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（1）背景 

観光は、関連する産業が多岐に渡り、その裾野の広さから経済効果や雇用効果が大きく、地域活性

化に寄与する、今後も成長が期待される重要な分野です。 

また、地域ぐるみの観光振興の取組は、地域の魅力を高め、地域住民自らが地域に誇りと愛着を持

つことに繋がるとともに、その取組による交流人口の拡大は、地域の経済を潤し、地域の活力を高め

ることに繋がります。 

政府は、観光を今後の我が国の成長戦略の重要な分野として、また、少子高齢化時代の地域活性化

の切り札として位置づけ、観光立国実現のための施策を推進しています。また、静岡県は、「ふじの

くに観光躍進基本計画（平成 26年３月）」を策定し、官民一体となった観光振興に積極的に取り組ん

でいます。 

伊豆の国市においても、観光は、地域にもたらす様々な効果や影響が非常に大きいものであり、観

光振興は、市の発展にとって必要不可欠なほか、伊豆半島の観光交流の要衝の地にある本市は、この

中でも中心的な役割を担うことが期待されています。 

そのような中、富士山の世界文化遺産登録、伊豆半島ジオパーク１の取組及び韮山反射炉の世界文

化遺産登録に向けた取組のほか、新東名高速道路、圏央道及び東駿河湾環状道路の開通や伊豆縦貫道

の整備など、伊豆の国市の観光を取り巻く状況は、大きく変化しています。 

伊豆の国市のさらなる発展のためには、これらの状況の変化に加えて、近年の観光形態や観光ニー

ズの変化を的確に捉え、市民、観光事業者・団体をはじめとした各民間企業・団体、行政などが協働

し一体となって、伊豆の国市の魅力を積極的かつ効果的に発信していく観光地域づくりが必要です。 

市では、これらの課題に対する総合的かつ計画的な施策を推進していくため、伊豆の国市観光基本

計画を策定することとしました。 

 

（2）目的 

伊豆の国市観光基本計画では、観光による地域活性化を実現するために、次の事項について定めて

います。 

① 観光による地域活性化の実現のための目標 

② 観光による地域活性化の実現のための施策に関する基本的な方針 

③ 観光による地域活性化の実現に当たり、市が、総合的かつ計画的に講ずべき施策 

④ その他観光による地域活性化の実現に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要

な事項 

 

 
１ジオパーク：地球活動の遺産を主な見所とする自然の中の公園のこと 
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次期 伊豆の国市総合計画 
平成 29年度～ 

 

（3）計画の位置付け 

伊豆の国市観光基本計画は、伊豆の国市総合計画のまちづくりの基本方針である『「生き生き働く、

活気に満ちた産業のあるまち」をつくる（産業・経済・労働）』を観光分野の施策により実現してい

く分野別計画として位置付けます。 

伊豆の国市観光基本計画は、政府が定める『観光立国推進基本計画』及び静岡県が定める『ふじの

くに観光躍進基本計画』と整合の取れた計画とします。 

また、観光振興には、都市の基盤整備、景観、環境保全などに係る施策の推進も重要な要素である

ことから、これらの施策の基本方針となる都市計画マスタープランや景観計画等の計画との整合を取

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※Ｐ51参照 

 

（4）計画の期間 

伊豆の国市観光基本計画の計画期間は、平成 27年度から平成 36年度までの 10年間とします。 

なお、計画期間内であっても、上位計画の改定、社会状況の変化等に応じて、適宜、見直すことと

します。 

伊豆の国市総合計画 
平成 19年度～平成 28年度 

 

【静岡県】 

ふじのくに観光躍進基本計画 

平成 26年度～平成 29年度 

【国】 

観光立国推進基本法 

観光立国推進基本計画 

平成 24年度～平成 28年度 

伊豆の国市観光基本計画 
平成 27年度～平成 36年度 

 

【伊豆の国市】関連計画 

都市計画マスタープラン 

景観計画・景観条例 等 
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（1）位置 

伊豆の国市は、伊豆半島の北部、田方平野のほぼ中央に位置しています。東は熱海市及び伊東市、

西は沼津市、北は函南町、南は伊豆市に接し、東西 13.5ｋｍ、南北 10.4ｋｍ、面積 94.71ｋ㎡の広

さを持つ地域です。周囲を、天城山系及び箱根山系の連山、城山、葛城山などの山々に囲まれ、豊か

な自然環境を保っています。また、平野部は、南北に狩野川が流れ、豊かな田園地帯が広がっている

ほか、狩野川に沿うように国道 136号及び伊豆箱根鉄道駿豆線が走り、その周辺に市街地を形成して

います。東京からは 100km 圏域にあり、東海道新幹線や東名高速道路を利用して２時間程度の所要時

間です。沼津市や三島市といった静岡県東部の中心地に近く、交通の利便性に恵まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）人口 

①総人口の推移 

国勢調査における平成 22年の人口と世帯数は、49,269 人、18,742世帯です。昭和 60年から平成

22年までの 25年間の人口増加率は約 6.2％で、ここ 15年間は減少傾向を示しています。世帯数の増

加率は 36.8％です。一方、住民基本台帳における平成 26 年の人口と世帯数は、49,890 人、20,540

世帯です。地区別には、伊豆長岡地区 14,886人（29.8％）、6,470世帯（31.5％）、韮山地区 20,084

人（40.3％）、8,130世帯（39.6％）、大仁地区 14,920 人（29.9％）、5,940世帯（28.9％）となっ

ています。

■図．伊豆の国市の位置図 ※関連計画参考の上、作成 

■図.人口・世帯数の推移 （資料：平成 26年度「伊豆の国市統計書-2014-」伊豆の国市） 

※Ｓ60からＨ22は国勢調査、Ｈ23以降は住民基本台帳による 
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②産業別就業人口 

平成 22年の就業人口は、24,569人で、総人口に対する就

業率は、49.9％となっています。また、産業別就業人口の

構成は、県平均と比較して第２次産業の割合が低く、第１

次産業と第３次産業の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

■産業別就業人口（平成 22 年）                    （上段：人、下段：％） 

  

総人口 

 

就労人口 

（構成比） 

 

第 1次人口 

（構成比） 

第 2次人口 

（構成比） 

第 3次人口 

（構成比） 

伊豆の国市 49,269 

（100.0） 

24,569 

（49.9） 

1,361 

（5.6） 

6,347 

（26.2） 

16,562 

（68.2） 

静岡県 3,765,007

（100.0） 

1,897,194 

（50.4） 

77,478 

（4.2） 

623,180 

（33.7） 

1,147,043 

（62.1） 

※就労人口は分類不能産業も含むため各人口の合計値とならない  （資料：平成 22年「国勢調査」総務省） 

 

 

（3）土地利用 

総面積は、94.71ｋ㎡です。地目別土地利用面積は、山林が

最も広く 29.04ｋ㎡（30.7％）です。続いて原野 18.94ｋ㎡

（20.0％）、農用地 13.80ｋ㎡（14.5％）、宅地 8.15ｋ㎡（8.6％）、

雑種地 7.50ｋ㎡（7.9％）となっています。山林及び原野とい

う自然的土地利用が、半数以上を占めています。 

 

  

 

■土地利用の現況（平成 26 年）                   （上段：k ㎡、下段：％） 

総数 農用地 宅地 山林 原野 雑種地 その他 

94.71 

(100.0) 

13.80 

(14.5) 

8.15 

(8.6) 

29.04 

(30.7) 

18.94 

(20.0) 

7.50 

(7.9) 

17.28 

(18.3) 

※「その他」の中に、鉱泉地、池沼を含む   （資料：26年度「伊豆の国市統計書-2014-」伊豆の国市） 

  

■図．産業別就業人口（伊豆の国市） 

■図．土地利用の現況 
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（4）産業 

①工業 

製造品出荷額等は、平成 11 年から平成 24

年までの間に増減を繰り返しながら減少傾向

を示しています。 

平成 24 年の産業分類別出荷額等は、情報通

信機械器具製造業が 482億円で最も多く、続い

て輸送用機械器具製造業が 213億円、電気機械

器具製造業が 75 億円、業務用機械器具製造業

が 56 億円となっています。総額は 1,064 億円

です。 

 

 

■製造品出荷額等の推移                          （単位：万円） 

 平成 11 年 平成 13年 平成 15年 平成 17年 平成 19年 平成 21年 平成 24年 

製造品出荷額等 16,645,641 13,411,205 12,803,693 16,157,610 15,083,479 10,825,452 10,644,233 

※従業員４人以上の事業所。平成 11～15年の数値は、旧伊豆長岡町・旧韮山町・旧大仁町のデータを合
計したもの              （資料：（各年）「工業統計調査報告書 静岡県の工業」静岡県） 

 

 

■産業分類別出荷額等（平成 24 年）                     （単位：万円） 

産業分類 製造品出荷額等 産業分類 製造品出荷額等 産業分類 製造品出荷額等 

食料品 453,613 ゴム製品 X 業務用機械器具 561,344 

飲料・たばこ・飼料 X 窯業・土石製品 281,007 電子部品・デバイス等 380,151 

家具・装備品 69,530 鉄鋼業 X 電気機械器具 746,635 

印刷・同関連 32,012 非鉄金属 X 情報通信機械器具 4,824,883 

化学工業 194,263 金属製品 160,752 輸送用機械器具 2,130,661 

石油・石炭製品 X はん用機械器具 X その他 X 

プラスチック製品 295,242 生産用機械器具 122,416 総額 10,644,233 

※従業員４人以上の事業所 

X：そのまま掲げると個々の事業所の秘密が漏れる恐れがあるために秘匿とした箇所 
（資料：平成 24年「工業統計調査」経済産業省） 

 

 

■図．製造品出荷額等の推移 
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②商業 

商店数は、平成９年から平成 24 年

までに 242店減少（△36.9％）してお

り、平成 24年は 413店です。 

一方、年間商品販売額は、平成９年

から平成 24 年までに増減を繰り返し

ている中、近年は減少傾向を示してお

り、平成 24年は 546億円です。 

 

 

 

 

■商店数と年間商品販売額の推移                  （上段：店、下段：万円） 

 平成 9年 平成 11年 平成 14年 平成 16年 平成 19年 平成 21年 平成 24年 

商店数 655 649 662 619 586 554 413 

年間商品販売額 6,652,880 6,550,401 6,669,544 6,350,106 6,378,605 - 5,462,400 

※平成 9 年～16 年の数値は、旧伊豆長岡町・旧韮山町・旧大仁町のデータを合計したもの 

（資料：平成 9 年＝「平成 11 年 商業統計調査報告書-静岡県の商業-」掲載の商店数・年間商品販売額。静岡県,平成 11・14

年＝「平成 14年 商業統計調査報告書-静岡県の商業-」掲載の事業所数・年間商品販売額。静岡県,平成 16・19年＝「平成 19

年 商業統計調査報告書-静岡県の商業-」掲載の事業所数・年間商品販売額。静岡県,平成 21年＝「静岡県の事業所-平成 21年

経済センサス-基礎調査結果報告書-」掲載の卸売業、小売業の事業所数。静岡県,平成 24年＝「平成 24年経済センサス-活動調

査報告」掲載の卸売業、小売業の事業所数・年間商品販売額。総務省） 

年度により、調査が異なる。平成 21年の調査では、年間商品販売額は調査対象外。 

 

③農業 

経営耕地面積は、平成 12年から平成 22年までの 10年間に 209ha減少しており、平成 22年の経営

耕地面積は 602haとなっています。耕地種別ごとの面積のうち、最も減少したのは田で、平成 12年

から平成 22年までの 10 年間に 153ha(約 27％減)減少しています。続いて、畑が 39ha(約 23％減)、

樹園地が 17ha(約 25％減)となっています。一方、平成 17 年から平成 22年までの５年間で見ると、

畑と樹園地で面積が増加しています。 

農家総数は、平成 12 年から平成 22 年までの 10 年間に 107 戸減少しており、平成 22 年は 1,438

戸となっています。内訳を見ると、兼業農家数の減少が著しく、10 年間で 285 戸(約 33％減)減少し

ています。一方、専業農家と自給的農家の数は、増加しており、10年間でそれぞれ 66戸(約 44％増)、

112戸(約 21％増)増加しています。 

  

■図.商店数と年間商品販売額の推移 
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■経営耕地面積（販売農家）の推移                      （単位：ha） 

 平成 12年 平成 17年 平成 22年 H17/H12 H22/H12 H22/H17 

経営耕地面積 811 612 602 0.75 0.74 0.98 

 田 573 448 420 0.78 0.73 0.94 

畑 170 121 131 0.71 0.77 1.08 

樹園地 68 42 51 0.62 0.75 1.21 

（資料：平成 25年度「伊豆の国市統計書-2013-」伊豆の国市） 

 

■農家戸数の推移                              （単位：戸） 

 平成 12年 平成 17年 平成 22年 H17/H12 H22/H12 H22/H17 

農家総数 1,545 1,513 1,438 0.98 0.93 0.95 

専業農家 151 161 217 1.07 1.44 1.35 

兼業農家 854 705 569 0.83 0.67 0.81 

 第 1種兼業 206 192 111 0.93 0.54 0.58 

第 2種兼業 648 513 458 0.79 0.71 0.89 

自給的農家 540 647 652 1.20 1.21 1.01 
（資料：平成 25年度「伊豆の国市統計書-2013-」伊豆の国市） 

 

④観光 

観光交流客数は、平成 15 年度以降減少傾向

を示しており、平成 25 年度は 2,215千人とな

っています。宿泊客と観光レクリエーション客

ともに減少しており、減少幅は、宿泊客でより

大きくなっています。 

また、観光施設利用客数は平成 19 年度以降

減少傾向を示し、平成 23年度及び 24年度は若

干回復したものの、平成 25 年度は再び減少し、

1,491千人となっています。 

■図.観光交流客数の推移 

■図．経営耕地面積の推移 ■図．農家戸数の推移 
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■観光交流客数の推移                            （単位：人） 

 平成 15年度 平成 16年度 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 

観光交流客数 2,529,563 2,412,617 2,352,659 2,533,108 2,521,312 

観 宿泊客数 870,390 815,850 777,282 866,055 873,626 

観光レクリエーション客 1,659,173 1,596,767  1,575,377  1,667,053  1,647,686 

■観光交流客数の推移（つづき）                       （単位：人） 

平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 

2,419,300 2,254,421 2,151,295 2,161,763 2,245,165 2,215,494 

835,773 752,804 714,448 694,427 691,648 723,969 

1,583,527 1,501,617 1,436,847 1,467,336 1,553,517 1,491,525 

※平成 15年度及び 16 年度の数値は、旧伊豆長岡町・旧韮山町・旧大仁町のデータを合計したもの 

（資料：「静岡県観光交流の動向」静岡県） 

 

平成 25年度の観光施設の利用客数は、民間観光施設が最も多く、次いで日帰り温泉施設、観光農園

となっています。平成 15 年度から最も利用客数の増加が著しいのは、日帰り温泉施設で 144.4％の増

加であり、一方、減少が著しいのは、民間観光施設の 41.1％、次いで韮山郷土史料館の 40.1％の減少

となっています。 

 

■観光施設利用客数の推移                          （単位：人） 

 平成 15年度 平成 16年度 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 

民間観光施設 696,112 655,946 663,734 481,811 475,993 

市内イベント参加 － － － 140,249 117,300 

観光農園 354,161 373,009 324,303 372,074 360,664 

江川邸 43,021 40,857 38,591 37,993 39,501 

韮山郷土史料館 21,501 20,193 18,579 18,533 17,487 

韮山反射炉 113,858 100,900 88,890 79,022 70,031 

日帰り温泉施設 125,505 117,805 155,547 341,780 354,780 

その他 － － － － 211,930 

合計 1,354,158 1,308,710 1,289,644 1,471,462 1,647,686 
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■観光施設利用客数の推移（つづき）                     （単位：人） 

 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

民間観光施設 410,012 389,332 418,860 408,394 443,286 410,000 

市内イベント参加 144,319 146,958 134,926 134,717 136,353 141,469 

観光農園 347,758 304,534 270,631 290,827 289,573 268,283 

江川邸 44,896 39,576 33,583 35,264 42,536 39,729 

韮山郷土史料館 17,743 15,588 13,275 15,318 17,313 12,886 

韮山反射炉 64,694 59,490 49,981 58,450 82,363 85,920 

日帰り温泉施設 337,306 324,721 288,488 308,814 313,387 306,753 

その他 216,799 221,418 227,103 213,552 228,706 226,485 

合計 1,583,527 1,501,617 1,436,847 1,465,336 1,553,517 1,491,525 

（資料：平成 15～18年度＝「伊豆の国市統計書-2007-」伊豆の国市、平成 19～20年度＝「伊豆の国市統計書-2012-」伊豆の国

市、平成 21～25年度＝「伊豆の国市統計書-2014-」伊豆の国市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■図．観光施設利用客の推移 
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伊豆の国市の観光を取り巻く動向と課題 

 

 

  

２ 
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次項に掲げる「伊豆の国市の観光の課題」に向けて、昨今の観光を取り巻く動向を整理します。 

（1）伊豆地域への観光客（特に宿泊客）の減少 

 平成３年から平成 17 年にかけて、伊豆地域への観光客数はおよそ半減し、それ以降は低迷が続

きました。 

 そのような中、平成 24 年度は、新東名高速道路の開通や海水浴客をはじめとするレジャー客の

戻りなどにより、観光交流客数が前年度を上回りました。また、宿泊客数が、平成 18 年度以来

６年ぶりに前年度を上回ったことから、少しずつ回復傾向にあることが伺えます。 

 伊豆地域において、観光誘客は生命線であり、それは、本市においても同様です。そのような中、

「伊豆を一つに」という考えのもと、同地域を一体的・総合的に捉えた、新たな広域的な取組が

表れてきています。 

 観光客の増加に繋がる魅力づくり、特に、滞在時間を延ばし、宿泊客の増加に繋げていく取組が

求められています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

（2）交通基盤の整備による観光動向への期待と懸念 

 東駿河湾環状道路と伊豆中央自動車道の接続（H26.２）によって、伊豆半島へのアクセス性が向

上することで、渋滞時間が減少し、本市への観光客数や滞在時間の増加が期待されています。そ

の一方で、宿泊客や立ち寄り客の減少へとつながることが懸念されます。 

 圏央道の開通（H26.６）により、関東圏からのアクセス時間が大幅に短縮されました。 

 滞在のきっかけや滞在時間の延長につながる市内の観光関連資源の魅力を高め、整備された交通

基盤の優位性を充分に活かして、誘客へと結び付けていく取組が求められています。 

  

■図．宿泊客数の推移 ■図．観光交流客数の推移 

（資料：「平成 24年度 観光交流客数の状況」静岡県） 
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（3）公共交通機能の利便性を活かす誘客 

 平成 23 年以降、伊豆箱根鉄道を利用して市内へ来訪する観光客は、若干の増加傾向を示しています。

その一方で、市内の最寄り駅から目的地までを結ぶ二次交通の利便性が充分ではありません。 

 公共交通の利便性を活かして誘客に結びつけていくため、鉄道及び旅行関連企業への働きかけや

連携が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）市内観光施設への誘導・回遊ルートの案内 

 車両系及び歩行者系の誘導サイン１・案内サイン２において、わかりやすさや統一感に欠けている、

又は案内表示が十分ではない箇所についての改善が求められています。 

 回遊ルートの確立と適切な誘導により、滞在時間を延ばしていく取組が求められています。 

 

（5）富士山・ジオパーク３・韮山反射炉を活かしたＰＲ 

 富士山の世界文化遺産登録（H25）、伊豆半島ジオパーク３の世界ジオパークネットワーク４への加

盟（H27目標）、韮山反射炉の世界文化遺産登録（H27目標）など、観光振興の追い風となる契機

があります。 

 この大きなチャンスを的確に活かしつつ、国内外からの観光交流客の拡大に向けた施策を戦略的

に進めていくことが求められています。 

 
１誘導サイン：目的の場所へ誘導するため、矢印等で目的地を指し示すもの 
２案内サイン：現在地周辺の状況を地図で表示するもの 
３ジオパーク：地球活動の遺産を主な見所とする自然の中の公園のこと 
４世界ジオパークネットワーク：Global Geoparks Network（GGN）。2004年にユネスコの支援により設立。世界各地のジオパークを審査し

て、ネットワークへの加盟認定を行う  

■図．伊豆長岡駅の定期外の乗降客数と観光レクリエーション客数に占める比率 

（資料：「平成 24年度 観光交流客数の状況」静岡県文化観光部観光政策課 

「伊豆長岡駅乗降客数」伊豆箱根鉄道㈱ を基に伊豆の国市作成） 
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（6）東南アジア諸国からの潜在観光需要への対応（インバウンド１） 

 近い将来、近隣諸国（特に東南アジア）からの旅行客は、国内旅行客と同等のターゲット層にな

ると想定されます。 

 海外の潜在的な観光需要に向けて、日本らしさ、伊豆らしさのアピールや、受入態勢を強化して

いくことが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

１インバウンド：外国人観光客を誘致すること 

（単位：％、各国の数字は対象年次） 

（資料：「旅行・観光産業の経済効果に関する調査研究」観光庁,2012年３月） 

■図．ビジット・ジャパン事業開始以降の訪日客数の推移（2003年～2013年） 

年 
（資料：日本政府観光局(JNTO)） 

■図．各国の国内旅行消費市場におけるインバウンド１観光の比率 
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（7）地域の個性と選択肢の多い観光の充実 

 全国的な傾向として、｢地域の隠れた観光｣や｢ありのままの地域の生活や文化｣を体感する観光が

支持されています。 

 旅行目的地において、サプライズとなり得る「そこでしか得られない体験｣や｢新鮮な感動｣を与

えるためには、地域性のある個性的な観光を、少人数対応を含めて、多くの選択肢として用意し

ていくことが求められています。 

 

（8）地域全体の“おもてなし”の底上げ 

 観光関連従事者だけではなく、地域の魅力の直接のサービス提供者となり得る地域住民などを含

めた｢地域ぐるみの観光振興（おもてなし）｣が求められています。 

 地域づくり団体、企業、教育機関、スポーツ団体など、これまで観光の関係者とされていなかっ

た機関が、｢その地域ならではの魅力づくり｣を進めることで地域全体の“おもてなし力”を底上

げしていくことが求められています。 

 

（9）温泉地としての魅力の向上 

 「家族や団体で温泉地に旅行に出掛ける」という温泉の楽しみ方とともに、「居住地周辺で気軽

に温泉を楽しみたい」という利用者ニーズの変化への対応が求められています。 

 温泉そのもの、また、個性のある温泉地の自然や歴史文化、そして、それらを大切にする温泉地

の取組が重視されるといった、多様化する温泉ニーズへの対応が求められています。 
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（1）伊豆の国市の観光における強みと弱み 

 強み 弱み 

市
民
活
動 

○古くから活動している歴史ガイドの会などのボ

ランティアガイドがいる。 

○日常的に環境美化活動（清掃・花づくりなど）を

行うなど、団体活動が盛んである。 

○観光とは関わりがないと考えている市民が多い。 

○これまでの観光振興の課題が共有されていない。 

○市民主体の観光まちづくりが行われていない。 

○観光客に対して日常と違うおもてなしが提供さ

れていない。 

観
光
資
源 

○韮山反射炉をはじめとした歴史的な観光資源が

豊富である。 

○伊豆長岡温泉をはじめとした温泉地である。 

○魅力のある数々の旅館がある。 

○いちご狩りをはじめとした体験観光ができる農

園がある。 

○優良な農産物と農地がある。 

○イベントが多彩である。（温泉まんじゅう祭、源

氏あやめ祭り、花火大会、芸妓まつりなど） 

○狩野川や堤防を利用してカヤックやサイクリン

グができる。 

○四季折々の富士山の眺望を楽しめる。 

○観光資源が上手く活かされておらず、伊豆の国な

らではのキラーコンテンツ１になっていない。 

○古奈温泉と長岡温泉に一体感がない。 

○多くの催事やイベントが相互にリンクしていな

い。 

○観光資源をまとめて見られる散策コースがない。 

○観光施設のバリアフリーの機能が不足している。 

○宿泊客数の減少傾向が続いている。 

○市内外に観光資源が周知されておらず、またＰＲ

が不足している。 

○市民主体の観光まちづくりが行われていない。

（再掲） 

都
市
基
盤 

○高速交通網の整備により市外からのアクセスが

向上した。 

○東海道新幹線三島駅から乗り継ぐ伊豆箱根鉄道

駿豆線がある。 

○農地景観が良い。 

○市外からのアクセス向上により、逆に通過点にな

らないかとの懸念がある。 

○道路整備が充分ではない。 

○二次交通が充分ではない。 

○駐車場の整備が充分ではない。 

○観光資源をまとめて見られる散策コースがない。

（再掲） 

広
域
観
光 

○年間を通じて温暖な気候である。 

○伊豆半島ジオパーク２が世界ジオパークネットワ

ーク３への加盟を目指している。 

○静岡県サイクルツーリズム協議会４が設立され

た。 

○広域の救命救急医療の中核をなす病院があり、観

光客が安心して訪れることのできる環境を有す

るほか、メディカルツーリズム５の可能性がある。 

○伊豆半島全体の観光産業が低迷している。 

○箱根地域と比較して外国からの誘客が少ない。 

○観光資源が上手く活かされておらず、伊豆の国な

らではのキラーコンテンツ１になっていない。（再

掲） 

情
報
発
信 

Ｐ
Ｒ 

○高速交通網の整備により、特に関東圏からの誘客

の可能性が拡大した。 

○多彩なパンフレット、マップ、ポスターなどがあ

る。 

○伊豆の国市の知名度が低い。 

○市内外に観光資源が周知されておらず、またＰＲ

が不足している。（再掲） 

○観光施設等へ案内するためのわかりやすいサイ

ンが不足している。 

 
 

 
１キラーコンテンツ：集客する力のある圧倒的な魅力を備えたもの 
２ジオパーク：地球活動の遺産を主な見所とする自然の中の公園のこと 
３世界ジオパークネットワーク：Global Geoparks Network（GGN）。2004年にユネスコの支援により設立。世界各地のジオパークを審査し
て、ネットワークへの加盟認定を行う 

４静岡県サイクルツーリズム協議会：サイクリングに適した地域が連携して情報を発信し、サイクリスト向けのサービス普及を進めるこ

となどを目的に静岡遠州観光ネットワーク（静岡県中東遠地域の５市１町で構成）と、伊豆狩野川流域の２市１町の観光協会ほか県内
の観光協会や市町、静岡県が参画して 2012年 12月に設立 

５メディカルツーリズム：居住国とは異なる国や地域を訪ねて医療サービス（診断や治療など）を受けること 
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（2）伊豆の国市の観光の課題 

伊豆の国市の強みと弱みを踏まえた観光振興の課題を、以下のとおり５つの視点で整理します。 

課題① 市民パワーと多様な主体の連携が課題 ≪市民活動≫ 

 市民活動情報の把握 

 観光に関心がある市民の受け皿づくり 

 活動人材の育成 

 市民レベルの意識の高まり 

課題② 各資源の磨き上げと特徴を活かしあう取組が課題 ≪観光資源≫ 

 歴史資源を活かした回遊性のある観光の確立 

 温泉地の魅力の向上と他地域及び他分野との連携 

 農産物や体験農園と既存の観光資源の活用 

 各種イベントの再認識と来場者の観光交流客としての取り込み 

 スポーツをテーマとした観光交流 

 地域資源の魅力を繋ぐ 

 市域を超えた各資源の観光コースづくり 

 地域資源の効果的なＰＲ 

 それぞれの取組の連携をコーディネートする機能の構築 

課題③ 広域交通網の活用と円滑な域内交通の確保が課題 ≪都市基盤≫ 

 観光客が利用しやすい交通体系の確保 

 伊豆箱根鉄道駅周辺の活用 

 景観分野と観光振興の連携 

 障がい者や高齢者にやさしい交通基盤及び施設の整備 

課題④ 広域的な連携と魅力の差別化が課題 ≪広域観光≫ 

 全国に向けた情報発信の連携 

 域内における魅力の差別化 

 広域で取り組む観光イベント 

課題⑤ 発信戦略の共有と情報集約が課題 ≪情報発信・ＰＲ≫ 

 情報発信のターゲットの明確化 

 知名度を高める情報発信 

 誘導サイン１・案内サイン２のルールの確立 

 観光情報の効果的なＰＲ 

 市内観光情報の一元化 

 

 

 
 

１誘導サイン：目的の場所へ誘導することを目的とし、矢印等で目的地を指し示すもの 
２案内サイン：現在地周辺の状況を地図にて表示するもの 
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基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３ 
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毎日が魅力あるまち“おもてなしの伊豆の国” 

～歴史と温泉、豊かな自然と農産物 ありのままの魅力発信～ 

 

 

 

 

 

 

 

（理念） 

伊豆の国市には、誇るべき歴史・文化、豊かな自然、温泉、農産物など、多くの地域資源があります。

そこで生活している私たちにとって、これらの地域資源は当たり前に存在するものですが、実は、それ

こそが、豊かで潤いのある暮らしの基盤となっていることを再認識する必要があります。 

こうした地域資源を活かすことにより、交流人口の増加を図ることが期待されますが、本市は、少子

高齢化、多様化する旅行ニーズ、インバウンド１の推進など、観光を取り巻く近年の動向への対応が十

分でなく、その結果として、観光業の不振に繋がっています。 

また、観光客は、その地域ならではの暮らしや食事、風景、もてなしなどに期待をして旅行する傾向

が強くなっています。 

今こそ、私たちは、自らの日常の中に光る、当たり前の魅力に目を向け、それこそが、多くの観光客

をひきつけるものであるという自覚を持ち、市民一人ひとりの参加による“おもてなしの伊豆の国”の

実現のための取組を推進します。 

そして、その取組の推進によって、地域振興、産業・雇用の創出、国際親善、文化・芸術等を活性化

させることで、市民の生きがいや安らぎを生み出し、また、生活のゆとりと潤いに寄与することを目指

します。 

 

 
１インバウンド：外国人観光客を誘致すること 
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将来像を実現するために、以下の目標を掲げます。 

 現状（平成 25年度） 目標（平成 36年度） 目標達成に向けた取組例 

観光交流人口１ ２２１万人 ３００万人 
韮山反射炉世界文化遺産登録を活かし

た観光ＰＲ、伊豆半島ジオパーク２の 

世界ジオパークネットワーク３加盟等 

 

（目標の内訳） 

※観光施設利用客数の推移（P9,10）の数値を参考に目標を設定した。 

 
１観光交流人口：静岡県観光交流動向調査による観光交流客数（「宿泊客数」と「観光レクリエーション客数」の合計） 
２ジオパーク：地球活動の遺産を主な見所とする自然の中の公園のこと 
３世界ジオパークネットワーク：Global Geoparks Network（GGN）。2004年にユネスコの支援により設立。世界各地のジオパークを審査し

て、ネットワークへの加盟認定を行う 
４外国人宿泊客数：外国人宿泊客の集計をしている伊豆長岡温泉及び大仁温泉の実績を参考にした。なお、観光レクリエーション客とし
ての外国人観光客は、「宿泊客数」以外の項目に含まれる。 

 
平成 25 年度 

実績 

平成 36年度 

目標 
目標の考え方（※） 

民間観光施設 410,000 600,000 

新東名高速道路、伊豆縦貫道などの高速交通網の充実、

既存施設の誘客強化、新規参入などを見込み、５割程度

の増加を目標とします。 

市内イベント参加 141,469 230,000 

市民との協働によるイベントやスポーツ大会の誘致な

ど、イベントの充実を誘客に結び付けて、６割程度の増

加を目標とします。 

観光農園 268,283 400,000 
観光農園最盛時期以外の季節にイベントを開催するなど

の新たな取組等により、５割程度の増加を目標とします。 

江川邸 39,729 60,000 

韮山反射炉への観光客増加による相乗効果、回遊ルート

の創設による観光客増加等を見込み、５割程度の増加を

目標とします。 

韮山郷土史料館 12,886 20,000 

韮山反射炉への観光客増加による相乗効果、回遊ルート

の創設による観光客増加等を見込み、５割程度の増加を

目標とします。 

韮山反射炉 85,920 150,000 

好調期 11万人の実績、世界文化遺産登録やおもてなしの

充実等による誘客効果を見込み、７割程度の増加を目標

とします。 

日帰り温泉施設 306,753 330,000 
他施設等への観光客増加による相乗効果や施設の収容人

数等を考慮し、１割程度の増加を目標とします。 

その他施設 

（ゴルフ場他） 
226,485 340,000 

他施設等への観光客増加による相乗効果、新たな誘客拠

点の強化等を見込み、５割程度の増加を目標とします。 

宿泊客数 723,969 870,000 

好調期 87万人の実績、宿泊施設の稼働率の向上、インバ

ウンドの取組強化等を見込み、２割程度の増加を目標と

します。 

 
（宿泊客数の内） 

外国人宿泊客数４ 
約 6,000 20,000 

国を挙げたインバウンドの取組や韮山反射炉への誘客増

加による相乗効果等を考慮し、３倍程度の増加を目標と

します。 

合計 2,215,494 3,000,000  



22 

 

  

（1）“おもてなし”のまちづくり 

地域の「本当に良いもの」を、地域の人が誇りに思い

大切にすることや、その地に住むことに幸せを感じるこ

とが“おもてなし”のまちづくりの基本となります。地

域に暮らす人の誰もがこのまちの良さを伝え、観光客と

直接ふれ合うことにより、他の地域にはない伊豆の国な

らではの“おもてなし”が実現します。このため、市民

が地域に誇りと愛着を持ち、観光まちづくりに燃え上が

ることができるような体制づくりや人材の育成を推進し

ます。 

 

（2）歴史資源を活かす観光地づくり 

伊豆の国市は、歴史の表舞台に現れる北条政子、源頼朝、北

条早雲、江川太郎左衛門英龍（坦庵）などの人物と縁
ゆかり

がある地

です。また、韮山反射炉や願成就院の国宝など、時代を代表す

る史跡や有形・無形の文化財が数多く残っています。 

こうした歴史資源は、学術的にも非常に貴重なものであり、

その魅力を市民や観光客にわかりやすく伝え、観光資源として

ＰＲしていくことが求められます。このため、観光客のニーズ

に応じたものがたり性の高い回遊ルートの創出や、歴史を活か

すプログラムの充実などを進めていきます。 

さらに、韮山反射炉が、「明治日本の産業革命遺産 九州・山

口と関連地域」の構成資産として世界文化遺産の国内推薦資産

に決定したことを受け、周辺における魅力の強化とおもてなし

体制を充実します。 

 

＜韮山反射炉＞ 

＜花による“おもてなし”＞ 
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（3）温泉地の魅力づくり 

伊豆の国市には、源頼朝もたびたび入湯したと伝えられ

る 1,300 年もの歴史のある温泉（古奈温泉）があります。

こうした歴史性や人物などとの縁
ゆかり

を活かした温泉地の魅

力づくりを推進します。 

また、温泉場通りの景観整備、温泉場らしい空間や

界隈性
かいわいせい

１の創出により、温泉地の魅力の向上を図るととも

に、新たな入浴方法の提案や温泉マイスター２の育成など

により、優れた泉質を活用したプログラムを推進します。 

さらに、気軽に楽しめる温泉地ならではのサービスに加えて、日常では味わうことのできない特

別な体験やおもてなしを提供することにより、観光客にとって贅沢な時間を過ごしていただけるよ

うな取組を推進します。 

 

（4）農と食を体験できる地域づくり 

伊豆の国市の卓越した魅力の１つである「豊かな自然と

農の恵み」を背景に、食の安全や健康志向、そして、自然

環境に配慮した取組を進め、「体に良いこと」や「本物の

良さ」を観光資源として積極的にＰＲしていきます。 

また、田方平野に広がる農地の景観を保全するとともに、

観光客が広域的に回遊し、農のある風景をより楽しむこと

のできる様々な仕掛けづくりや農家との交流機会の創出

などにより、農と食を体験できる地域づくりを推進します。 

 

（5）文化・芸術の郷
さと

づくり 

伊豆の国市には、三番叟
さ ん ばそ う

、鵺
ぬえ

ばらいなど、古くから受け

継がれてきた数多くの伝統があるほか、地域で受け継がれ

てきた祭りや行事があります。また、特に近年は、外国人

観光客が日本らしい文化を好む傾向があることから、芸妓

などが注目されています。こうした伝統や芸能の魅力の掘

り起こし及び磨き上げを図るとともに、世界に通じる質の

高い文化・芸術を振興し、それらを活かした誘客に取り組

みます。 

 
１界隈性：新たな個性的な店や施設が古くからの町並みに溶け込みお互いに良い相互作用を発揮し地域経済にメリットを与えている状態

のこと 
２温泉マイスター：地域の資源である温泉を活用した健康づくりを推進するため、温泉や健康に関する知識を有し、地域住民や訪れる人
に対しそれらを紹介できるような人材、すなわち「地域の健康発信人」のこと 

＜広瀬神社の例大祭＞ 

＜伊豆長岡温泉＞ 

＜特産のイチゴ＞ 
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（6）健康・スポーツによる交流づくり 

伊豆の国市には、地域医療の中核を担う「順天堂大学医

学部附属静岡病院」があります。この強みを活かし、“魅力
ゆ め

ある温泉健康都市”の実現に向けて、当該病院と積極的な

連携を図ります。また、温泉を活かした健康プログラム体

験など、観光と健康が一体となったヘルスツーリズム１の

取組を推進します。さらに、市内を流れる狩野川流域を走

るサイクリングやランニングなど、年間を通じて温暖な気

候を活かしたスポーツツーリズム２の取組ほか、スポーツ

イベントの誘致を推進します。 

 

（7）楽しみやすい基盤づくり 

伊豆の国市は、首都圏からのアクセスがよく、多くの方

が訪れやすい観光地です。公共交通網、基幹道路等に係る

交通基盤整備や観光交流拠点における施設・機能のさらな

る充実などにより誘客増加を図ります。また、景観は、重

要な魅力の１つであることから、魅力ある景観づくりを推

進するとともに、観光資源として活用する取組を推進しま

す。さらに、誘導サイン３・案内サイン４についても、観

光客を適切に目的地まで誘導できる、わかりやすいものと

なるように整備を推進します。外国人観光客、高齢者、障がい者など、全ての方に安心・安全を感

じていただけるように、ユニバーサルデザイン５に配慮した利便性の高い基盤づくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
１ヘルスツーリズム：自然豊かな地域を訪れ、そこにある自然、温泉や身体に優しい料理を味わい、心身ともに癒され、健康を回復・増
進・保持する新しい観光形態 

２スポーツツーリズム：スポーツを「観る」「する」ための旅行に加え、スポーツを「支える」人々との交流や、旅行者が旅先で多様なス

ポーツを体験できる環境の整備も含むもの 
３誘導サイン：目的の場所へ誘導するため、矢印等で目的地を指し示すもの 
４案内サイン：現在地周辺の状況を地図にて表示するもの 
５ユニバーサルデザイン：「全ての人のためのデザイン（構想、計画、設計）」。まちづくりやものづくりなどを進めるに当たり、年齢、性
別、能力、言語など、人々が持つ様々な特性や違いを認め合い、はじめから、できるだけ全ての人が利用しやすい、全ての人に配慮し
た、環境、建築、施設、製品等のデザインをしていこうとする考え方 

＜狩野川 100ｋｍサイクリング＞ 

＜田方平野に広がる田園＞ 
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（8）魅力を結ぶ連携づくり 

全国的に観光誘客の取組が進められる中、伊豆の国市が、

選ばれる観光地となるためには、広域的な連携によりそれ

ぞれの魅力を高めあう取組が必要です。このため、近隣市

町のほか、伊豆半島の他地域や箱根地域などとの連携の強

化や、伊豆半島ジオパーク１によるジオツーリズム２を推進

することで、広域的な観光推進を図ります。 

 

（9）発信力のあるブランドづくり 

伊豆の国市の中には、これまで目立った観光資源として

は注目されていないものの、地域の生活文化に根差した、

地域の人だからこそ知り得る、様々な資源が眠っています。

このような日常に埋もれてしまっている魅力を掘り起こ

し、観光資源として磨き上げる取組を推進します。 

また、様々なチャンネル３を活用したプロモーション４

の展開やＳＮＳ５等を活用した情報収集・発信の強化に

より発信力のあるブランドづくりを推進します。 

さらに、既存の観光イベントの充実に加え、全国的な誘客に繋がるビッグイベントの創出や誘致

に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
１ジオパーク：地球活動の遺産を主な見所とする自然の中の公園のこと 
２ジオツーリズム：地質及び地形や景観、風土、歴史、生活文化など地質に密接に関連する領域を切り口として整備されたジオパークに

おいて、「自然と人間（暮らし）との関わり」をテーマに訪れた人々が知的感動、楽しみ等を味わい、しかも将来に向けて の環境保全
の大切さを胸に刻むことのできるツアー』の形態 

３チャンネル：表現の手段 
４プロモーション：販売促進のために行う活動 

５ＳＮＳ： Social Networking Service（社会的ネットワークをインターネット上で提供するサービス 

  

＜伊豆の国反射炉ブランド認定商品など＞ 

＜市域を上空より望む＞ 
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１インバウンド：外国人観光客を誘致すること 

２ヘルスツーリズム：自然豊かな地域を訪れ、そこにある自然、温泉や身体に優しい料理を味わい、心身ともに癒され、健康を回復・増

進・保持する新しい観光形態 
３スポーツツーリズム：スポーツを「観る」「する」ための旅行に加え、スポーツを「支える」人々との交流や、旅行者が旅先で多様なス
ポーツを体験できる環境の整備も含むもの 

４ジオツーリズム：地質及び地形や景観、風土、歴史、生活文化など地質に密接に関連する領域を切り口として整備されたジオパークに
おいて、「自然と人間（暮らし）との関わり」をテーマに訪れた人々が知的感動、楽しみ等を味わい、しかも将来に向けての環境保全の
大切さを胸に刻むことのできるツアー』の形態 

５プロモーション：販売促進のために行う活動 

  

■施策の体系図 
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基本計画 

 

 

  

４ 
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（1）“おもてなし”のまちづくり 

①市民一人ひとりの参加による“おもてなし”体制づくり 

 地域の本当に良いものを、地域の人が誇りに思い大切にし、その地に住むことに幸せを感じられ

るような施策を推進します。 

 観光施設、幹線道路、各家庭などに花を植え、花で観光客をもてなす「花のまちづくり」を推進

します。 

 市民が、地域の魅力について学んだり、再認識したりできるような講習会を企画し開催します。 

 今まで知らなかった地域の魅力だけではなく、既に知っていた魅力も含めて、市民自らが発信し

ていく仕組みづくりを進めます。 

 

②インバウンド１観光の推進 

 今後、さらなる増加が期待される外国人観光客を呼び込むため、近隣市町、県東部地域、箱根や

伊豆の他地域などと連携し、外国人観光客の誘客に向けた取組を進めます。 

 2020 年の東京オリンピック・パラリンピックの開催に当たり、選手団の合宿誘致に向けた取組

を進めます。 

 外国人観光客をもてなすため、観光事業者への研修、マニュアルの作成、外国語ボランティアの

養成や募集など、受入態勢の強化を進めます。 

 外国人観光客のために、観光案内所、ホームページ、パンフレットなどにおける多言語化の推進

や質の向上を図るとともに、外国語ボランティアの確保、無料公衆無線ＬＡＮ２の整備等のおも

てなし体制の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

１インバウンド：外国人観光客を誘致すること 
２公衆無線ＬＡＮ：駅や空港、ホテル、飲食店などの不特定多数の人が集まる空間に設置された無線ＬＡＮのアクセスポイントを利用し

て、有償または無償で利用することのできる無線ＬＡＮのこと 
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③次世代人材の育成 

 地域ならではのものにこだわり、観光客と地域の人との交流やささやかな触れ合いを実践するた

め、地域の観光資源に精通した「おもてなし人材」の育成を推進します。 

 歴史ガイド、温泉マイスター１及びジオガイド２のように、特定の分野における専門性の高い人

材のほか、ワンストップ窓口３として、おもてなしのよろず相談に乗ることができる総合的な人

材など、多様なニーズに対応できる幅広い人材の育成を図ります。 

 市民、学生、事業者など、必ずしも専門的なガイドではない、地域の様々な立場の人が、地域を

誇りに思い、観光客に対して積極的に語り部になれるような取組を推進します。 

 2020 年の東京オリンピック・パラリンピックの開催を見据え、外国語ボランティアの育成を推

進します。 

 子どもたちが、地域の魅力を学び、地域に対する誇りを育むことができるような機会の創出を推

進します。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
１温泉マイスター：地域の資源である温泉を活用した健康づくりを推進するため、温泉や健康に関する知識を有し、地域住民や訪れる人

に対しそれらを紹介できるような人材、すなわち「地域の健康発信人」のこと 
２ジオガイド：ジオパークを訪れる人々がジオパークの魅力に触れ、理解を深めることができるように、専門的な知識を学び、認定を受
けた案内人のこと 

３ワンストップ窓口：１つの窓口で様々なサービスが受けられる環境、場所のこと 
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（2）歴史資源を活かす観光地づくり 

①ものがたり性のある回遊ルートの創出 

 市内に点在する歴史資源を繋ぐ、テーマ性が高い回遊ルートの創出を進めます。 

 散策を楽しめる時間や訪れた日の天候・季節などの条件のほか、自然や食などに期待する観光客

の多彩なニーズに応じて、観光客自身が、いつ来てもルートを“選べる”ように複数の選択肢を

提供できるサービスを整備します。 

 回遊後の満足度が高く、「また来よう」、「次はこうしよう」という期待と再訪を促すような魅力

を備えた回遊ルートになるように、魅せ方や仕掛けを工夫します。 

 

②韮山反射炉周辺の魅力の強化 

 韮山反射炉において、「おもてなし施設（ガイダンス施設・駐車場）」の整備を進めます。 

 パークアンドライドシステム１など、韮山反射炉周辺の二次交通の確保によるスムーズな移動と

交通渋滞の解消に向けた取組を推進します。 

 地域住民が、韮山反射炉についての基礎知識を十分に有し、「誰もが案内人である」という自覚

とおもてなしの心を育んでいく取組を推進します。 

 韮山反射炉でしかできない体験や記念撮影等ができるプログラムの提供により、観光客が、繰り

返し訪れたいと思うような魅力を創出します。 

 

③歴史資源のＰＲ 

 韮山反射炉検定など、歴史資源の知識を問う「ご当地検定」の実施と普及に取り組み、本市の歴

史資源の魅力を誰にでもわかりやすい形で伝えていきます。 

 ガイドマップやパンフレットなどによる周知のほか、ＳＮＳ２などのＩＣＴ３ツールを活用した

新たな情報発信を推進します。 

 誰にでもわかりやすい説明資料を作成し、子どもたちが地域の歴史資源を学ぶ機会を増やします。

また、小・中学生が作成したポスター・チラシ・案内板などによるＰＲを推進します。 

 地域の日常や文化に関連した資産、古くから伝わる逸話など、本市に来訪したからこそ得ること

ができる裏話的な魅力を積極的に掘り起こし、活用していくことにより、伊豆の国らしい歴史資

源のＰＲに繋げていきます。 

 

 

 

 
１パークアンドライドシステム：自動車を駅周辺の駐車場に停め、鉄道やバス等の公共交通機関に乗り換えることで、渋滞緩和や環境改
善を図るための手法 

２ＳＮＳ： Social Networking Service（社会的ネットワークをインターネット上で提供するサービス） 
３ＩＣＴ：Information & Communication Technology（情報処理や情報通信などのコンピュータやインターネットに関連する諸分野にお
ける技術、産業、設備の総称）  
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④歴史を活かすプログラムの充実 

 観光客のニーズに合った話題を提供しながら魅力を伝えることのできる各分野に特化した専門

ガイドのほか、歴史資源を網羅的に把握した人材の育成を図ります。また、必ずしも専門的なガ

イドではなく、市民、学生、事業者など、地域の様々な立場の人たち自らが語り部になれるよう

な取組を推進します。【再掲】 

 個人、家族、団体等、旅行形態によらず、誰もが現地で気軽に参加することのできるガイドツア

ーなど、思い立った時にいつでも参加できるプログラムを創出します。 

 市民主体の歴史イベント等を開催することにより、多くの市民や観光客が交流できる機会の提供

を図ります。 

 市内の観光施設の周遊券を充実させるなど、おもてなしプログラムのパッケージ化１を図ること

により、わかりやすくアプローチ２しやすい誘客を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
１パッケージ化：複数の要素をひとつにまとめること 
２アプローチ：対象とするものに迫ること 
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（3）温泉地の魅力づくり 

①観光客にとっての贅沢な時間の提供 

 宿泊先における大浴場や食事など、従来からあった旅行先の魅力に加え、プラスアルファの魅力

がある体験を提供できるように、観光事業者や関係団体等に働きかけていきます。 

 「体に良いこと」、「リラックスできること」などの「癒
いや

し」のほか、低農薬の地場産品を使った

料理や無添加のアメニティグッズ１の提供など、量よりもしっかりとした品質のサービスの提供

を求める観光客のニーズの変化とその対応について、観光事業者が、従来のあり方を見直し、改

善を進められるように支援していきます。 

 

②古くからの温泉地の魅力向上・泉質のＰＲ 

 本市の観光の中核を担う温泉場通りの修景整備や源氏山の整備など、温泉地に相応しい風情と賑

わいの創出に取り組みます。 

 「立・座・寝」などの新たな入浴方法や温泉を活用して体を「鍛える」プログラム、温泉マイス

ター２による温泉の魅力紹介、新たな温泉との関わり方の提案、「飲める温泉」の紹介など、温

泉の効能と泉質の積極的なＰＲを推進します。 

 宿泊で訪れた観光客が、宿泊施設の外に出て「そぞろ歩き」をしながら買い物などを楽しむこと

ができるような魅力及び仕掛けづくりを推進します。 

 日帰り温泉を活用した、利用客増加に繋がるような仕掛けづくりを推進します。 

 

③気軽に楽しめる温泉地サービスの提供 

 市内の足湯について、地元の常連客だけではなく、初めて利用する方でも利用しやすい仕組みづ

くりを推進します。 

 ゆとりのあるアクティブシニア３層向けの温泉地サービス、近隣の方の頻繁な来訪を促すための

特典等、誰もが楽しむことのできる多彩なサービスの創出などを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

１アメニティグッズ：旅館・ホテルなどの客室や浴室に備えてある石鹸(せっけん)やシャンプー、歯ブラシ、櫛(くし)などの用品 
２温泉マイスター：地域の資源である温泉を活用した健康づくりを推進するため、温泉や健康に関する知識を有し、地域住民や訪れる人
に対しそれらを紹介できるような人材、すなわち「地域の健康発信人」のこと 

３アクティブシニア：団塊世代を中心に、自分なりの価値観をもつ元気な世代であり、年齢に関係なく仕事や趣味に意欲的で、社会に対

してもアクティブに行動するシニアのこと  
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（4）農と食を体験できる地域づくり 

①魅力的な“農産物・食”の活用・ＰＲ 

 豊かな自然と農の恵みを背景に、「体に良いこと」や「本物の良さ」を観光資源として捉え、オ

ーガニックや低農薬の野菜など、本市の大きな魅力の１つである農産物と食を積極的に活用し、

また、ＰＲしていきます。 

 季節ごとの地場産品カレンダー、それを味わうことのできる飲食店のマップ、その場でしか味わ

うことのできない期間限定・地域限定の食の開発など、農産物と食の魅力を伝える手段を構築し

ます。 

 

②満足できる体験・サービスの充実 

 地元の人々と触れ合いながらの農業体験のほか、いちご狩り、みかん狩りなどの収穫体験に、地

元食材を使った季節の食事の提供などの魅力を付加したプログラムの充実、その他観光振興に繋

がる６次産業化の取組を推進します。 

 本市の主要観光スポットであるいちご狩りについて、他の観光資源との連携等による、より満足

度を高めるための取組のほか、国内外に向けて積極的なＰＲを進めます。 

 市内を回遊する観光客に対して、ささやかで素朴でも、「本物」を知っているからこそできるサ

ービスを提供し、伊豆の国らしいおもてなしに繋げていきます。 

 県内外の学校と地元農家が提携した体験旅行の受入れなど、子どもたちが、地域の農産物や食を

活かした体験をしたり、遊べるような環境の整備を推進します。 

 

③素晴らしい“農景観”の保全 

 田方平野に広がる素晴らしい農地の景観を保全するため、耕作放棄地の発生防止、使用していな

いビニールハウス等の解消、耕作地を利用した景観形成作物の栽培などに取り組みます。 

 観光農園、市民農園、貸農園等の農と触れ合う機会の充実や交流の場の創出などにより、農のあ

る風景を演出します。 
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（5）文化・芸術の郷
さと

づくり 

①伝統芸能を活かした誘客 

 江川太郎左衛門英龍（坦庵）に縁
ゆかり

が深い「農兵節」について、「ヤッパンマルスいずのくに」と

して独自の取組を進めていきます。 

 三味線や鳴物などによる伝統ある芸妓の舞、長唄小唄、お座敷遊びなど、伊豆長岡温泉ならでは

の芸妓文化に触れる機会の創出や芸妓まつりのＰＲなどにより、誘客の促進を図ります。 

 

②地域の伝統文化の掘り起こし・育成 

 市内に数多く存在する、小さくても地域で継承されてきた祭りや伝統行事について、観光資源と

して掘り起こし、他にはない地域ならではの魅力としての活用を図ります。 

 日本ならではの観光資源に強い興味を持っている外国人観光客について、適切なニーズの分析、

それに対応した資源の磨き上げ、的確なアプローチ、そして、サービスの向上に取り組みます。 

 

③世界に通じる文化・芸術の発信 

 世界で活躍している一流の文化・芸術家を招いての演奏会や公演等を開催します。また、そうい

った場に立てるような、世界に通じる人材の育成に取り組みます。 

 子どもたちが、世界に通じる文化・芸術に触れ、体感できる機会を創出します。 
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（6）健康・スポーツによる交流づくり 

①ヘルスツーリズム１の推進 

 総合計画に掲げた将来像にある“魅力
ゆ め

ある温泉健康都市”の実現に向け、地域医療の中核を担う

「順天堂大学医学部附属静岡病院」や各種医療機関等との積極的な連携を図るほか、精神的・身

体的に豊かになるための、温泉を活かした健康プログラムの構築など、観光と健康が一体となっ

た取組を推進します。 

 市内には医療・健康に係る施設や人材の集積があることから、健康の回復、維持及び増進に繋が

るヘルスツーリズム１を推進します。 

 高齢者や障がい者等、介護が必要な観光客をサポート仕組みづくりなどを検討し、他の地域との

差別化を図ります。 

 

②スポーツツーリズム２の推進 

 気候が温暖でスポーツに最適な立地を活かした魅力的なスポーツイベントの開催など、スポーツ

ツーリズム２を推進していきます。また、ランニングやハイキングなどを気軽に楽しむことので

きる環境を活かしてスポーツによる観光客との交流を推進します。 

 2020 年の東京オリンピック・パラリンピックの開催に当たり、選手団の合宿誘致に向けた取組

を進めます。【再掲】 

 スポーツ大会の誘致のほか、閉鎖した学校のグラウンドや空き地等を利用したスポーツ施設の整

備など、スポーツツーリズム２を推進するための基盤整備を推進します。 

 市内外の小・中学生、高校生、大学生などによるスポーツ合宿の受入れ推進のほか、受入態勢の

充実に向けて、スポーツ施設の予約や対戦相手のマッチングなどを行うコーディネーターの育成

を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
１ヘルスツーリズム：自然豊かな地域を訪れ、そこにある自然、温泉や身体に優しい料理を味わい、心身ともに癒され、健康を回復・増

進・保持する新しい観光形態 
２スポーツツーリズム：スポーツを「観る」「する」ための旅行に加え、スポーツを「支える」人々との交流や、旅行者が旅先で多様なス
ポーツを体験できる環境の整備も含むもの 
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（7）楽しみやすい基盤づくり 

①利便性の高い交通基盤の整備 

 高齢者や障がい者等、誰もが訪れやすいように、鉄道とバスの連携の強化など、公共交通の充実

を図ります。 

 市内の渋滞緩和や環境負荷に配慮し、観光客に利便性の良い交通手段の構築等によるパークアン

ドライドシステム１の導入を図ります。 

 鉄道や自動車などの一次交通の交通拠点から、地域内の観光地間を結ぶ路線バス、タクシー、レ

ンタサイクルなどの二次交通手段の充実を図ります。 

 観光客が、街中を散策しやすいように、ユニバーサルデザイン２に配慮した歩道の整備を進める

とともに、わかりやすい通りの名称で道案内ができるような取組を推進します。 

 

②良好な景観の維持、向上、創造 

 本市の大きな魅力の１つである景観を観光資源として最大限に活用していきます。 

 富士山、狩野川、田方平野に広がる田園景観、「世界文化遺産の富士山と平成 27年に登録を目指

す韮山反射炉を同時に見られる地」など、感動を与えられる景観スポットの整備とともに、それ

らを繋ぐネットワークを形成することにより、個性あふれる美しい景観を独自の観光資源として

ＰＲします。 

 観光客の利便性に配慮し、統一のデザインでわかりやすい誘導サイン３・案内サイン４の整備を

推進します。また、本市らしい屋外広告物の規制・誘導を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
１パークアンドライドシステム：自動車を駅周辺の駐車場に停め、鉄道やバス等の公共交通機関に乗り換えることで、渋滞緩和や環境改
善を図るための手法 

２ユニバーサルデザイン：「全ての人のためのデザイン（構想、計画、設計）」。まちづくりやものづくりなどを進めるに当たり、年齢、性
別、能力、言語など、人々が持つ様々な特性や違いを認め合い、はじめから、できるだけ全ての人が利用しやすい、全ての人に配慮し
た、環境、建築、施設、製品等のデザインをしていこうとする考え方。 

３誘導サイン：目的の場所へ誘導することを目的とし、矢印等で目的地を指し示すもの 
４案内サイン：現在地周辺の状況を地図にて表示するもの 
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③安全で安心な旅行環境の提供 

 ユニバーサルデザイン１による街並みの形成により、高齢者、障がい者、子ども連れなど、全て

の観光客が旅行を楽しめる環境づくりを推進していきます。 

 多機能型トイレの整備、案内表示の多言語化、ピクトグラム２を使用した案内などにより、全て

の観光客にとって快適な旅行環境を提供していきます。 

 観光客の安全・安心のため、災害時における観光客の避難先や避難方法の設定のほか、宿泊施設・

観光施設等における避難マニュアルの作成などを進め、それらを積極的にＰＲしていきます。 

 市民や観光客が安心して回遊することができるように、地元住民と協働したきめ細かい防犯パト

ロールの実施など、防犯力の強化に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
１ユニバーサルデザイン：「全ての人のためのデザイン（構想、計画、設計）」。まちづくりやものづくりなどを進めるに当たり、年齢、性

別、能力、言語など、人々が持つ様々な特性や違いを認め合い、はじめから、できるだけ全ての人が利用しやすい、全ての人に配慮し
た、環境、建築、施設、製品等のデザインをしていこうとする考え方 

２ピクトグラム：絵文字、象形文字、絵グラフ 
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（8）魅力を結ぶ連携づくり 

①魅力を結ぶ近隣市町との連携の推進 

 観光客の満足度をより高めるため、近隣市町と連携した広域的な観光推進体制の構築を進めます。 

 近隣市町を巡る観光ルートの開発や伊豆箱根鉄道駿豆線沿線の活性化のほか、サイクリングを活

用した観光振興に係る活動などを支援します。 

 市民・行政・観光関連団体などの様々な主体が、それぞれの役割を明確化し、また、それぞれの

特徴と強みを活かしながら一体となって取り組む体制づくりを推進します。 

 市有地等を有効活用した、観光客を受け入れるための拠点づくりに取り組みます。 

 

②ジオツーリズム１による広域的な観光の推進 

 城山、葛城山、北江間横穴群、狩野川放水路など、伊豆半島ジオパーク２のジオポイント３の特

徴や魅力を効果的に伝え、また、誘客の促進にも活用していきます。 

 市内のジオサイト４を訪れる観光客にわかりやすい説明ができるジオガイド５の養成や、伊豆半

島のジオサイト４を巡る観光コースの開発を進めることにより、ジオツーリズム１を促進し、誘

客の拡大に繋げます。 

 伊豆半島ジオパーク２の魅力を、国内外に対して積極的かつ効果的に発信していくため、関係機

関及び市町との連携を強化していきます。 

 

③海の恩恵との連携 

 隣接する沿岸の観光地と、海産物、海水浴、海のレジャーなどの要素で強い繋がりを持ち、お互

いの長所を活かして、交流客数の増加を図ります。 

 海の恩恵と温泉の魅力を味わうことの魅力について、隣接する沿岸の観光地と連携して効果的な

情報発信をします。 

 

 

 

 

 

 

 
１ジオツーリズム：地質及び地形や景観、風土、歴史、生活文化など地質に密接に関連する領域を切り口として整備されたジオパークに
おいて、「自然と人間（暮らし）との関わり」をテーマに訪れた人々が知的感動、楽しみ等を味わい、しかも将来に向けての環境保全の
大切さを胸に刻むことのできるツアーのこと 

２ジオパーク：地球活動の遺産を主な見所とする自然の中の公園のこと 
３ジオポイント：ジオサイト内の地球科学を中心とした自然・文化的見どころのこと 
４ジオサイト：ジオパーク内の個々の保全対象を安全かつ快適に観察でき、かつ、そうした状況を将来的にも保全していくことが可能と

見込まれる領域のこと 
５ジオガイド：ジオパークを訪れる人々がジオパークの魅力に触れ、理解を深めることができるように、専門的な知識を学び、認定を受
けた案内人のこと 
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（9）発信力のあるブランドづくり 

①観光資源の掘り起こしと磨き上げ 

 これまで、観光資源としては注目されてこなかった地域の伝統文化を掘り起こし、他にはない地

域ならではの魅力としての活用を図ります。【再掲】 

 地域の日常や文化に関連した資産、古くから伝わる逸話等、本市に来訪したからこそ得ることが

できる裏話的な魅力を積極的に掘り起こし、活用していくことにより、伊豆の国らしい観光資源

のＰＲに繋げていきます。【再掲】 

 本市は、富士山、芸妓、温泉、侍など、外国人がイメージする日本らしさの資源を備えているた

め、その強みを活かした外国人観光客の誘客を進めます。また、それに向けて、適切なニーズの

分析、それに対応した資源の磨き上げ、的確なアプローチ、そして、サービスの向上に取り組み

ます。【再掲】 

 学生、女性、観光客など、新たな視点からの地域資源の掘り起こしとその資源の活用方法などを

検討する取組を推進します。 

 既存の観光イベントの充実に加え、新たに、全国的な誘客に繋がる集客効果の高いビッグイベン

トの創出や誘致に取り組みます。 

 

②プロモーション１の促進 

 本市が有する観光資源について、旅行会社、各種メディア、フィルムコミッションなど、様々な

手段によるプロモーション１を展開します。 

 市長によるトップセールスのほか、ホームページや広報誌などにおける市内の観光資源のＰＲを

充実させ、効果的な誘客の推進を図ります。 

 「てつざえもん」、「ぬえ左衛門」、「源氏ボタルよりともくん」といった市内のＰＲキャラクター

（ゆるきゃら）等を活用して、子どもからお年寄りまで親しみやすいプロモーション１を推進し

ます。 

 

③情報収集と発信の強化 

 伊豆長岡駅前に観光案内所を整備し、観光客への案内機能を充実します。 

 地域の魅力を誰にでもわかりやすい形で伝えていくため、ガイドマップやパンフレットなどによ

る周知のほか、ＳＮＳ２によるリアルタイムな口コミを活用した効果的な情報発信に取り組みま

す。 

 外国人観光客のために、観光案内所、ホームページ、パンフレットなどにおける多言語化の推進

や質の向上を図ります。【再掲】 

 小学生にもわかりやすい資料の作成を推進します。また、小・中学生が作成したポスター・チラ

シ・案内板などをＰＲに用いるなど、誰に対してもわかりやすく親しみやすい情報提供のために、

子どもたちと協働した活動の展開を図ります。【再掲】 

 民間事業者との協働により、無料公衆無線ＬＡＮ３環境の整備に取り組みます。 

 
 

１プロモーション：販売促進のために行う活動 
２ＳＮＳ： Social Networking Service（社会的ネットワークをインターネット上で提供するサービス） 
３公衆無線ＬＡＮ：駅や空港、ホテル、飲食店などの不特定多数の人が集まる空間に設置された無線 LAN アクセスポイントを利用して、
有償または無償で利用することのできる無線 LANのこと 
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重点プロジェクト 
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本市を訪れる観光客を快く迎え入れ、伊豆の国の魅力を存分に楽しみ、くつろぎ、満足して帰

っていただくためには、市を挙げたおもてなしの質の向上が必要です。市民一人ひとりが、質の

高いおもてなしを実践し、観光客を迎え入れる観光地づくりに重点的に取り組みます。 

①市民一人ひとりの意識の醸成 

観光客を快く迎え入れ、心に残る旅行としていただけるように、市民一人ひとりのおもてなし

に対する意識を高めるための施策に取り組みます。 

②受入れ人材の育成 

観光客の受け入れのプロフェッショナルとなる人材を育て、観光地としてのおもてなしの質を

高めます。 

③参加・連携できる仕組みの構築 

観光関係者や市民が、本市の観光振興の活性化に向けた参加や連携ができる環境づくりに取り

組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年度の世界文化遺産登録を目指す韮山反射炉とその周辺を、本市を代表する観光の拠

点として、より一層発展させるため、韮山反射炉とその周辺の歴史・文化資源を活用したおもて

なし態勢の強化に重点的に取り組みます。 

①韮山反射炉周辺の魅力の強化と発信 

韮山反射炉へのアクセス機能の強化やおもてなし施設（ガイダンス施設等）の整備など、観光

客の期待を上回り、喜んでいただけるような環境整備を行います。 

また、国の重要文化財である江川邸や願成就院の国宝など、市内の貴重な観光資源を保全する

とともに、それらが持つ素晴らしい魅力を積極的に発信し、認知度の向上を図ります。 

②韮山反射炉を中心とした回遊ルートの創出 

韮山反射炉をはじめ、韮山城、江川邸、願成就院など、市内の観光資源を繋ぐ、伊豆の国なら

ではの魅力に溢れた回遊ルートを創出します。 
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③おもてなしプログラムの充実 

歴史ガイド等の育成や案内力の強化、本市の歴史・文化資源ならではの体験観光など、多様な

ニーズに対応できるおもてなしプログラムを充実します。 

 
 

 

1300 年の歴史を持ち、源頼朝も入湯したと伝えられる古奈温泉と、明治 40 年に開湯した長岡

温泉は、２つを合せて伊豆長岡温泉と呼ばれ、本市の観光振興の要となっています。当該温泉を

含む周辺地区の賑わいを、より一層向上させるための施策に重点を置いて取り組みます。 

①温泉街の活性化 

地域主体の取組により、伊豆長岡温泉ならではの魅力あるまちづくりを推進します。 

②温泉街のメインストリートの整備 

「長岡温泉場通り」、「古奈温泉あやめ小路」等の修景整備を行い、温泉場らしいおもてなしの

場を創出します。 

③温泉街の沿道景観の整備、誘導 

歩く人の興味を引き、足を留める街並みの整備を進めます。 

④伊豆長岡駅周辺の整備 

伊豆長岡温泉の玄関口である伊豆長岡駅とその周辺について、観光客の利便性や満足度を向上

させるための整備を進めます。 

 

 

本市には、地域医療の中核を担う「順天堂大学医学部附属静岡病院」があり、観光分野と医療・

健康分野の連携による、他市町にはないサービスを提供できる潜在力を秘めています。また、当

該病院の存在は、来訪者にこの上ない「安心感」を与えます。この強みを活かして、当該病院と

連携した施策に重点をおいて取り組みます。 

①医療・健康に関する連携 

順天堂大学医学部附属静岡病院が持つ高い医療水準を活かした施策の実施に向けて連携を図り

ます。 
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②スポーツに関する連携 

順天堂大学医学部附属静岡病院があることで来訪者に与える「安心感」や、実際にケガや病気

があった際に速やかな受け入れができる恵まれた環境を活かし、スポーツ合宿の誘致などに向け

た連携を図ります。 

 

 

 

本市には、歴史、文化、スポーツなどを活用した多彩な観光イベントがあります。それらのさ

らなる充実に加え、新たな集客効果の高いイベントの創出又は誘致によって、全国的な誘客に繋

げていくための施策に重点的に取り組みます。 

①既存の観光イベントの充実 

市内にある、合併前の旧町時代から継承されてきた多彩な観光イベントを、改善、再構築、統

廃合するなどして、これまで以上に誘客に繋がるものに充実させます。 

②新たな観光イベントの創出や誘致 

全国から観光客が訪れる、地域を代表するようなビッグイベントの創出や誘致に取り組みます。 
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推進体制 

 

 

 

６ 
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○ 主旨 

 観光基本計画策定後は、「観光戦略会議（仮称）」を設置し、以下の体制で、基本計画に示された

施策を推進します。 

 「観光戦略会議（仮称）」は、観光基本計画を基にした、５年毎の中長期的な観光施策をまとめ

た「伊豆の国市観光アクションプラン（仮称）」や毎年度の具体的な観光施策などについて検討

及び協議をし、市に対して意見や提案などをします。また、同会議は、必要に応じて観光基本計

画の見直しについて検討及び協議するとともに、「伊豆の国市観光アクションプラン（仮称）」の

期間終了時に、各施策の進捗や効果等について評価をします。 

 観光施策の推進に当たっては、行政や観光関連事業者及び団体等が、役割分担をしながら効果的

な事業展開を図ります。また、市民を含めた関係者との協働、連携に努め、結びつきを深めなが

ら、多くの意見を取り入れて進めます。 
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資料 
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本計画は、外部の有識者を含む伊豆の国市観光基本計画策定委員会及びワーキンググループによる

検討を行い、策定しています。 

より多くの市民、観光関連事業者をはじめ、伊豆の国市の観光の推進に関連する方々の御意見を反

映した計画とするため、市民、観光客、観光関連事業所を対象としたアンケート調査を実施していま

す。また、「伊豆の国市 2013 年度アンケート調査実施報告書 ～伊豆の国市来訪客満足度調査～」の

結果を参考にしています。 

 

    ■策定体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

策定委員会 

（13人：５回） 

市民 
ワーキンググループ 

（12人：９回） 

市 

（事務局） 

参加 

伊豆の国市観光基本計画 

議会 

参加 

意見・提案 

情報提供 

策定 

報告 

協議・承認 

計画（案） 

アンケート（市民・観光客 等） 

パブリックコメント 
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年 月 内 容 

平成 25年８月 市民意識調査、来訪者満足度調査、事業所アンケート調査 

10 月 第１回ワーキンググループ、第１回策定委員会 

12 月 庁内ヒアリング（施策調査）、第２回ワーキンググループ 

平成 26年１月 第３回ワーキンググループ 

２月 第１回研修会、第４回ワーキンググループ、第２回策定委員会 

３月 中間報告書作成 

５月 第５回ワーキンググループ 

６月 第６回ワーキンググループ、議会説明（観光建設委員会） 

７月 第３回策定委員会 

８月 第７回ワーキンググループ、第２回研修会 

９月 庁内確認作業 

10 月 第８回ワーキンググループ 

11 月 第４回策定委員会 

12 月 第９回ワーキンググループ、第５回策定委員会、議会説明（観光建設委員会） 

平成 27年１月 パブリックコメント、議会意見聴取 

３月 市長決定 
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■伊豆の国市観光基本計画策定委員会 名簿               (50 音順・敬称略) 

 № 氏 名 区 分 所 属・役 職 

 １ 秋山 治良 観光関係 (株)ホテルサンバレー 代表取締役 

 ２ 井坂 浩樹 観光関係 (株)JTB 地域統括部長 

 ３ 掛澤 孝壽 学識経験者 静岡県文化・観光部観光政策課長 

 ４ 梅原 秀行 商工関係 JA 伊豆の国営農販売課 課長代理 

 ５ 大久保 あかね 学識経験者 常葉大学経営学部 教授 

 ６ 勝又 規博 金融機関関係 三島信用金庫 長岡中央支店 支店長 

◎ ７ 鴨下 記久枝 観光関係 伊豆の国市観光協会 会長 

 ８ 川田 努 観光関係 
大日(株)  

伊豆の国ﾊﾟﾉﾗﾏﾊﾟｰｸ 営業部長 

 ９ 土屋 龍太郎 商工関係 伊豆の国市商工会 会長 

○ 10 中野 篤 学識経験者 日本ハンギングバスケット協会 理事 

 11 福田 儀市 観光関係 伊豆長岡温泉旅館協同組合 理事長 

 12 吉川 安衛 観光関係 
(株)時の栖  

IZU・WORLD みんなの Hawaiians 支配人 

 13 吉田 和也 交通機関関係 伊豆箱根鉄道(株)企画室  

◎：委員長、○：副委員長 

 

■伊豆の国市観光基本計画策定委員会ワーキンググループ 名簿       (50 音順・敬称略) 

 № 氏 名 区 分 所 属・役 職 

 １ 相磯 和男 観光関係 NPO法人伊豆の国ルネサンス 理事 

 ２ 飯塚 次平 公募  

 ３ 稲村 諭 公募  

 ４ 小張 紀子 公募  

 ５ 小松 逸夫 観光関係 伊豆の国歴史ｶﾞｲﾄﾞの会 会長 

 ６ 坂野 真帆 学識経験者 (株)そふと研究室 代表取締役 

○ ７ 杉山 智 観光関係 伊豆長岡温泉旅館協同組合 理事 

 ８ 近田 典子 観光関係 伊豆の国市音頭保全会 代表 

◎ ９ 林 光珠 観光関係 伊豆の国市観光協会 副会長 

 10 日吉 渉 商工関係 伊豆の国市商工会 広域支援係 

 11 平井 賢吾 公募  

 12 水口 文子 公募  

◎：会長、○：副会長 
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○ 観光立国推進基本計画（平成 24年３月策定） 

①計画期間（平成 24年度（2012年度）～平成 28年度（2016年度）） 

1）基本的な方針 

1.震災からの復興 ―観光が、復興を支え、日本を元気づける― 

2.国民経済の発展 ―観光が、日本経済と地域を再生する― 

3.際相互理解の増進 ―観光が、世界を惹きつける― 

4.民生活の安定向上 ―観光が、人生を楽しく豊かにする― 

2）計画期間における基本的な目標 

1.国内における旅行消費額：平成 28年までに 30兆円 

2.訪日外国人旅行者数：平成 28年までに 1,800万人  

3.訪日外国人旅行者の満足度：大変満足 45％程度、必ず再訪したい 60％程度 

4.国際会議の開催件数：平成 28年までに５割以上増、アジア最大の開催国 

5.日本人の海外旅行者数：平成 28年までに 2,000万人 

6.日本人の国内観光旅行による１人当たりの宿泊数数：平成 28年までに年間 2.5泊 

7.地域の旅行者満足度：（大変満足・必ず再訪したい 25％程度） 

3）施策 ＜観光庁が主導的な役割を果たすべき主な施策＞  

1.国内外から選好される魅力ある観光地域づくり（観光地域のブランド化・複数地域間の広域連携等） 

2.オールジャパンによる訪日プロモーションの実施 

3.国際会議等のＭＩＣＥ分野の国際競争力強化 

4.休暇改革の推進 

○ ふじのくに観光躍進基本計画（平成 26年３月策定） 

①計画期間（平成 26年度（2014年度）～平成 29年度（2017年度）） 

1） 計画の基本理念 

「魅力ある観光地づくり」の原点回帰 

日本人の心の源・日本のシンボル「世界遺産 富士山」をあずかる 

“ふじのくに”の名にふさわしい世界水準の持続的な観光地づくり 

2） 目指す姿 

観光による「地域の魅力向上」 

「本来の観光の姿」=「地域の本当にいいものを地域の人が誇りに思い、それを来訪客と分かち合う観光」 

3） 戦略 

1.しずおかの魅力を“ 創
つく

る ” 

ふじのくに”の真の魅力を活用した観光地づくり ～地域の本物の魅力と誇りの再構築～  

2.しずおかの魅力に“ 誘
いざな

う ” 

ターゲットを明確にした誘客促進 ～国内外の情勢の変化に柔軟に対応しうる誘客戦略～ 

3.しずおかの魅力で“ もてなす ” 

おもてなし日本一の基盤づくり ～「心」あるおもてなしと観光客の利便の促進～ 
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○ 第１次 伊豆の国市総合計画（平成 19年３月策定） 

①基本構想（平成 19年度（2007年度）～平成 28年度（2016年度）） 

1）将来像 

「自然を守り、文化を育む、魅力
ゆ め

ある温泉健康都市」 

2）まちづくりの基本理念 

「共生と交流」、「活力と創造」、「自立と協働」 

3）戦略 

「伊豆半島交流軸の構築」 

「狩野川流域生活圏の一体化」 

「安全、安心、健康のまちづくり」（【観光】戦略的観光誘客への転換） 

4）まちづくりの基本方針 

「美しい自然に恵まれた、快適な空間のまち」をつくる（自然・環境） 

「生き生き働く、活気に満ちた産業のあるまち」をつくる（産業・経済・労働） 

「未来を担う人を育み、豊かな歴史・文化を築くまち」をつくる（教育・歴史・文化） 

「だれもがすこやか、元気に生きるまち」をつくる（健康・福祉） 

「住みたい、訪れたい、にぎわいのあるまち」をつくる（都市基盤・生活環境） 

「みんなが主役、明日に向かって進むまち」をつくる（行政運営・市民参加） 

 

②後期基本計画（平成 24年度（2012年度）～平成 28年度（2016年度）） 

1）第２章 生き生き働く、活気に満ちた産業のあるまち  

幅広い地域資源と結びついた観光交流の振興 

【めざすまちのすがた】 

・地域固有の観光資源が充実し、活力とにぎわいのある観光のまちが実現しています。 

【現状と課題】 

・本市は、伊豆長岡温泉をはじめ、古くから温泉郷を形成し、観光地「伊豆」の中核を担ってい

ます。また、韮山反射炉や江川邸などの歴史・文化遺産、いちご狩りや狩野川でのカヌー・カ

ヤックなどの体験活動、歴史やスポーツをテーマにしたイベントの開催など、豊富な観光資源

を有しています。 

・近年は余暇やレジャーの目的や形態の変化に伴い、観光客のニーズが多様化しています。その

ため、訪れる人のニーズを的確に把握して応えるとともに、市内の観光資源の有効活用を図る

ことが求められています。 

・観光客をもてなし、郷土の歴史や文化を紹介する担い手として、歴史ガイド等の観光ボランテ

ィアが活躍しています。観光地としてさらなる魅力向上を図るためには、まちの魅力を紹介・

案内できる人材の確保・育成はもちろん、市民一人ひとりが「おもてなしの心」をもって観光

客をあたたかく迎えられるよう、意識醸成に努める必要があります。 

・今後は、近隣市町との連携による観光圏構想や県が推進する伊豆半島ジオパーク構想を踏まえ

ながら、アジア地域を中心とした外国人観光客の誘致に向けたインバウンド観光など、多角的

な観点からの観光振興についても検討することが重要となります。 
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【参考指標】 

・歴史や温泉を活かした観光への支援に対する住民の満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主要施策】 

1．地域資源を活用した観光の活性化 

＜魅力的な観光資源や観光ルートにより、多彩な観光ができるまちになっている＞ 

伊豆地域における観光地としての中核を担うため、市内の自然資源、歴史資源、農産物などの

幅広い観光資源を充実・活用することで、観光メニューやプログラム、観光ルートの開発・提供

に努めます。また、観光圏構想や伊豆半島ジオパーク構想などを踏まえ、近隣市町との広域的な

観光振興に取り組みます。 

2．地域と歩む観光地づくり 

＜市民におもてなしの心が育ち、観光客を迎えている＞ 

市民一人ひとりが「おもてなしの心」をもって観光客をあたたかく迎えられるよう、意識の高

揚を図るとともに、歴史ガイド等をはじめとする観光ボランティアや、まちの魅力を紹介・案内

できる人材の育成・確保に努めます。 

3．観光客の誘致体制の強化 

＜観光客の受入態勢が整い、観光地としての魅力が高まっている＞ 

新たな交通環境の変化を好機ととらえ、観光協会や旅館組合等の各種団体との連携により、本

市の地域資源にさらに磨きをかけることで誘客の増加を図ります。 

観光客のニーズを的確に把握し、自然・産業・文化等の地域特性を生かしたイベントを開催し

ます。また、ホームページ等の多様な情報媒体を活用したわかりやすい観光情報の提供を行うと

ともに、観光マップや観光案内板、誘導サインの整備を図るなど、観光客の利便性の向上に努め

ます。 
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2）その他観光に関連する政策の大綱における主要施策 

1.より魅力ある農業の振興 

＜意欲ある担い手が魅力的な農業活動を展開している＞ 

市民や観光客が農業とふれ合える体験型農業や観光農業、農業者が生産以外の加工や流通等の

さまざまな分野に主体的にかかわる農業の６次産業化など、魅力的な産業としての農業を展開し

ます。 

2.より魅力ある商業活動の促進 

＜市内各地に魅力ある商店が展開し、商店街が活気やにぎわいであふれている＞ 

商工会等の関係機関との連携のもと、商業者の担い手の育成や空き店舗対策、経営の改善・安

定化支援などを進め、商店街の活性化を促します。また、消費者が楽しみながら買い物ができる

よう、市街地整備や観光振興と連動した商業環境の整備を図ります。 

3.歴史資源の保護・活用 

＜伝統文化が適切に管理・保護され、後世まで継承されている＞ 

貴重な文化財が適切に管理されるよう、保護・保存・活用のために必要な調査・研究と基本計

画の策定を行います。また、伝統芸能・文化の継承に向け、後継者の育成・確保を支援します。 

文化遺産や伝統的な文化等を積極的に活用し、地域や観光等の活性化に繋げていきます。 

4.市内の国際化の推進 

＜市民の国際感覚が豊かになり、国際社会への理解が深まっている＞ 

国際社会との共生・交流をめざし、行政窓口での外国語対応能力の向上や市ホームページの多

言語化を図るなど、在留外国人や外国人観光客等が快適に過ごせる環境づくりに努めます。 
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（1）概要 

・本計画の策定に当たり、伊豆の国市の観光の状況を把握するため、市民意識調査、来訪者満足度調

査、事業所アンケート調査を実施しました。 

・各調査の概要は以下のとおりです。 

 市民意識調査 来訪者満足度調査 事業所アンケート調査 

調査期間 
平成 25年 8月 12日 

～8月 30日 
平成 25 年 8月 

平成 25 年 8月 12日 

～8月 30日 

調査対象 
市内に在住する 20歳以上

の市民 

市内観光施設に来訪する

観光客 

商工会、観光協会、温泉

旅館協同組合に加盟する

事業所 

調査方法 郵送による留置記入方式 
受付窓口等における留置

記入方式 
郵送による留置記入方式 

配布票数 2,000票 300票 480票 

回収票数 840票 233票 167票 

回 収 率 42.0％ 77.7％ 34.8％ 

 

（2）結果概要 

①市民意識調査 

・市内の観光については、「誇ることのできる観光資源がある」と考えている方が多くなっています。

一方、「バリアフリーや外国人対応が充分ではない」と考えている方が多くなっています（図－①）。 

・紹介したい観光資源は、｢いちご狩り｣｢韮山反射炉｣｢江川邸｣となっています（図－②）。 

・市の進めるべき観光施策は、｢特産品の開発｣と考えている方が多くなっています（図－③）。 

・観光の振興が地域振興に与える影響について、３人のうち２人は｢市のＰＲ｣と考えています。また、

「就業機会の促進」や「商業振興につながる」と考えているのは、その半分の３人のうち１人程度

となっています（図－④）。 

②来訪者満足度調査 

・伊豆の国市を訪れる観光客の４分の３はリピーターで、５回以上の常連客が４割となっています。

なお、宿泊形態としては、１泊２日が多くなっています。また、４人のうち３人は自家用車を利用

しています（図－⑤）。 

・伊豆の国市で感じたことについては、「施設の質」や「自然景観」についての満足感が高くなって

います。また、不満を感じているのは「街並みなどの景観」となっています（図－⑥）。 

・総合的に観光客の満足度は高くなっています（図－⑦）。 

・「伊豆半島ジオパーク」、「韮山反射炉の世界文化遺産登録に向けた取組」については、半数が聞い

たことがあると回答し、また、全体の３分の１の方が観光資源として期待していると回答していま

す（図－⑧）。 
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③事業所アンケート調査 

・半数の事業所は、「売り上げが減少する見通し」と回答しています（図－⑨）。 

・観光客の動向と事業所の業績との関係については、半数が「ほとんど関係ない」と回答し、「密接

な関係がある」が３割となっています（図－⑩）。 

・伊豆の国市が観光振興にどのように取り組むべきかについては、74％が「積極的に取り組むべき」

と回答しています。 

 

■市民意識調査 

〈図－①：伊豆の国市の観光資源についてどう思うか〉 

 

  



57 

 

〈図－②：市外の友人・知人に紹介したいと思う観光スポットや祭り、イベントなど〉 
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〈図－③：今後、伊豆の国市はどのような観光施策に取り組むべきか〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈図－④：観光の振興が地域振興にどのような影響を与えると思うか〉 
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■来訪者満足度調査 

〈図－⑤：伊豆の国市での滞在時間〉     〈図－⑤：伊豆の国市内で利用した交通機関〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈図－⑤：伊豆の国市へは今回が何度目の来訪か〉 

〈図－⑥：伊豆の国市で感じたこと〉 
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  〈図－⑦：実際に訪問しどのように感じるか〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈図－⑧：次の観光振興などの取組について知っているか〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈図－⑧：観光資源にどの程度期待しているか〉 
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■事業所アンケート調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈図－⑨：今年度（１３年４月～１４年３月）の予想

売上高は、昨年度と比較してどの程度か〉 

 

〈図－⑩：観光客の動向は事業所の        〈図－⑪：今後、伊豆の国市は観光振興に 

         “業績”とどのような関係にあるか〉         どのような姿勢で臨むべきか〉 
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