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第１章 焼津市観光ビジョン策定について 
１ ビジョン策定の背景と目的 

近年、人口減少や少子高齢化が進む中、地方創生の取り組み等により、観光振興

に取り組む自治体が増加しています。しかし、収益や集客を目的とした観光施設の設

置や誘客イベントの実施は費用負担が大きく、継続性に課題が出てきています。また、先進

事例を模倣した取組が日本全国で開発され、類似の観光地が増えていることから、

その土地ならではの観光の魅力が失われてしまう「観光の地域離れ」の傾向があり

ます。 

そのような中、従来の物見遊山的な観光に対して、これまで観光資源としては気

付かれていなかったような地域固有の資源を新たに活用し、体験型・交流型の要素

を取り入れた旅行の形態が求められています。そして、地域が主体となって実施す

る「まちづくり活動」と「外から人を呼び込む活動」とを一体的に取り組み、行政・

市民・事業者との連携のもと地域の活性化と生活の質の向上を目指す観光まちづく

りに取り組む自治体が増加しています。 

焼津市では、平成 24 年に「焼津市観光ビジョン」を策定し、「人が訪れ、消費が

拡大する観光の振興」を実現するため、様々な施策を推進してきました。中心市街

地で鰹を食材にしたグルメイベント「鰹三昧」の実施や焼津みなとまつり、踊夏祭

等のイベントの充実を図るとともに、都市圏を対象にしたモニターツアーの実施や

台湾・中国・韓国へのプロモーションにより新たな観光客の発掘に努めました。広

域での取り組みとして、３市１町広域観光連携協議会（焼津市、藤枝市、島田市、

川根本町）を立ち上げ、各自治体と連携した誘客活動を実施しました。また、今後

の観光地域づくりを促進するため、近隣５市２町（焼津市、静岡市、藤枝市、島田

市、牧之原市、吉田町、川根本町）との協働による地域連携 DMO1設立の検討を進

めています。 

焼津市をとりまく周辺の状況を見ると、富士山静岡空港の就航先の増加、新東名

高速道路の新区間の開通や大井川焼津藤枝スマートインターチェンジの設置、さら

には中部横断自動車道の開通が予定されるなど、交通アクセスが向上しています。

また、2020 年に開催が予定されている「東京オリンピック・パラリンピック」に

おいては、モンゴル国のレスリング競技の事前合宿地に焼津市が決定しています。 

このような焼津市の観光施策に影響する変化に対応するとともに、今後予定され

ているインフラ整備や国際的なイベント等の機会を効果的に活用することで、地域

内消費の拡大を図り、焼津市の経済活性化を目指します。よって、焼津市の観光ま

ちづくりの一層の充実を図るため、現行ビジョンを見直し、新たな「焼津市観光ビ

ジョン」を策定しました。 

                                                   
1 DMO 地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに地への誇りと愛着を醸成する「観光地経営」の視点に立った観光地域づくりの舵取り役として、

多様な関係者と協同しながら、明確なコンセプトに基づいた観光地域づくりを実現するための戦略を策定するとともに、戦略を着実に実施

するための調整機能を備えた法人 
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２ ビジョンの期間 

本ビジョンの期間は、平成 29年度から平成 33年度までの５年間とします。  
平成 

24 年度 

平成 

25 年度 

平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

平成 

31 年度 

平成 

32 年度 

平成 

33 年度 

焼津市観光ビジョン 

新 焼津市観光ビジョン       
３ ビジョンの位置づけ 

本ビジョンは上位計画である「第５次焼津市総合計画」をはじめ、焼津市未来創

生総合戦略やその他の関連計画との整合を図りつつ策定し、事業を推進します。 

■本ビジョンの位置づけ    

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

焼津市総合計画 

 焼津市未来創⽣総合戦略 
焼津市観光ビジョン・ 

アクションプラン 

（平成 29～33 年度） 

国・県の施策 

その他関連計画 

環 境 関 連  
農林漁業関連 
産 業 関 連  
都市整備関連 コミュニティ関連 福 祉 関 連  生涯学習関連 教 育 関 連  

整合 

活用 

整合 
連携 
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第２章 焼津市観光における現状と課題 
１ 国、静岡県の動向 

（１） 国の動向 

国では、平成 19年に制定された「観光立国推進基本法」に基づき、平成 24 年に

新たな「観光立国推進基本計画」を閣議決定し、今後の方向性として「観光の裾野

の拡大」と「観光の質の向上」を掲げています。また、平成 25 年から観光立国の

実現に向け、観光立国推進閣僚会議が立ち上がり、施策を推進しています。 

平成 27年における訪日外国人旅行者数は、過去最高であった平成 26年の 1,341

万人を上回り、1,974万人となっています。平成 28年 10 月推計値では、目標とし

て掲げる 2,000 万人を超えています。 

国内旅行においては、「レジャー・余暇生活」が今後の生活の力点で最も高くなっ

ており、日本人旅行者の１人１回あたり旅行消費額についても宿泊旅行で 47,125

円、日帰り旅行で 15,232円（平成 26年）となっています。 

また、ユネスコ無形文化遺産に「和食 日本人の伝統的な食文化」が登録され、日

本の食文化に関心が高まっているとともに、2020 年に開催が予定されている「東

京オリンピック・パラリンピック」等の国際的スポーツイベントの開催により、さ

らなる外国人観光客の増加も想定されます。 

 

（２） 静岡県の動向 

静岡県は、世界文化遺産の富士山や伊豆半島、南アルプスや浜名湖などに代表さ

れる豊かで美しい自然に恵まれ、日本有数の温泉、豊富な食材、日本を代表する景

観の茶園、さらには、国宝久能山東照宮等の歴史的建造物など、多彩で魅力ある観

光資源を有しています。 

そのような資源を活用するため、『「魅力ある観光地づくり」の原点回帰』を基本

理念とし、平成 26 年にふじのくに観光躍進基本計画が策定されました。また、同

年には静岡県観光振興条例が制定され、観光の振興に関する施策を総合的に推進す

ることにより、永続的な発展と、真に豊かで活力に満ちた地域社会を実現すること

を目指しています。 

また、地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに地域への誇りと愛着を醸成する「観

光地経営」の視点に立った観光地域づくりの舵取り役として期待されるＤＭＯ設立

を推進しており、静岡県内全域へのインバウンド2誘客に向け、「静岡ツーリズムビ

ューロー」が設置されました。その他県内では、（公財）静岡観光コンベンション

協会等が候補法人として登録されています。 
 

                                                   
2 インバウンド 外国人が日本に訪れてくる旅行のこと。 
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２ 焼津市の現状 

（１） 人口予測 

平成 27 年度に策定された焼津市未来創生総合戦略では、今後焼津市においても

人口減少が見込まれています。国立社会保障・人口問題研究所の推計では 2060 年

には 95,576 人と予測されており、各種施策の推進により 2060 年時点で 120,000

人を目標人口として定めています。 

■焼津市未来創生総合戦略による人口推計 
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政策誘導人口 目標人口 パターン１（社人研推計準拠）

（人）

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年

目標人口 143249 142,453 139,899 137,559 134,707 131,592 128,207 125,756 123,504 121,452 120,000

パターン１（社人研推計準拠） 143,249 141,536 138,625 134,680 129,973 124,750 119,185 113,468 107,678 101,695 95,576

政策誘導人口 0 917 1,274 2,879 4,734 6,842 9,023 12,288 15,825 19,757 24,424

資料：焼津市未来創生総合戦略（平成 27 年度） 
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（２） 商業の状況 

焼津市の小売業及び卸売業における年間販売額は減少傾向にあります。小売業で

は、平成 26年は 112,905 百万円、卸売業では、平成 26年では 215,345 百万円と

なっています。 

■小売業、卸売業における年間販売額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：商業統計調査 

（３） 観光交流客数及び宿泊客数 

焼津市の観光交流客数は平成 24 年度以降、微減していますが、年間 400 万人程

度で推移しています。 

■観光交流客数の推移 
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観光交流客数の内、宿泊客数は 45 万人程度で推移しています。また、外国人宿

泊客数は平成 27年度で 18,714 人となっており、平成 26年度からおよそ 2.39 倍と

なっています。 

■宿泊客数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：静岡県観光交流の動向（平成 27 年度） 

 

＜参考 外国人宿泊客における国籍別内訳＞ 

国籍 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 （割合） 

韓国 176 1,717 3,135 4,819 4,683 25.0% 

台湾 39 72 432 461 1,109 5.9% 

中国 238 533 310 1,681 12,265 65.5% 

その他 246 339 576 866 657 3.5% 

合計 699 2,661 4,453 7,827 18,714 100% 

宿泊客数 

（外国人含む） 
446,396 438,090 454,535 440,717 445,855 
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３ SWOT 分析 

 SWOT 分析により、S：強み（Strength）、W:弱み（Weaknesses）、O：機会

（Opportunities）、T：脅威（Threats）に分類し、以下のように評価しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在、焼津市が有している独自の強みを伸ばすこと及び弱みを改善することは、焼

津市の活性化につながります。また、焼津市には観光資源になり得る多くの素材があ

るにも関わらず、着地型観光に結び付いていないことも課題となります。新たな観光

資源の活用や焼津市ならではの着地型観光を磨き上げることで新たな客層の確保や

話題づくりが求められます。  

Ｓ Ｏ 

Ｗ Ｔ 

強み（Strength） 機会（Opportunities） 

弱み（Weaknesses） 脅威（Threats） 

■日本有数の水揚げ量をほこり、特にカツオや

マグロ、サバ、サクラエビ、シラス等が特産 

■鰹節や黒はんぺん等の加工品製造が盛ん 

■全国的に「さかなのまち」として認知されている 

■３つの特色ある港がある 

■各分野において個性あふれる人が多い 

■健康と美容に良いとされる焼津黒潮温泉 

■お礼品数日本一のふるさと納税 

■高草山、満観峰、虚空蔵山等からの眺望 

■海岸線からみる富士山 

■水産関連の伝統文化・技術(魚河岸シャツ、手火山等) 

■地域色豊かな文化・イベント（荒祭り、藤守の田

遊び、海上花火大会等）            

■県下最大級のプラネタリウムがあるディスカバ 

リーパーク焼津天文科学館 

等

■インバウンド観光の推進 

■インターネット、SNS の普及 

■平成 29 年大河ドラマ「おんな城主直虎」 

■東京オリンピック・パラリンピックの機運 

■ラグビーワールドカップ 2019 静岡県開催決定 

■魚等のヘルシーな食生活の再評価 

■広域観光の推進 

■中部横断自動車道・大井川焼津藤枝スマー

トインターチェンジ等の交通インフラの整備 

等 

■宿泊客の市内周遊が少ない 

■二次交通の利便性が低い 

■効果的な情報発信が弱い 

■関連団体同士の連携が薄い 

■着地型観光メニューの不足 

■市民の観光・誘客意識が薄い 

■外国人観光客の受け入れ態勢 

等 

■地方創生に伴う観光地間の競争の激化 

■少子高齢化、人口減少による観光市場の変化 

■国内の宿泊観光旅行回数、宿泊数の減少 

■商店の売り上げ減少、後継者問題 

 

等 
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４ 焼津市の有⼒な地域資源 
焼津市は全国有数の水揚数量及び水揚金額を誇っており、全国的にも「さかなの

まち」として認知されています。また、カツオやマグロの焼津港、サバの小川港、

桜えびやシラスの大井川港といった特色ある港が３つあることも強みといえます。

さらに、かつお節や黒はんぺん等の加工品製造も盛んであり、特にかつお節は「焼

津鰹節」として鰹節製品では国内唯一、地域団体商標に登録されています。そして、

多様なデザインが人気の「魚河岸シャツ」や「深海魚」といった資源も注目されて

おり、オオグソクムシを活用したお土産品も開発されています。 

このように、焼津市は自他ともに認める「さかなのまち」であり、“食”のみな

らず港町として発展してきた特有の文化があります。これらは市民にとっては目新

しいものではないかもしれませんが、各資源の背景にある歴史やストーリーを付与

することで市外から来訪する観光客にとっては新鮮にうつります。 

よって、まずは焼津市最大の強みである「さかなのまち」を磨き上げ、他の魅力

に波及させていきます。 

 

■焼津市の強み（地域資源）イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

さかなのまち 

焼津 

特色ある 

３つの港 

焼津鰹節等の 

加工品 

豊かな食 
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工場・ 

港⾒学 
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５ 焼津市観光の課題と対策 
各種調査や統計から焼津市における課題をまとめました。現代の時流に合わせな

がら、焼津市の魅力を活用して対応するため、下記の課題を焼津市観光ビジョンに

おける基本戦略に位置づけます。 

 

（１） 着地型観光の強化 

焼津市は、全国的にも「さかなのまち」として認知されているように、豊かな食

や関連した歴史・文化等の特色ある強みを有しており、その強みを活用した着地型

観光を強化していくことが求められます。焼津市の漁業とともに発展した手火山造

りのかつお節や魚河岸シャツ、屋号等の文化や独自産業を有機的につなげ、新たな

着地型観光メニューを造成していく必要があります。 

また、焼津市には県下最大級のプラネタリウムがあるディスカバリーパーク焼津

天文科学館やハイキングコースとしても人気の高草山などの多くの観光資源にな

り得る素材があります。 

焼津市の数ある魅力を市民や事業者等との連携により、新たな魅力づくりや情報

発信を行い、訴求力を高め観光客の増加を図るとともに、案内サインや二次交通の

充実等の検討を進めることが必要です。 

 

（２） 観光推進主体となるひとづくり 

焼津市は古くから漁業のまちとして知られ、マグロ・カツオは日本有数の水揚量

を誇り、サバ・シラス・サクラエビ等は特産品として広く認知されています。現在

は、この海の恵みを目的に多くの観光客が来訪しており、今後も一定の観光客を見

込むことができます。 

しかし、多くの市民や事業者は、地域独自の魅力や潜在している資源に気づいて

いません。観光が焼津市にもたらす経済効果等の発信により、“他人ゴト”から“自

分ゴト”の観光まちづくりを進め、焼津市全体で気運を醸成していく必要がありま

す。また、焼津市の特色を活かした観光施策を継続的・発展的に実施するため、主

体的に観光まちづくりに取り組むひとづくりを進めることが必要です。 
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（３） 多様な主体をつなぐネットワークの構築 

現在、「観光ボランティアガイドの養成」や市民主体による体験プログラム等の取

り組みが進められています。しかし、行政、商工会議所、商工会、関連団体等がそ

れぞれの動きになっているため、観光を様々な分野と連携して推進するためのネッ

トワークづくりが求められます。 

さらに、今後は東京オリンピック・パラリンピック開催決定やラグビーワールド

カップ等、国際的なイベントをきっかけにインバウンド需要の高まりが期待されま

す。この地域を訪れた外国人に周遊してもらうルート形成のため、近隣市町等との

広域観光の推進体制を強化することが必要です。 

 

（４） 観光情報発信の強化及び誘客促進 

焼津市には歴史・文化・自然など魅力ある潜在的な観光資源が多く点在している

にも関わらず、まだまだその魅力が知られていません。焼津市では、市のマスコッ

トキャラクターに認定された「やいちゃん」や「やいづ親善大使」制度を立ち上げ

るとともに、観光キャラバンを首都圏や中京圏で実施する等プロモーション活動の

充実を図っています。また、「焼津 CITYチャンネル」を立ち上げ、動画を活用した

情報発信を実施しています。 

ＳＮＳ等の普及により、個人が情報発信する機会が増加しており、口コミによる

情報伝達を効果的に活用していくことが必要です。今後はターゲットに合わせた情

報発信手法を検討し、継続的に焼津市の魅力を発信していくことが求められます。 

 

（５） インバウンド観光の推進 

焼津市では、2020 年に開催が予定されている「東京オリンピック・パラリンピ

ック」において、モンゴル国におけるレスリング競技の事前合宿地に決定していま

す。また、2019 年に開催されるラグビーワールドカップが静岡県で開催されるこ

とが決定しているとともに、富士山静岡空港を利用したアジア人観光客も増加して

おり、インバウンド観光を推進していくチャンスが到来しています。 

今後は、文化や言語を異にする外国人観光客誘致に向けた、ソフト面の受入体制

の充実が求められます。また、現在、多く来訪している中国・韓国・台湾以外にも

東京オリンピック・パラリンピックの事前合宿が決定しているモンゴルのスポーツ

関連客や FIT（海外個人旅行者）の誘致、ハラル3に代表される海外の食文化への対

応についても検討していくことが必要です。 

 

  

                                                   
3 ハラル イスラーム法において合法なもの。反対に非合法なもののことをハラムという（豚や酒等）。 
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第３章 焼津市観光ビジョンの方向性 
１ 基本方針 
「海の恵みと豊かな自然を活かした観光まちづくり」 

 焼津市が様々な人に選ばれる観光地になるためには、焼津市の漁業とともに生

きてきたという歴史を背景に、海、山、川をはじめとした豊かな自然とその恵みや

幸を活かした観光振興を図っていくことが求められます。 

また、従来の観光は産業分野の一つにすぎませんでしたが、これからは多様な分

野や資源をつなぎ、まち全体を活性化し、人と人との出会いをうみだす手段として、

活用していくことが必要です。 

住民の機運醸成を行うとともに、観光により多様な分野・資源・住民等をつなぎ、

焼津市における地域経済の活性化に寄与する観光まちづくりを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 基本戦略 
焼津市観光ビジョンの基本方針である「海の恵みと豊かな自然を活かした観光ま

ちづくり」を推進するため、焼津市の魅力を活用して現状や課題に対応していくた

め５つの基本戦略を設定します。 

  

観光面の効果 まちづくり面の効果 

●地域経済の活性化 

●人材育成と組織化による観光推進

体制の整備 

●インバウンドも含めた観光客の受

け入れ体制の充実 

●地域固有の価値を活かした観光振

興による他市町との差別化 

●住民協働の機運づくりによる市民

の主体性の醸成 

●まちの愛着醸成による転出抑制・

定住促進 

●観光振興を通じた内外の関係・ 

つながりづくりによる地域活性化 

■観光まちづくりの効果イメージ 
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■ビジョン及びアクションプラン体系図 

 

 

  

（１）関係団体等の連携強化 

（２）近隣市町との連携強化 

（３）ＤＭＯ等の組織の構築 

基本戦略３ 

多様な主体をつなぐネットワークの構築 

（４）市⺠実践組織の検討 

基本戦略２ 

観光推進主体となるひとづくり 

（１）担い手の育成及び発掘 

（２）おもてなしの充実 

（３）まちづくり活動への参加促進 

基本戦略１ 

着地型観光の強化 

（１）魅⼒ある観光資源の 
磨き上げ及び掘りおこし 

（３）新たな着地型観光 

メニューの検討 

（２）集客拠点及び 
施設整備の充実 
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３ 数値目標 
今後、人口減少・少子高齢化の進行により焼津市における財政状況が厳しくなる

ことが予測される中、観光まちづくりの推進による交流人口の増加や外貨の獲得、

雇用の創出が期待されます。本ビジョンの着実な進行のため、今後５年間の数値目

標を掲げ、ＰＤＣＡサイクルに基づき事業を推進します。 

 

■焼津市観光ビジョン数値目標                            

項目 平成 27 年度（基準値） 平成 33 年度（目標値） 

観光交流客数 3,887,090 人 4,200,000 人 

宿泊客数 445,855 人 472,000 人 

外国人宿泊客数 18,714 人 29,000 人 

交流人口総数の長期的数値目標は、1,000 万人とする。 

基本戦略４ 

観光情報発信の強化及び誘客促進 

（１）県内外への情報発信 

（２）SNS 等を活用した 
情報発信の充実 

（３）海外に向けた情報発信 

基本戦略５ 

インバウンド観光の推進 

（３）国際的イベントの活用 

（１）外国⼈旅⾏者を魅了する 

観光地づくり 

（２）外国⼈旅⾏者への 

   おもてなしの充実 
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第４章 焼津市観光ビジョンアクションプラン 
基本戦略１ 着地型観光の強化 
（１）魅⼒ある観光資源の磨き上げ及び掘りおこし 

焼津市には様々な地域資源がありますが、効果的に活用できていない現状がありま

す。また、各地域資源が点在しており、それらを集約し魅力ある観光資源に磨きあげ

ていくことが必要です。市民や関連団体、事業者等と連携し、焼津市の魅力を再発掘・

再構築し、他の魅力と掛けあわせ、焼津市ならではの観光まちづくりを推進します。 
 

推進主体 

市⺠ 地域団体・NPO など 事業者 観光関連団体 ⾏政 

〇 ○ ◎ ○ ◎ 

 

 

№ 主なアクションプラン 事業内容 

１ 
地場産業を観光に活かす仕組み

づくり 

・６次産業を観光に活かす仕組みづくり 

・地域産業資源を活用した新商品開発・新事業展

開の支援 

・市内事業者と連携した産業観光の推進及び観光

ルートの検討 

・農業体験を観光に活かす仕組みづくりの検討 

2 
歴史文化にふれるまちづくりの

推進 

・文化財や伝統芸能な文化資源の活用 

・浜通りの活性化の推進 

・歴史観光ルートづくりの推進 

3 自然を活かした観光資源の発掘 
・高草山の利活用 

・地元食材を活かした特産品の開発・ＰＲ 

4 
イベント・地域の祭り行事の継承

と充実 

・焼津みなとまつり、大井川港朝市、踊夏祭、「オ

ータムフェスト in やいづ」、「小川港さば祭り」

の開催・支援 

・イベントや地域の祭り情報の集約と仕分け   
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（２）集客拠点及び施設整備の充実 

既存観光関連施設の充実を図り、施設のリニューアル等、状況に応じた事業を推進

します。また、施設のバリアフリー化やユニバーサルデザインに配慮し、観光客に優

しいまちづくりを進めます。そして、中心市街地活性化や商店街振興の支援を実施し、

賑わいの創出を行うとともに、二次交通の強化により市内周遊の利便性を高めます。 
 

推進主体 

市⺠ 地域団体・NPO など 事業者 観光関連団体 ⾏政 

〇 ○ ○ ○ ◎ 

 

 

№ 主なアクションプラン 事業内容 

１ 観光関連施設等の充実と活用 

・港（焼津・小川・大井川）の活用 

・既存施設（焼津さかなセンター、ディスカバリ

ーパーク焼津天文科学館等）の活用 

・温泉の安定供給と有効活用 

・多言語表記の観光案内看板や誘導看板の整備 

２ 
さかなのまちを感じられる場所の整

備 

・アンテナショップの設置 

・チャレンジ型ショップの設置 

・新たな観光施設や体験施設の研究 

３ 商店街の活性化支援 
・空き店舗の有効活用 

・商店街が主催するイベント等への支援 

４ 二次交通の強化 

・焼津市自主運行バスの活用 

・市内交通事業者等との連携による新たな二次交

通の開発検討 

５ 交流拠点の整備 

・中心市街地の活性化支援 

・大井川焼津藤枝 SIC の利便性を活用した土地利

用の研究 

６ 
観光客にやさしいまちづくりの

推進 

・市内関連施設におけるバリアフリー化の推進 

・ユニバーサルデザインに配慮した取り組み実施    
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（３）新たな着地型観光メニューの検討 

数多くある焼津市の魅力ある地域資源を活用するとともに、新たな地域資源を再発

掘していくことが必要です。市民や関連団体、事業者と連携した取り組みを進め、焼

津市ならではの着地型観光メニューを検討します。 
 

推進主体 

市⺠ 地域団体・NPO など 事業者 観光関連団体 ⾏政 

◎ ○ ○ ◎ ◎ 

 

 

№ 主なアクションプラン 事業内容 

１ 焼津旅づくりラボ4の開催 
・「焼津旅づくりラボ」の継続的な実施による市民

主体の観光まちづくりの推進 

２ 新たな着地型観光の開発 
・新たな着地型観光プログラムの開発 

・体験交流型プログラム等を活用した事業の開催 

３ 回遊する観光ルートの整備 

・市内事業者と連携した産業観光の推進及び観光

ルートの検討 

・歴史観光ルートづくりの推進（史跡巡りなどで

の体験観光） 

■焼津市の特色を活かした着地型観光メニュー例 ～焼津旅づくりラボからの提案～ 

①まるごと！焼津の鰹  

 焼津市の特産である「かつお節」を活用した体験型プログラム。生産現場の見学から、正

しいかつお節の削り方、出汁の取り方を学び、お土産に焼津市産のかつお節と削り器をプレ

ゼント。楽しめるだけではなく、出汁文化を学ぶことにより、食育にもつなげる。 

 

       
                                                   
4 焼津旅づくりラボ 観光に携わる多様な主体が集まり、観光を通じた焼津市の活性化を検討実践していく組織。平成28年度

にワークショップを実施し、継続して活動予定。 

 作り方を 

学ぶ！ 

 削り方を 

学ぶ！ 

 
出汁の 

取り方を 

学ぶ！ 

 

 
お土産に！ 
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②焼津三大港を食べつくせ！ 

 焼津市の特色ある３つの港（焼津、小川、大井川）の周遊プログラム。焼津港のマグロと

カツオ、小川港のサバ、大井川港のサクラエビとシラスはもちろん、食べる機会が少ないマ

グロの“へそ”や深海魚、エイ等も味わうことができる。スタンプラリーやそれぞれの港で

使用できるクーポン券、各港で実施される祭りの連携等、３つの港を焼津市のブランドとし

て売り出していく。 

 

      
            

 

 

 

 

     
③本物の焼津をどうぞ☆ 

 焼津市の資源を活用した「本物」を体験する宿泊型プログラム。シーズン毎に内容を変更

し、その時でしか体験できないプログラムを提供する。祭り、由緒あるお寺巡り、新鮮な魚

介類や黒はんぺん、手火山造りのかつお節等の資源に加え、それらに携わる焼津市の魅力あ

るヒトとの交流を重視したプログラム。        手火山造りの 

かつお節 

 林叟院での 

禅体験 

■小川港さば祭り ■マグロの水揚げ ■サクラエビ 

■シラス 
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基本戦略２ 観光推進主体となるひとづくり 
（１）担い手の育成及び発掘 

継続的・発展的な観光まちづくりを推進するために、観光案内人の養成や市民主導

のイベントを通じ、主体的に取り組む担い手の育成及び発掘を行います。 
 

推進主体 

市⺠ 地域団体・NPO など 事業者 観光関連団体 ⾏政 

◎ ◎ ◎ 〇 ◎ 

 

 

№ 主なアクションプラン 事業内容 

１ 観光案内ボランティアの育成 
・観光案内ボランティア養成の推進 

・観光案内ボランティア組織づくり 

２ 地域のキーパーソンの発掘と育成 

・市民主導による観光イベントの開催促進 

・各種地域活性化団体への活動支援 

・地域おこし協力隊制度の活用 

・若者を巻き込むアプローチ手法の検討 

３ 観光に取り組む機運の醸成 
・観光まちづくりに関するシンポジウムの開催 

・焼津市観光ビジョンの周知、啓発 

 

※「推進主体」について 

焼津市における観光まちづくりは市に関わるすべての主体が連携し、取り組むもの

になりますが、特に主要な推進主体には「◎」を記載しています。（以下同様） 
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（２）おもてなしの充実 

観光客の満足度を高めるのは魅力的な食や体験はもちろんですが、地域住民との関

わりが重要となります。観光関係者だけではなく、市全体で観光客へのおもてなしを

推進します。 
 

推進主体 

市⺠ 地域団体・NPO など 事業者 観光関連団体 ⾏政 

〇 〇 ◎ ◎ ◎ 

 

 

№ 主なアクションプラン 事業内容 

1 おもてなし意識の醸成 

・「おもてなし」の勉強会 

・研修の開催や観光事業者向け「観光推進マニュ

アル」の作成 

2 おもてなし体制の充実 
・観光案内ボランティア養成及び効果的な活用 

・体験プログラムの作成 

  

（３）まちづくり活動への参加促進 

焼津市ならではの観光まちづくりを着実に推進するためには、市民がまちづくりに

参加できる裾野を拡げていくことが重要です。まちづくり関連団体の支援等を実施し、

まちづくりを担うひとづくりに努めます。 
 

推進主体 

市⺠ 地域団体・NPO など 事業者 観光関連団体 ⾏政 

◎ ○ ○ ◎ ◎ 

 

 

№ 主なアクションプラン 事業内容 

１ まちづくり関連団体への支援 
・市民活動団体への補助金交付 

・まちづくりアドバイザーの派遣 

２ 
まちづくり活動における裾野の

拡大 
・自治基本条例の推進 
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基本戦略３ 多様な主体をつなぐネットワークの構築 
（１）関係団体等の連携強化 

焼津市には観光振興に関わる様々な団体があります。各団体が個々に活動するので

はなく、互いに連携し、相乗効果のある事業を推進します。 

 

推進主体 

市⺠ 地域団体・NPO など 事業者 観光関連団体 ⾏政 

〇 ○ ◎ ◎ ◎ 

 

 

№ 主なアクションプラン 事業内容 

１ 焼津市観光協会の組織強化 

・DMOを見据えた組織体制の強化 

・観光案内所の連携強化 

・観光関係団体等との連携強化 

・ホームページ等情報発信の連携強化 

２ 観光関連施設との連携強化 

・「焼津さかなセンター」「ディスカバリーパーク

焼津天文科学館」等の集客施設との連携強化 

・ホテルや旅館等の宿泊業者との連携強化 

３ 交通機関との連携強化 

・東海旅客鉄道株式会社と連携した「さわやかウ

ォーキング」の開催による誘客促進 

・富士山静岡空港就航地での広報活動の強化 

・交通事業者との連携強化 

４ 
水産業・農業等関連団体との連携

強化 

・水産業団体、農業団体との連携を強化 

・「さかなのまち焼津」の発信 

・農産物直売所との連携 

５ 各種地域活性化団体への活動支援 
・地域の自然や文化財等を活用した取り組みへの

支援    
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（２）近隣市町との連携強化 

焼津市が位置する志太榛原地域では、空港や高速道路等の交通インフラが整ってお

り、これらを活用した広域的な視点での観光施策が必要です。焼津市と近隣市町の地

域資源をかけあわせ、滞在時間の拡大を図ります。 

 

推進主体 

市⺠ 地域団体・NPO など 事業者 観光関連団体 ⾏政 

〇 ○ ○ ◎ ◎ 

 

 

№ 主なアクションプラン 事業内容 

１ 広域観光組織への参画・連携 

・静岡県内における各種広域観光組織へ参画 

・交通基盤を活かした広域観光の展開 

・３市１町広域観光連携協議会等の推進 

・広域の観光モデルルートの開発や広域ガイドブ

ックの作成 

・新たな視点での広域連携やネットワークづくり 

 

（３）ＤＭＯ等の組織の構築 

現在、焼津市を含めた５市２町において地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに地域

への誇りと愛着を醸成する「観光地経営」の視点に立った観光地域づくりの舵取り役

として「静岡県中部・志太榛原地域連携ＤＭＯ」の設置を進めています。また、今後

焼津市独自での施策を進めるため「やいづ版ＤＭＯ（仮）」組織を構築していきます。 

 

推進主体 

市⺠ 地域団体・NPO など 事業者 観光関連団体 ⾏政 

〇 ○ ○ ◎ ◎ 

 

 

№ 主なアクションプラン 事業内容 

１ 
静岡県中部・志太榛原地域連携 

ＤＭＯの構築 

・近隣５市２町で構成される地域連携ＤＭＯへ参 

 画 

２ やいづ版ＤＭＯ（仮）の構築 
・各主体が連携した「やいづ版ＤＭＯ（仮）」の体

制の構築 

３ 観光統計の整備・充実 
・経済波及効果や現在来訪している観光客の属性

や満足度等の統計整備 
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（４）市⺠実践組織の検討 

観光まちづくりを推進するにあたり、市民が焼津市の魅力を再認識・再発掘し、主

体的に観光メニューを検討・実践していくことが必要です。平成 28 年度に開催した

「焼津旅づくりラボ」を継続的に開催し、市民主体の観光まちづくりを推進します。 
 

推進主体 

市⺠ 地域団体・NPO など 事業者 観光関連団体 ⾏政 

◎ ○ ○ ◎ ◎ 

 

 

№ 主なアクションプラン 事業内容 

１ 焼津旅づくりラボの開催（再掲） 
・「焼津旅づくりラボ」の継続的な実施による市民

主体の観光まちづくりの推進 

 

■平成 28年度 焼津旅づくりラボの様子 
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基本戦略４ 観光情報発信の強化及び誘客促進 
（１）県内外への情報発信 

焼津市には様々な地域資源がありますが、全国的に認知度のあるマグロやカツオ等

と比べると、まだまだ知られていない資源が数多くあります。焼津市に縁のある方や

公式キャラクターの「やいちゃん」を通じた情報発信や各種イベント等の様々機会を

活用した情報発信を実施します。 

 

推進主体 

市⺠ 地域団体・NPO など 事業者 観光関連団体 ⾏政 

〇 ○ ○ ◎ ◎ 

 

 

№ 主なアクションプラン 事業内容 

１ 魅力ある情報発信力の強化 

・「やいちゃん」や「やいづ親善大使」を活用した

情報発信 

・魚河岸シャツ等の焼津市固有の文化を活用した

情報発信 

・焼津を応援し、セールスする「焼津応援団」の

推進 

・フィルムコミッションなどの事業展開 

２ 観光キャラバンの実施 ・観光キャラバン実施によるＰＲ 

３ 
富士山静岡空港を活用した誘客

促進 
・富士山静岡空港や就航地での広報活動 
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（２）ＳＮＳ等を活用した情報発信の充実 

現在、スマートフォン等の普及により、SNSを活用した個人が発信する機会が増加

しています。トレンドに合わせた情報発信を実施し、新たな観光客の拡大に努めます。 
 

推進主体 

市⺠ 地域団体・NPO など 事業者 観光関連団体 ⾏政 

〇 ○ ○ ○ ◎ 

 

 

№ 主なアクションプラン 事業内容 

１ ＳＮＳを活用した情報発信 

・SNS を活用した観光情報の定期的発信による情

報発信・拡散の推進 

・利用環境の向上及び仕掛けづくりの推進 

２ 動画を活用した情報発信 ・焼津市プロモーション映像の作成及び発信  
（３）海外に向けた情報発信 

焼津市における外国人宿泊客数は近年増加しており、関連機関・団体との連携を強

化していくことが必要です。また、焼津市の魅力ある地域資源を外国人旅行者にＰＲ

するため、適切なプロモーション事業を実施します。 
 

推進主体 

市⺠ 地域団体・NPO など 事業者 観光関連団体 ⾏政 

〇 ○ ○ ○ ◎ 

 

 

№ 主なアクションプラン 事業内容 

１ 海外プロモーションの実施 

・広域連携（３市１町広域観光連携協議会等）で

の海外プロモーションの展開 

・東南アジア等へのプロモーション事業の調査研究 

・海外キャラバンの実施 

２ 
ＳＮＳを活用した情報発信（再

掲） 

・SNS を活用した観光情報の定期的発信による情

報発信・拡散の推進 

・利用環境の向上及び仕掛けづくりの推進 

３ 
富士山静岡空港を活用した誘客

促進（再掲） 
・富士山静岡空港や就航地での広報活動   
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基本戦略５ インバウンド観光の推進 
（１）外国人旅⾏者を魅了する観光地づくり 

国内におけるインバウンド需要は高まりをみせており、外国人旅行者へのアプロー

チが必要となっています。外国人旅行者の視点で焼津市の魅力をブラッシュアップし、

誘客促進につなげます。 
 

推進主体 

市⺠ 地域団体・NPO など 事業者 観光関連団体 ⾏政 

〇 ○ ○ ○ ◎ 

 

 

№ 主なアクションプラン 事業内容 

１ 外国人旅行者視点での魅力の発掘 
・市内居住の外国籍住民等と連携による外国人旅

行者の視点での魅力発掘 

２ 国際交流の促進 
・姉妹都市・友好都市提携の活用 

・国際交流における人材育成 

３ 外国人観光客の受け入れの推進 ・近隣市町と連携した受け入れ体制の構築   
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（２）外国⼈旅⾏者へのおもてなしの充実 

焼津市に来訪される外国人旅行者に対し、市民自ら気持ちの良いおもてなしを実施

できるように、研修等を実施します。また、案内看板や各種パンフレットの多言語対

応を検討するとともに、多様な文化への理解・対応を実施します。 
 

推進主体 

市⺠ 地域団体・NPO など 事業者 観光関連団体 ⾏政 

〇 ○ ○ ◎ ◎ 

 

 

№ 主なアクションプラン 事業内容 

１ 多言語対応ほか観光案内の充実 
・多言語対応の観光パンフレット作成、案内看板

の設置 

２ 勉強会・研修の開催 
・観光客を意識した、接客、雰囲気づくり等おも

てなしの勉強会・研修の開催 

３ 多様な食文化への対応 
・ハラル等、様々な文化に対応できる体制の研究・

整備 

４ 外国人旅行者向けのお土産品開発 
・外国に持ち帰ることができる焼津の土産の研究、

開発 

 

（３）国際的イベントの活用 

今後、国内で開催が予定されている国際的イベントは焼津市の魅力を体感してもら

えるチャンスとなります。各イベントを活用した魅力の発信や連携事業により、誘客

促進につなげます。 

 

推進主体 

市⺠ 地域団体・NPO など 事業者 観光関連団体 ⾏政 

〇 ○ ○ ◎ ◎ 

 

 

№ 主なアクションプラン 事業内容 

１ 
東京オリンピック・パラリンピッ

クの活用 

・事前合宿地に決定したモンゴル国との連携 

・スポーツ・文化の合宿やコンベンションの誘致 

２ 
ラグビーワールドカップ 2019 の

活用 

・静岡県で開催が決定しているラグビーワールド

カップを有効活用した観光誘客   
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第５章 ビジョン推進のための役割と体制 
１ ビジョン推進のための役割 

焼津市ならではの観光まちづくりを推進するためには、本ビジョンに示した方向

性を基に、役割分担をしながら事業に取り組むことが必要です。各主体においては、

「焼津市観光ビジョンアクションプラン」に示す事業主体として連携を強化し、効

果的な事業を推進します。 

 

■主体と役割 

 

 

 

  

市 ⺠ 

●自分の住む地域に対する理解 

●自然保全・環境美化 

●地域活動・イベント等への参加 

●おもてなし意識の醸成 

地域団体・NPO 等 

●地域の魅力づくり 

●地域活動のコーディネート 

●伝承文化の継承・環境保全 

●着地型観光の検討 

事業者 

●活性化につながる事業展開 

●おもてなし体制の充実 

●着地型商品の開発 

●人材の確保と育成 

観光関連団体 

●関連事業者のコーディネート 

●着地型商品の開発 

●情報発信と定期的な情報更新 

●インバウンドの推進 

⾏ 政 

●観光振興の基盤整備 

●仕組みづくり 

●シティプロモーション 

●インバウンドの推進 
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２ ビジョン推進体制の構築 
本ビジョンに基づく取り組みを効果的に推進するためには、各主体が個々に取り

組むのではなく、各主体が連携する体制を構築することが必要です。観光ビジョン

推進会議や庁内会議、焼津旅づくりラボ等、多様な主体との連携により、本ビジョ

ンを推進します。 

 

３ 進⾏管理 
本ビジョンで設定した数値目標に基づき、進捗状況を定期的に点検し、必要に応

じて計画の見直しを行います。 

なお、ビジョン最終年度である平成 33 年度には、各取り組みの実施状況を評価

し、次期ビジョンを策定します。  
■ＰＤＣＡサイクルによる評価・検証 

      PLAN 

計画する 

DO 

実践する 

CHECK 

評価する 

ACTION 

改善する 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼津市観光ビジョン 

発⾏⽇ 平成29年 ３月 

発⾏者 焼津市 観光振興課 

住 所 〒425－8502 静岡県焼津市本町２丁目16番32号 

TEL：054－626-2155  FAX：054-626-2188 

 



30 

 




