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「三重県観光振興条例（仮称）の考え方（素案）」に対する 

パブリックコメントの結果概要 

 

 

１ 意見募集期間 

平成２２年１２月１５日（水）～平成２３年１月１４日（金） 

 

２ 周知方法 

（１）県政記者クラブへの資料提供 

（２）三重県ホームページ（三重県、農水商工部、観光局）への掲載 

（３）ＦＭ三重での告知放送 

（４）三重県観光連盟メール通信の配信 

（５）市町あての文書照会 

（６）観光局、情報公開・個人情報総合窓口での配布 

 

３ 意見募集の結果 

（１） 意見提出の方法 

郵送 ファクシミリ 電子メール 合計 

０ ０ ７ ７ 

 

（２）個人団体別 

個人 団体 合計 

１ ６ ７ 

 

 

（３）項目別延べ意見数（意見件数） 

項  目 意見数 

①全体的な意見  ４ 

②趣旨  ０ 

③目的  １ 

④定義  １ 

⑤基本理念  ０ 

⑥県の責務 １２ 

⑦各主体の役割  ２ 

合  計 ２０ 
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４ 意見に対する対応 

（１）対応状況 

項  目 意見数 

①文章の修正、記述の追加等により、骨子案に反映するもの  ８ 

②既に骨子案に反映しているもの  ４ 

③骨子案への反映は難しいが、施策や事業の実施段階で対応・検討

するもの 

 ３ 

④何らかの理由で、骨子案に反映することが難しいもの  ２ 

⑤その他（質問、感想、個別事案、他制度への意見等）  ３ 

合  計 ２０ 

 

（２）意見とその対応 

（全体的な意見） 

 素案に対する意見概要 対応 

１  この条例を基に基本計画を策

定し、そのうえで事業を実施し

ていく型式であれば、長期的な

視野での事業展開も行いやすく

なるので、望ましいことだと思

う。 

⑤ 

２  条例制定のみならず、いかに

実効性を持たせていくかが重要

である。 

⑤ 

条例には、施策を具体的に推進する「基

本計画」を策定する旨、規定したいと考え

ています。今後、条例の検討と合わせて、

同計画の策定も進めていきたいと考えて

います。 

３ 県の役割の記述が多く、県主

導の観光となる気がする。民主

官援が基本姿勢だと考える。 

② 「基本理念」において、「観光振興は、

県、市町、県民等がそれぞれの立場におい

て連携し協働すること」を記述していると

ころであり、ご意見の趣旨に沿って取組を

進めることが重要であると考えています。 

４ まちづくりの視点と文化の視

点が不足しているのではない

か。 

① 「施策の基本方針」に「町並の整備と一

体となった観光地の景観整備」を記述して

いるところですが、ご意見も参考として、

「基本理念」においても、「地域の観光資

源（歴史、伝統、文化等）を充実させ、継

承することの重要性」を加筆したいと考え

ています。 
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（目的） 

 素案に対する意見概要 対応 

５ 三重県には観光資源として伊

勢神宮、北畠神社等、悠久の昔

からの建造物が沢山見られる素

晴らしい県である。先人から受

け継いだ歴史や文化に誇りと愛

着を抱くことが出来てこそ県内

の観光を振興することができる

と思う。 

そこで、「目的」下段の「県民

が郷土への誇りと愛着を持つこ

とのできる地域社会」について

は、「県民が郷土の歴史と文化に

誇りと愛着を抱くことのできる

地域社会」に書き変えてほしい。 

① ご意見の趣旨を盛り込んだ「観光行動」

という言葉を、新たに「定義」するととも

に、「県民の役割」及び「施策の基本方針」

において、同行動の促進を図る旨を記述す

ることにより、対応したいと考えていま

す。 

（定義） 

 素案に対する意見概要 対応 

６ 「観光行動」という言葉は抽

象的でイメージしづらいと考え

る。「定義」に追加記入してはど

うか。 

① ご意見を踏まえ、新たに「観光行動」の

「定義」を記述します。 

（県の責務） 

 素案に対する意見概要 対応 

７ 市町が参画している広域的な

観光振興への総合調整を行って

ほしい。県境にある市町にとっ

ては、県の関与が必要となる場

面がある。 

② 「県の責務」に、「県は、市町等が相互

に連携できるよう調整や支援を行う」旨を

記述するとともに、「施策の基本方針」に

おいても、「県内各地域や他府県との広域

的な連携の促進」を設けているところであ

り、今後も必要な調整を図っていきたいと

考えています。 

８  市町が地域特性を生かして行

う観光振興施策への支援を表現

してほしい。 

① 

９ 「市町との協働（１）」は、共 ① 

 ご意見を踏まえ、「市町との協働（１）」

の記述を修正します。 
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通の目的の有無に関わらず、一

方的に施策の協力を求めてお

り、対等・協力関係との認識に

立っていない。 

「県は、目的を共有しつつ市

町とともに、県と協働して地域

特性に応じた観光の振興に関す

る施策を策定し、実施するもの

とし、必要に応じ、県の施策へ

の協力を求めることができる。」

としてはどうか。 

10 「市町との協働（１）」は、意

図は理解するものの、主体をよ

り明確にするため、「県は、市町

に対し、県と協働して各地域の

特性に応じた観光の振興に関す

る施策の策定を促し、実施する

こと」としてはどうか。 

① 

11  「市町との協働（１）」は、県

が市町に対して一方的に協力を

求めていると受け取られる。市

町の取組を積極的に支援する表

現としてほしい。 

① 

12 「市町との協働（２）」におい

て、「県は、情報の提供、技術的

な支援その他必要な協力を行

う。」旨、記載されているが、「資

金的な支援」を記述できないか。

市町にあっては、やはり県の補

助金等の資金支援が必要なのが

現状である。 

③  現在、地域が主体的に取り組む観光地づ

くりの取組に対しては、「魅力ある観光地

づくりグレードアップ支援事業」に係る補

助金の交付等により、支援を行っていると

ころであり、施策や事業の実施段階で対応

していきたいと考えています。 

13 「体験学習を中心とした教育

旅行の誘致」は、当町において

も、その受入体制の強化に努め

ているが、教育サイドでは、教

育旅行の推進を図っているよう

③ 「教育旅行の誘致」は、「施策の基本方

針」における重複等を精査した結果、骨子

案では、「情報発信及び誘客の仕組みづく

り①②」等の取組に包含されるものとし

て、整理統合したいと考えています。 
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には感じられないので、働きか

けをお願いしたい。 

ただし、同取組の必要性は十分に認識し

ていますので、具体的な施策展開について

は、「基本計画」において改めて盛り込ん

でいきたいと考えています。 

なお、ご要望のあった教育サイドへの働

きかけについては、県では、県内の小中学

校教務担当者に教育旅行等についての説

明会を実施し、「三重県体験学習ガイドブ

ック」を配付するなど、受入体制の充実等

を図っているところであり、引き続き、関

係者との協働により、教育旅行の誘致に取

り組んでいきたいと考えています。 

14 他の都道府県との広域的な連

携による観光振興の視点を盛り

込まなくてもよいか。 

② ご意見につきましては、「施策の基本方

針」の一つに位置づけているところです。 

15  今後、我が国の人口減少を考

えたとき、外国人観光客の誘致

に一層の力を注ぐべきと考え

る。外客誘致に係る方針や目標

を具体的に規定してはどうか。 

③ 

16 インバウンドに対する方向性

が見えにくい。今後、外国人観

光客の誘致は、三重県にとって

重要となってくると考えられる

ため、もう少し積極的な表現で

も良いのでないか。 

② 

本県の観光の持続的な発展を考えたと

き、外国人観光旅行者の誘客に関する取組

は重要であると考えています。そのため、

同取組を「施策の基本方針」の一つに位置

づけるとともに、具体的な方針等について

は「基本計画」に盛り込むことによって、

積極的な施策展開を図っていきたいと考

えています。 

17 「財政上の措置」は、「努める」

という努力目標ではなく、「講じ

る」といった積極的な姿勢を出

してはどうか。 

④ 

18 「財政上の措置を講ずるよう

努める」は、条例の常套句だと

思うが、全体トーンと一致させ

て、「講じる」としてはどうか。 

④ 

「必要な財政上の措置」には、県予算の

確保のほか、国の交付金等の活用も含めた

広い概念で捉えていることから、「努める」

という表現の方が適切ではないかと考え

ています。 
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（各主体の役割） 

 素案に対する意見概要 対応 

19 「市町の役割」は規定しない

のか。 

⑤ 国の「観光立国推進基本法」では、第４

条において「地方公共団体の責務」が規定

されており、県だけでなく市町も、観光立

国の実現に向けた一定の役割分担を有し

ているものと考えられます。そこで、同規

定を設けるかどうかについては、引き続

き、市町との協議を通じて検討していきた

いと考えています。 

20 「県民の役割」における「豊

かな県民生活の向上に観光を活

用する」の意味が分かりづらい。

特に「県民が観光を活用する」

が不明である。単純に「自らの

観光行動を通じて、豊かな県民

生活の向上及び地域の活性化に

寄与するよう努めるものとす

る。」で良いのではないか。 

① ご意見を踏まえ、「県民の役割」の表現

を修正します。 

 

 


