルデザイン

のまちづくりと心のバリアフリーに取り組むホストタウンを登録する制度を創設。浜

松市は、「共生社会ホストタウン」に登録されている。

ＩＣＴ（P.19）
 ＩＣＴは、「Information and Communication Technology」の略で、情報処理や通信に

関連する技術、産業、設備、サービスの総称。

ＷｉＦｉ（P.19）
 「Wi-Fi Alliance」という業界団体によって認められた無線通信の規格のひとつ。ス

マートフォンやパソコン等を無線でインターネット上のネットワークにつなぐこと

ができる情報通信技術。 

キャッシュレス化（P.19）
現金引き出し等の手間の削減や取引決済の安全性向上、利便性向上のため、現金取

扱い業務を削減するための、スマートフォンにおける瞬時決済、海外発行クレジット

カード等で利用可能なＡＴＭの普及、地方商店街や観光地等でのクレジットカード等

決済端末の導入、電子納付の普及等。

ゴールデンルート（P.33）
ゴールデンルートとは、訪日外国人旅行で定番の東京、富士山、京都、大阪等を周

遊するルート。 
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１ 策定経過 

■ 浜松市観光地域づくりのあり方検討会議【平成 28 年度（2016 年度）】 

１ 検討の趣旨とテーマ 

浜松市の特長を生かした観光地域づくりのあり方を検討するため、平成 28 年度（2016 年度）

に学識経験者や観光・金融・経済関係など幅広い関係者に参画いただき、浜松市観光地域づくり

のあり方検討会議を設置し、次の事項についてとりまとめを行いました。

（１）観光地域づくりの取組の現状と課題に関すること

（２）地域の活性化に資する観光地域づくりのあり方に関すること

（３）日本版ＤＭＯをはじめとした観光地域づくりの推進体制に関すること

（４）その他必要と認める事項

２ 委員構成 ３ 検討の経緯

４ 観光地域づくりの方向性【観光ビジョンの骨子】 

（１）目指す方向性 

 ①経済的視点  観光関連産業の主要産業化【稼ぐ力の強化】 

ものづくりのまちとして発展してきた本市において、人口減少や内需縮小等の環境変化に対

 応し、持続的発展をとげるため、“ものづくり”や“音楽文化”など本市の特長を最大限に生かしつ

 つ、“浜名湖”を中心とした観光資源を世界レベルに磨き上げ、地域全体で観光関連産業の主要

 産業化を目指す。

 ②社会的視点  クオリティ・オブ・ライフの向上【住民満足度向上】 

  観光の視点から市民生活を見直し、本市の自然豊かな環境等を生かした余暇の充実や浜松な

 らではの週末の過ごし方の提案、ワーク・ライフ・バランスの向上等によりクオリティ・オブ・
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 ライフの向上を図る。また、観光地域づくりへの住民の参画を通じ、住民が地域に愛着や誇り

 を持ち、地域を自ら紹介・発信していくという好循環を形成する。

（２）重点分野 

「ブランド確立」「ＭＩＣＥ」「インバウンド」「ものづくり・音楽文化等と観光の融合」

（３）推進体制と財源の検討方針 

①市とビューロー、観光圏の役割分担を明確にし、重複する取組や機能の整理を行うとともに、 

  新たな取組の柱を持続的に推進できる体制及び財源を確立。

②体制の整備に当たっては、民間の関与を強めるとともに、金融機関や教育機関等との連携を 

  強化し、地域のリソースを最大限に生かす体制を構築する。

５ 推進体制 

【DMO 設立のポイント】 

・設立するＤＭＯの最大のミッションは、観光で地域が稼ぐ力の強化

・スピード感を持ってＤＭＯを設立（機能強化、持続的な財源確保は段階的に行う）

・重複する取組や機能をＤＭＯに集約

・浜松市、湖西市をマネジメント区域とする地域連携ＤＭＯの設立 

６ 財源 

  ＜中核を担う観光推進機構の財源の現状と目指す姿＞ 

現状 目指す姿 

■自主財源の展開が困難 

 ・国等の補助金に依存 

 ・低金利等を背景に基金の運用益が減少 

 ・メリット感が不明確で賛助会員数及び会 

  費収入が伸び悩やむ 

■自立的、持続的な財源の確保 

 ・収益事業の拡大 

 ・受益者負担によるサービスの向上が収益 

  増加に繋がる好循環の構築 

 ・会員や民間事業者との更なる連携 
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２ 観光の動向 

（１）世界の状況 

 ■ 国際観光客到着数の推移 

  国連世界観光機関（ＵＮＷＴＯ）によると、全世界の国際観光客数は、昭和 25
年（1950 年）の 2,500 万人から大きく増加しており平成 28 年（2016 年）には 12.4
億人を記録しています。

図表 1 国際観光客到着数の推移

資料：平成 29 年度版 観光白書

■ 世界の GDP に占める観光産業の経済波及効果 

  世界旅行ツーリズム協議会（ＷＴＴＣ）によると、観光産業は、全世界のＧＤＰ

 の約 10%を占めており、自動車製造業の約 8%を超えています。

図表 2 世界の GDP に占める観光産業の経済波及効果

資料：WTTC の「Benchmarking Travel &Tourism’s Economic Impact Against Other Sectors」

（2012）
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■ 観光産業の経済波及効果と予測値 

  世界旅行ツーリズム協議会（ＷＴＴＣ）によると、観光産業の経済波及効果は、

 右肩上がりに伸びており、平成 38 年（2026 年）の予測値は、約 11 兆ドルとされて

 おり、今後も成長が見込まれます。

   図表 3 観光産業の経済波及効果と予測値

   資料：WTTC の「Travel & Tourism Economic Impact 2016 World」

（２）国内の状況 

■ 人口減少、少子高齢化の推移と予測 

  日本は、平成 20 年（2008 年）に人口のピークを迎え既に人口減少に転じていま

 す。急速な生産年齢人口の減少や老年人口の増加による社会保障制度の維持や内需

 縮小による経済の停滞が懸念されています。

図表 4 人口減少、少子高齢化の推移と予測

 資料：総務省 
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■ 国内宿泊旅行延べ人数、国内日帰り旅行延べ人数の推移 

  国内宿泊旅行、日帰り旅行共に平成 26 年（2014 年）に減少したものの、国内宿

 泊旅行は平成 27 年（2015 年）に増加に転じ、平成 28 年（2016 年）は、延べ約 3.26 
 億人になりました。 

図表 5 国内宿泊旅行延べ人数、国内日帰り旅行延べ人数の推移

資料：旅行・観光消費動向調査（観光庁） 

 ■ 国内旅行消費額の推移 

  国内旅行消費額は、平成 26 年（2014 年）に減少したものの、平成 27 年（2015
年）以降回復し、平成 28 年（2016 年）は、20.9 兆円になりました。

図表 6 国内旅行消費額の推移

   資料：平成 29 年度版 観光白書

 ■ 訪日外国人旅行者数の推移 

平成 28 年（2016 年）の訪日外国人旅行者数は、初めて 2,000 万人を上回る 2,404 
 万人を記録し、4 年連続で過去最高を更新しました。

図表 7 訪日外国人旅行者数の推移

資料：平成 29 年度版 観光白書

（万人） 
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 ■ 訪日外国人旅行者数及び割合（国・地域別） 

  訪日外国人旅行者数のうち、アジアからの旅行者は、2,010万人と前年比約 23% 
 増となり、訪日外国人旅行者全体に占める割合は約 84%になりました。

   図表 8 訪日外国人旅行者数及び割合（国・地域別）2016年

資料：観光庁作成資料 

■ 訪日外国人旅行者による消費の推移 

  訪日外国人旅行者による国内における消費額は、平成 25年（2013年）以降急速
 に拡大しており、平成 28年（2016年）には 3兆 7,476億円を記録しました。

  図表 9 訪日外国人旅行者による消費の推移

  資料：平成 29年度版 観光白書
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（３）浜松市の状況 

■ 浜松市の人口推移 

  浜松市の人口は、平成 22年（2010年）の約 80万人から平成 57年（2045年）に
 は約 66万人と 35年間で約 14万人減少することが推計されています。また、高齢
 化率は、同期間で約 23%から約 38%に上昇すると推計されています。

図表 10 浜松市の人口推移

   資料：浜松市統計資料 

■ 浜松市の観光客数の推移 

  浜松市の観光客数は、東日本大震災の影響を受け平成 23年度（2011年度）に多
 きく減少しましたが、翌年から回復し、平成 28年度（2016年度）は、1,962万人と
 なりました。

 図表 11 浜松市の観光客数の推移

  資料：浜松市調べ

2010 年   2015 年    2020 年     2025 年   2030 年   2035 年      2040 年   2045 年  
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 ■ 浜松市の外国人宿泊者数の推移 

  浜松市の外国人宿泊者数は、平成 23年度（2011年度）以降、訪日外国人旅行者
 の増加に伴い右肩上がりに伸びてきましたが、市内の外国人宿泊者の約 8割を占め
 る中国人の団体客の減少に伴い平成 28年度（2016年度）には、約 33万人に減少
 しました。

図表 12 浜松市の外国人宿泊者数の推移

資料：浜松市調べ

 ■ 浜松市の外国人宿泊者数及び割合（国・地域別） 

  浜松市の外国人宿泊者の国籍割合は、中国が約 8割を占めているのが特徴です。
  ゴールデンルート*の中間地に位置し、経済的なシティホテルやビジネスホテル  
 が集積していることから、ゴールデンルートを巡る中国の団体客が多く宿泊してい 

 ること等が影響しています。

図表 13 浜松市の外国人宿泊者数及び割合（国・地域別）平成 28年度（2016年度）

資料：浜松市調べ
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 ■ 浜松市における国際会議開催件数 

  本市の国際会議開催件数は、近年、年間 5件前後で推移しています。また、会議 
 の種類としては、医学や科学・技術関係の会議が多く開催されています。 

  図表 14 浜松市にける国際会議開催状況

年度 件数 外国人参加者数 国内参加者数

平成 25年度
（2013年度）

4件 204人 9,485人

平成 26年度
（2014年度）

7件 191人 2,783人

平成 27年度
（2015年度）

5件 555人 9,574人

平成 28年度
（2016年度）

4件 338人 1,738人

  資料：浜松市調べ
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３ 観光政策 

（１）国の政策の変遷とビジョン 

 ■ 国の政策の変遷 

H15 年(2003 年） 1 月 小泉総理が「観光立国懇談会」を主催 

4 月 ビジット・ジャパン事業開始 

観光立国懇談会報告書（小泉内閣）「住んでよし、訪れてよしの国づくり」 

H19 年(2007 年) 1 月 観光立国推進基本法施行（議員立法） 

        6 月 観光立国推進基本計画閣議決定（安倍内閣） 

H20 年(2008 年) 10 月 観光庁発足（麻生内閣）

H24 年(2012 年) 3 月 観光立国基本推進計画改定（野田内閣） 

H25 年(2013 年) 3 月 観光立国推進閣僚会議設置（安倍内閣） 

 6 月 「観光立国実現に向けたアクション・プログラム」決定 

日本再興戦略－JAPAN is BACK－閣議決定 

12 月 訪日外国人旅行者 1000 万人達成 

H26 年(2014 年) 6 月 「観光立国実現に向けたアクション・プログラム 2014」決定 
 （「2020 年に向けて、訪日外国人旅行者 2000 万人の高みを目指す」ことを明記） 

「日本再興戦略」改訂 2014 閣議決定 

 12 月 訪日外国人旅行者 1300 万人達成 

H27 年(2015 年) 6 月 「観光立国実現に向けたアクション・プログラム 2015」決定 

 11 月 安倍総理が第 1回「明日の日本を支える観光ビジョン構想会議」を開催 

 12 月 訪日外国人旅行者 1900 万人達成 

H28 年(2016 年) 3 月 「明日の日本を支える観光ビジョン」策定 

■ 明日の日本を支える観光ビジョン 

＜ビジョン策定の背景＞ 

 ビジョン策定時、訪日外国人旅行者 2,000万人の目標達成が視野に入ったことを踏
まえ、次の時代の新たな目標の設定とそのために必要な対応の検討が行われ、ビジョ

ンとしてまとめられた。

視点１：観光資源の魅力を極め、地方創生の礎に 

視点２：観光産業を革新し、国際競争力を高め、我が国の基幹産業に 

視点３：すべての旅行者が、ストレスなく快適に観光を満喫できる環境に 



浜松市観光ビジョン 

- 36 - 

資料：観光庁作成資料

（２）浜松市の観光政策 
 ■ 浜松市総合計画における位置づけ 

 ■ 個別計画：浜松市観光ビジョン 

平成 32 年 

平成 32 年 

平成 32 年 

平成 32 年 

平成 32 年 平成 42 年 

平成 42 年 

平成 42 年 

平成 42 年 

平成 42 年 
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 ■ 関連計画：浜名湖観光圏整備実施計画（区域：浜松市・湖西市） 

 ■ 観光推進体制 

○本市の観光推進体制に関する主な流れ 

年 出来事

平成元年(1989年) 浜松コンベンションビューロー設立

平成 9年(1997年) 浜松市観光協会がビューローに統合

平成 17年(2005年) 12市町村合併（市内観光協会の統合を促す）

平成 19年(2007年) 浜松市観光ビジョン（10年後に観光交流客 2000万人を目指す）

平成 21年(2009年) 浜名湖観光圏の認定（第一次）

平成 24年(2012年) 奥浜名湖観光協会設立（細江・引佐観光協会統合）

平成 25年(2013年) 浜松まつりの事務局を市からビューローに移行

平成 27年(2015年) 
市の組織改編により観光・ブランド振興担当部長、海外戦略担

当課長の設置、フィルムコミッション推進室の設置、シティプ

ロモーション業務の統合

平成 28年(2016年) 天竜区の 5つの観光協会が統合

 ○観光推進体制の概念図（現状） 

うみ みずうみ 

うみ  みずうみ 

2010 年度  2011 年度  2012 年度   2013 年度  2014 年度  2015 年度  
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