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質問項目

本
社
調
査４７都道府県アンケート

１　機
２　機（涅淆淆濤年）
３　機気汽季紀徽規溽溯溲
４　機毅気汽畿祈季稀紀
５　毅
６　北海道デスティネーションキ

ャンペーン（７～９月）

７　震災、原発事故の影響により

減少した外国人観光客の回復に向

けて、中国など東アジアを中心に、

長期滞在型観光の需要が高まって

いることから、長期滞在型観光客

の積極的な誘致

８　―

１　機
２　機（涅淆淆涸年）
３　機気汽季紀徽溽溯
４　毅気汽畿祈季稀紀（季は東北
観光推進機構として。紀は北海道、
北東北３県事務所としてソウル

に）

５　毅
６　―

７　「未来へのあおもり観光戦略」

の取り組みの推進▽震災以降の観

光客の回復およびインバウンド

（韓国、台湾等）の回復

８　―

１　機
２　機（西暦淹濤濤淆年みちのく岩手
観光立県基本条例施行）

３　機気汽季溽溯
４　帰毅気汽畿祈季稀紀
５　毅
６　いわてデスティネーションキ
ャンペーン▽東北観光博覧会

７　東日本大震災津波により被災
した観光施設の早期復旧および観

光関係事業者の早期事業再開▽東

日本大震災津波および原子力発電

所に伴う風評被害の払拭▽平泉の

世界遺産登録効果、デスティネー

ションキャンペーンを通じた全県

的な誘客促進▽震災により大きく

減少したインバウンド需要の回復

８　―

１　機
２　毅
３　機帰気溽溯溲
４　毅気汽祈稀紀
５　機
６　こころもあったまる冬の秋田
路キャンペーン▽プレデスティネ

ーションキャンペーン▽デスティ

ネーションキャンペーン▽アフタ

ーデスティネーションキャンペー

ン▽国民文化祭

７　大型観光キャンペーンの推進
▽日本海軸観光ルートの構築▽美

の国あきたツーリズムの推進▽東

アジアからの誘客促進

８　市町村や民間等と一体となっ
た取り組みを進めるための機運づ

くり

１　機
２　機（平成涅濤年）
３　機帰気汽紀徽規溽溯滄溲
４　機毅気汽祈季稀
５　機
６　平成淹涵年４～６月仙台・宮城
デスティネーションキャンペーン

７　災害復旧（施設再建）支援▽観

光キャンペーン（情報発信）▽イン

バウンド

８　―

１　機
２　機（淹濤涅濤年）
３　機帰気季規溽溲
４　機毅汽季稀
５　毅
６　埼玉Ｂ級ご当地グルメ王決定

戦およびさいたまＴＨＥ（地）ス

イーツフェアを引き続き実施予定

７　教育旅行（国内およびインバ

ウンド）＜予定＞▽メディアを通

した徹底的な観光プロモーション

＜予定＞

８　―

１　機
２　毅
３　機帰気汽紀溽溯滄溲
４　毅気汽畿祈季稀
５　毅
６　全国産業観光フォーラム

７　ターゲットを明確にした観光

旅行者の誘客▽満足を超え感動を

与える観光地の整備▽新しい形の

観光の創出▽重点市場からの外国

人観光客の誘客

８　宿泊観光旅行者の減少

１　機
２　毅
３　機気汽祈季紀溽溯
４　機帰毅気汽祈季稀
５　毅
６　７～９月に「ググっとぐんま

観光キャンペーン」を実施予定

７　職員の海外派遣など、インバ

ウンドを推進する

８　―

１　機
２　機（淹濤濤渊年）
３　機帰毅気汽畿祈季紀徽規溽溯
滄溲滔（着地型旅行商品の造成、流
通の促進▽おもてなし向上）

４　機帰毅気汽畿祈季稀紀
５　帰
６　第渊涅回信玄公祭り
７　「やまなしブランド戦略」の展

開▽「おもてなしのやまなし観光

振興条例」に基づく施策の展開

８　―

１　機
２　毅
３　機帰気汽畿祈季紀徽規溽溯溲
４　機毅気汽畿祈季稀
５　機
６　５月淹淹日、東京スカイツリー
開業に合わせ、栃木県アンテナシ

ョップがオープン（県、県内市町が

共同で設置）

７　インバウンド関連事業（東ア
ジアを中心とした誘客、ＭＩＣＥ

の推進）▽国内誘客（特に原発事故

に伴う風評被害の払拭）▽アンテ

ナショップの設置▽県産品の販路

拡大

８　福島第一原子力発電所の事故
にともなう風評被害の払拭▽外国

人観光客誘客▽宿泊数アップ

１　機
２　機（淹濤濤淆年）
３　機帰気汽畿季規溽溯溲
４　機帰毅気汽畿祈季稀
５　帰
６　大地の芸術祭（豪雪地・越後妻

有地域を舞台に、田畑、民家、廃校

等を活かしたアート作品が淦淇濤平
方逢もの広大な大地に常設され、
様々なイベントパフォーマンスと

ともに展開される、３年に１度の

催し）

７　食のＰＲ強化▽冬季観光の推

進▽インバウンド対策▽コンベン

ション誘致

８　―

１　機
２　毅
３　機季（外国語）溽溲
４　毅気汽畿祈季稀
５　機
６　首都圏、茨城空港就航先での
観光キャンペーンなど

淦　福島第一原子力発電所事故に
よる風評被害払拭に関する観光復

興事業▽茨城県観光振興基本計画

に位置付けた重点プロジェクトY

広域交通ネットワーク活用プロジ

ェクト▽いばらきツーリズム推進

プロジェクト▽味わいいばらき推

進プロジェクト

８　福島第一原子力発電所事故に
よる風評被害により、観光客が激

減している

１　―

２　機（淹濤濤淆年）
３　機帰気規溽
４　機帰毅汽畿祈季稀
５　毅
６　―

７　インバウンド振興▽観光人材

育成

８　財政状況の悪化により、予算

確保が難しい状況である▽観光キ

ャンペーン、プロモーション活動

は、効果測定が難しい

１　機
２　毅
３　機帰毅気汽畿季紀規溯溲滔
（風評被害の払拭）

４　毅気汽祈季稀紀
５　帰
６　県内宿泊者１万人へ福島の特

産品プレゼントキャンペーン（１

～３月）▽大河ドラマ「八重の桜」

を活用した観光キャンペーン▽県

内スキー場涅淆～淹淹歳までリフト無
料化（１～３月）

７　観光復興キャンペーン

８　風評被害による県外観光客の

減少

１　機
２　毅
３　機帰気汽畿祈季徽溽溯溲
４　毅気汽畿祈季稀
５　機
６　東京国際アニメフェア▽東京
国際映画祭

７　震災発生による観光産業を取
り巻く環境の変化の中、都が緊急

的、短期的な視点から推進してい

くべき取り組みの指針について東

京都観光事業審議会が取りまとめ

た東京の観光の回復を目指す特別

提言を踏まえ、東京の観光を短期

間で回復軌道に乗せることを目指

すとともにさらなる魅力向上を図

るために必要な施策を行っていく

８　―

１　機
２　機（淹濤濤淹年）
３　機帰毅気汽畿祈季紀徽溽溯溲
４　機帰毅気汽祈季稀
５　帰
６　１～３月（早春）、７～８月

（夏）、９～涅涅月（秋）の観光キャン
ペーンを実施▽東アジアを中心と

した観光展出展、商談会等のプロ

モーション活動を行う

７　魅力ある観光地づくり▽観光

を支える人づくり▽観光地千葉の

知名度向上▽国際的観光地として

の地位の向上▽東京湾アクアライ

ンを活用した戦略的な観光振興

８　―

１　機
２　毅
３　機帰気汽季紀徽規溽溯溲
４　機帰毅気汽畿祈季稀紀
５　機
６　やまがた花回廊キャンペー
ン、庄内花紀行キャンペーンなど

７　原発事故の風評被害払拭に向
けた首都圏からの誘客対策▽やま

がた観光交流プランの施策の柱Y

地域が主体となった地域資源の発

掘、磨き上げ▽来訪者の満足度を

高める受け入れ態勢の整備▽山形

ならではの地域資源を活かした滞

在型観光の推進▽外国人旅行者の

倍増を目指した誘客対策の推進

８　原発事故の風評被害の払拭な
ど

１　地域振興策の中で観光は
機柱として取り組んでいる帰今後
強化したい毅施策にない
２　「観光立県宣言」を
機行った帰行う予定毅行う予定は
ない
３　観光振興のために力を入れて
いる、入れたい事業（複数回答）
機観光情報発信帰祭り、イベント
毅伝統芸能保存・育成気教育旅行
誘致汽コンベンション誘致畿町並
みの保存、美化祈バリアフリー環
境の整備季案内表示の充実稀公共
施設の新設、運営紀農業、林業、
水産業の体験実習徽エコツーリズ
ム規産業観光溽外国人旅行客の受
け入れ溯ガイドなどの人材育成滄
シニアの国内デュアルライフ誘致
溲フィルムコミッション滔その他
４　外国人旅行客の受け入れ事業
は（複数回答）
機受け入れ推進協議会などの設置
帰宿泊・運輸事業者を交えた勉強
会毅外国語表示のパンフレット、
チラシの製作気外国語表示の案内
板などの環境整備汽外国語対応ウ
ェブサイトの構築畿外国語で案内
できる人材の育成祈相手国へ出向
いてのキャラバン、商談会季海外
での旅行見本市への出展稀相手国
の旅行会社やマスコミの招請紀相
手国に都道府県観光宣伝事務所を
設置徽その他
５　貴自治体の観光予算の現状
（涅涅年は涅濤年より）
機増加帰横ばい毅減少
６　涅淹年以降の観光行事予定は
７　涅淹年の重点施策は
８　観光振興を推進するうえで、
悩みがあったらお書きください
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風
評
被
害
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拭
へ
、各
自
治
体
が
腐
心

１　機
２　未定

３　機気汽畿祈季紀規溽溯溲
４　機毅気汽畿祈季稀紀
５　毅
６　東部コンベンションセンター

のオープン予定（淹濤涅渊年）
７　国際観光地の形成▽ニューツ

ーリズムの推進▽おもてなし基盤

づくり▽ＭＩＣＥの誘致▽観光ブ

ランドの創出

８　震災後の風評被害やインバウ

ンドの冷え込み

１　帰
２　毅
３　機気汽規溽溯滔（武将観光）
４　機帰毅汽祈季稀
５　毅
６　第淇淦回国民体育大会冬季大会
スケート競技会、アイスホッケー

競技会「ゆめリンク愛知国体」（１

月淹涸日～２月１日）▽マラソンフ
ェスティバルナゴヤ・愛知淹濤涅淹（３
月９～涅涅日）▽淹濤涅淹年国際航空宇
宙展（ジャパンエアロスペース淹濤涅
淹／ＪＡ淹濤涅淹）（涅濤月９～涅渊日）
７　ＭＩＣＥ誘致促進事業▽武将
観光▽産業観光▽観光プロモーシ

ョン▽地域発着型ツアー造成▽東

アジアからの観光客誘致

８　特になし

１　機
２　機（淹濤濤淦年）
３　機帰徽溽滔（食、モノと一体と
なった観光プロモーション▽新た

な観光資源の掘り起こしと魅力向

上に向けたブラッシュアップ）

４　機毅汽祈季稀徽（民間事業者
等と連携した外国人向け旅行商品

の造成および販売）

５　毅
６　平成淹渊年開催の「ぎふ清流国
体」を活用した誘客事業の展開

７　自然、健康、癒し等をテーマと
した岐阜の魅力を満喫できる新た

な旅のスタイル「ぎふウェルネス・

ツーリズム」による国内外からの

誘客拡大

涸　―

１　機
２　毅
３　機気汽季徽規溽溯溲
４　機帰毅気汽畿祈季稀
５　機
６　平成淹渊年三重県観光・記者発
表会および交流会（２月東京、大

阪）▽鈴鹿Ｆ１日本グランプリ（涅濤
月）▽伊勢志摩キャンペーン（涅濤月
～平成淹涵年３月）▽第淇淹回神宮式
年遷宮（平成淹涵年）▽伊勢神宮（外
宮）せんぐう館開館（４月７日）

７　国内外に対する観光宣伝活動
の強化▽魅力ある観光地の形成お

よび人材の育成▽観光旅行を促進

するための環境の整備

８　―

１　機
２　毅
３　機気汽畿季徽規溽溯溲
４　機毅気汽畿祈季稀
５　毅
６　検討中

７　富山らしい魅力創出▽戦略的

なＰＲ▽官民一体、県民こぞって

のおもてなし環境の整備▽国際観

光の推進▽コンベンションの誘

致、促進

８　―

１　機
２　機（涅淆涸涸年「国際文化観光・平
和県」を宣言）

３　機帰毅気汽畿季紀溽溯溲滔
（ホテル誘致▽自転車観光など）

４　機帰毅気汽祈季稀徽（県内観
光関連事業者への個別訪問、指導、

助言など）

５　―
６　若草山焼き▽なら瑠璃絵など
７　巡る奈良および滞在型周遊観
光の推進▽良質ホテルの誘致▽オ

フシーズン対策としてイベント等

の実施▽外国人観光客の誘客およ

び国際会議の誘致促進▽明日香エ

リア、奈良エリアを拠点に奈良の

歴史展示を検討、強化

８　―

１　機
２　機（淹濤濤淇年）
３　機気季紀溽溯滔（ＪＲ西日本
および他県と連携した誘致促進事

業）

４　機帰毅気汽畿祈季稀徽（相手
国での観光展の開催）

５　機
６　大河ドラマ「平清盛」放映。宮
島「平清盛館」、呉市「音戸の瀬戸ド

ラマ館」同時オープンなど

７　淹淹年涅淹月に策定した「瀬戸内
海の道構想」の実現を図るととも

に「ひろしま観光立県推進基本計

画」で定めた観光振興に関する４

つの基本方針に則った国内・国際

観光振興のための施策に取り組む

８　観光地としてのブランド確立

１　―
２　機（淹濤濤渊年）
３　機帰毅気汽畿祈季（多言語に
よる）紀規溽溯溲
４　機帰毅気汽畿祈季稀紀
５　機（組織改正のため増加）
６　とくしまマラソンなど
７　徳島県観光振興基本計画に基
づく観光誘客施策の展開▽湖南省

との定期チャーター便就航を活用

した中国人観光誘客の促進▽涅涅年
に友好提携を締結した湖南省およ

び本県の上海事務所を置く上海市

周辺を核とした観光誘客プロモー

ションの実施▽徳島ならではのメ

ニューを組み込んだ医療観光、教

育旅行による誘客促進

８　―

１　―
２　毅
３　機気汽紀溽溯
４　機毅気畿稀徽（スマートフォ
ンを活用した韓国人観光客向けの

韓国語案内サービス）

５　機
６　来てみんね！長崎食king王国
７　ハウステンボスのリニューア
ル効果、新たな航路の就航等をと

らえ、地域間の連携を促進し、観光

客の県内周遊を推進するととも

に、長崎のしま巡りテーマ型旅行

の定着、規模拡大、歴史観光ガイド

の育成システムの構築や周遊型旅

行商品の造成等への支援などに取

り組む

８　―

１　機
２　毅
３　機帰毅気汽季徽溽溯溲
４　機毅気汽畿祈季稀紀
５　機
６　新石垣空港の開港（平成淹涵年
３月予定）

７　外国人観光客誘致の強化▽付

加価値の高い旅行の促進▽新規市

場の開拓▽受け入れ体制強化によ

る満足度の向上

８　―

１　―

２　毅
３　機帰毅気汽祈徽規溽溯
４　機毅汽畿祈季稀
５　機
６　嵐山花灯路（涅淹月）▽東山花灯
路（３月）▽京の七夕（８月）

７　検討中

８　京都市域から府域への誘客▽

外国人観光客の宿泊の少なさ

１　機
２　機（淹濤濤涸年）
３　機気規溽溯溲滔（Ｂ級ご当地
グルメなど地元の食を活用した誘

客活動）

４　機帰毅気汽祈季稀
５　機
６　岡山芸術回廊▽淹濤涅渕年美作国
建国涅渕濤濤年記念事業▽晴れの国お
かやまキャンペーン

７　観光立県戦略のテーマである
「地域発」の観光ルートづくりを進

めるとともに、近県等と連携して

広域観光の振興に取り組む。また、

韓国、中国など東アジアや欧米か

らの外国人観光客の誘致を積極的

に進める

８　―

１　機
２　毅
３　機帰汽溽溲滔（まち歩き型観
光）

４　毅気汽祈季稀徽（中国語通訳
派遣事業）

５　機
６　「うどん県。それだけじゃない
香川県」プロジェクト関係のイベ

ント▽地域密着型プロスポーツ観

戦関連のイベント▽瀬戸内国際芸

術祭淹濤涅渕に向けてのプレイベント
７　戦略的な情報発信▽外国人誘
客対策の充実、強化▽香川せとう

ちアート観光圏の推進▽新たな交

流や魅力の創出

８　なし

１　機
２　毅
３　機気汽季（外国語）溽溯溲
４　帰毅気汽畿祈稀
５　機
６　有田陶器市（４月淹淆日～５月
５日開催）▽佐賀インターナショ

ナルバルーンフェスタ（涅涅月上旬
開催）▽唐津くんち（涅涅月２～４日
開催）

７　東アジア地域からの誘客促進

▽国内大都市圏等からの誘客促進

▽国内外の映画、ドラマの誘致▽

受け入れ体制の整備促進

８　財政事情が厳しい中、観光予

算も縮減せざるをえない

１　機
２　機（淹濤濤淆年）
３　機気汽畿季紀溽溯溲
４　機毅気汽畿祈季稀紀
５　帰
６　ＪＲ西日本とのタイアップ
「霧島アートの旅（仮称）」キャンペ

ーンなど

７　九州新幹線全線開業効果の定
着に向けた誘客キャンペーン▽全

線開業効果の県内各地へのさらな

る拡大を図るため街並み整備など

観光地づくりや着地型観光の推進

▽ビジットジャパン事業等との連

携による海外誘客対策▽北部九州

を訪れる外国人観光客を対象に九

州新幹線を活用した誘客対策

８　―

１　帰
２　毅
３　機気汽徽溽溲
４　毅汽祈季稀
５　機
６　―

７　観光ブランドの構築

８　外的要因に大きく左右される

▽県の認知度の向上

１　機
２　毅
３　機帰気規溽溯溲滔（キャンペ
ーンの実施）

４　機毅祈季稀
５　毅
６　「あいたい兵庫キャンペーン淹
濤涅淹」の実施
７　ＮＨＫ大河ドラマ「平清盛」放

送を契機とした県内への誘客促進

８　―

１　機
２　毅
３　機帰気季紀規溽溲滔（着地型
旅行〈地旅〉の推進）

４　機毅汽祈季稀
５　機
６　おいでませ！山口イヤー観光

交流キャンペーン▽第１回ふるさ

と紙芝居全国大会▽武蔵と小次郎

決闘渊濤濤周年記念企画
７　おいでませ！山口イヤー観光

交流キャンペーン。本キャンペー

ン平成淹渊年３～８月
８　―

１　―

２　毅
３　機気規溽溯
４　毅汽祈稀徽（九州観光推進機
構を通しての誘客事業）

５　毅
６　九州新幹線観光キャンペーン

▽産業観光キャンペーン

７　インバウンド（クルーズ客船

誘致）

８　―

１　機
２　毅
３　機帰気汽紀溽溯溲
４　毅気汽祈季稀
５　―

６　古事記奏上涅渕濤濤年
７　古事記奏上涅渕濤濤年記念事業▽
教育旅行誘致の推進

８　―

１　機
２　毅
３　機気汽季溽溯
４　機毅汽祈季稀
５　機
６　北陸新幹線金沢開業や舞鶴若
狭自動車道全通に合わせた観光キ

ャンペーン▽あわら温泉開湯涅渕濤
周年（淹濤涅渊年）
７　北陸新幹線金沢開業や舞鶴若
狭自動車道全通を見据えた観光地

の魅力アップやもてなしの向上▽

国内の学生合宿や台湾等からの教

育旅行の誘致拡大▽台湾、中国か

らの誘客▽辰年にちなみ、恐竜ブ

ランドを活かした情報発信、誘客

８　市町、各種団体との連携や役
割分担など

１　機
２　機（淹濤涅濤年策定の「大阪の成長
戦略」において、内外の集客力強化

を成長のための源泉のひとつに位

置づけ。また、淹濤涅涅年に大阪府の観
光戦略を策定）

３　機気汽溽溲
４　汽祈稀紀
５　機
６　なし

７　調整中

８　―

１　機
２　機（淹濤濤淆年）
３　機帰気季溽溯
４　機毅気汽畿祈稀紀
５　機
６　神話博しまねなど
７　平成淹渊年、「古事記編纂涅渕濤濤
年」。淹涵年、出雲大社「平成の大遷
宮」。この歴史的な節目は、「しま

ね」の魅力を、多くの方々に知って

いただく絶好の機会ととらえ、い

にしえから古事記、出雲国風土記、

万葉集などに描かれ、今もこの地

に残る資源を活用した、「神々の国

『しまね』プロジェクト」を展開す

る

８　ターゲットを絞った効果的な
ＰＲや誘客促進の手法

１　機
２　毅
３　機帰気汽規溽溯
４　機毅気汽畿祈季稀
５　機
６　えひめ南予いやし博淹濤涅淹の開
催▽坂村真民記念館の開館

７　えひめ南予いやし博淹濤涅淹の開
催▽コンベンション誘致▽修学旅

行誘致

８　人材の育成と活用▽二次交通

整備

１　機
２　毅
３　機帰気汽畿季稀紀溽溯
４　機毅気汽畿祈季稀紀徽（海外
のキーパーソンを招いての勉強会

〈インバウンドセミナー〉の実施）

５　機
６　ＪＲ九州新大分駅ビルの建設

（淹濤涅涵年春、開業予定）▽新大分県
立美術館の建設（淹濤涅涵年春、完成予
定）

７　関西都市圏からの誘客対策

８　東日本大震災以降、激減した

インバウンドの回復

１　機
２　毅
３　機帰毅気汽畿季紀徽規溽溯溲
４　帰毅汽畿祈季稀
５　毅
６　能登ふるさと博▽加賀四湯博

▽金沢城・兼六園四季物語▽プラ

チナルート白山周遊キャンペーン

▽片山津温泉総湯（共同浴場）

７　海外誘客涅濤倍増構想の達成に
向けたインバウンド施策の強化▽

平成淹淦年の北陸新幹線金沢開業に
向けて、交流人口拡大に向けた観

光施策を実施

８　―

１　―
２　機（淹濤涅濤年）
３　機気溯
４　帰気畿
５　帰
６　―
７　「世界遺産」で和歌山を売り出
す▽「温泉」で和歌山を売り出す▽

「ほんまもん」体験、田舎暮らしで

和歌山を売り出す▽「歴史・浪漫」

で和歌山を売り出す▽「四季折々

の魅力」で和歌山を売り出す▽「食

の魅力」で和歌山を売り出す▽「自

然の素晴らしさ」で和歌山を売り

出す▽「ブランド」で和歌山を売り

出す

８　―

１　機
２　毅
３　機気汽徽溽
４　機帰毅気汽祈季稀
５　機
６　国際マンガサミットの開催▽
山陰デスティネーションキャンペ

ーン▽砂の美術館開設▽Ｂ―１グ

ランプリinＴＯＴＴＯＲＩ中四国
・近畿大会▽ゲゲゲのふるさとと

っとりキャンペーン▽古事記涅渕濤濤
年▽植樹祭（涅渕年）
７　「まんが王国とっとり」の建国
▽山陰海岸世界ジオパークネット

ワークの活用推進▽ニューツーリ

ズム推進▽外国人観光客誘致の推

進

８　―

１　機
２　毅
３　機帰気汽畿紀規溯溲
４　機帰毅気汽祈稀
５　機
６　わざわざ行こう！志国高知へ

～リョーマの休日～

７　魅力ある観光地づくり▽受け

入れ態勢の充実、強化▽国際観光

の推進

８　地域の観光振興に対するモチ

ベーションの維持、マンパワーの

確保

１　機
２　機（淹濤濤涸年）
３　機帰気汽季規溯溲
４　機毅気汽畿祈季稀紀
５　機
６　くまもとAfterDCキャンペー
ンなど

７　九州観光の拠点を目指し、新
幹線開業効果や政令市移行の効果

を県内全域に幅広く波及させるた

め、「選ばれる熊本」観光キャンペ

ーンを展開するほか、旅行商品化

のさらなる推進、おもてなしの向

上、東アジアからの観光客誘致等

を積極的に推進する。推進にあた

っては熊本の営業部長であるくま

モンを広く活用する

涸　―

（１９） 第２６３９号第３種郵便物認可２０１２年（平成２４年）１月５日（木曜日）
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