
は じ め に 

 
３月１１日に発生した「東日本大震災」は、地震、津波、原発事

故の同時発生という三重苦の災害となり、東北から関東にわたる広

い範囲に甚大な被害をもたらしました。特に原発事故については、

未だ収束の見通しが立たず、国内外に不安が広がっています。  
大震災は、多くの国民の生命・財産を奪い、農林水産業から製造

業、流通業、サービス業など幅広い産業や地域経済を支える中小企

業にも多大な被害を及ぼしています。  
観光関連産業においては、観光地や交通機関で直接的な被害を受

けたのに加えて、全国的に観光旅行やイベントの自粛が広がり、原

発事故の影響により在日外国人の帰国や海外からの渡航自粛が急増

するなど、かつてない観光需要の落込みを記録しています。  
国・自治体においては、原発事故と安全性に関する正確でわかり

やすい説明を国内外に積極的に情報発信し、風評被害が拡大しない

よう対策を強める必要があります。また、観光自粛やイベント中止

等が長期化しないような働きかけも重要です。  
観光振興は、これからの日本にとって、そして横浜にとっても重

要な成長戦略です。本委員会では、横浜の新しい成長の道筋を探る

とともに、観光振興を進めることで復興の機運を盛り上げ、横浜か

ら元気をアピールしたいと考えました。  
本委員会では、これからの横浜の観光振興のあり方や取り組むべ

き重要な施策、その役割分担等について検討を重ね、ここに提言書

として取りまとめました。  
今後、当所としては、観光・サービス部会を中心に主要施策の具

体化に向けた検討を進めるとともに、横浜市文化観光局や横浜観光

コンベンション・ビューローをはじめ、観光関連業界、団体・組織

などと連携を図りながら、施策の熟度を深め、有効な観光施策の展

開に努めてまいります。  
 
平成２３年 ４月 ２７日  

横浜商工会議所  
経済政策委員会 委員長  太田 嘉雄  
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Ⅰ．成長戦略としての観光振興と横浜観光 

 

Ⅰ－１ 成長戦略としての観光振興 

 

１．少子高齢化社会における交流人口の拡大 

 我が国はすでに人口減少社会に突入しています。人口の減少は消費者の減

少であり、国内需要の縮小を意味しています。 

こうした成熟した社会においては、「観光」には人口の減少を交流人口の増

加で補うという重要な意味があり、国内外からの観光客による新たな需要創

出は、低迷する国内経済を活性化させる有効な経済政策でもあります。 

 

２．グローバル化の進展とインバウンド観光振興 

日本国内への外国人旅行者は、堅調な経済成長を遂げている東アジア諸

国・地域の人々を中心に増加傾向にありました。また、昨年10月に羽田空港

が再国際化されたことは、羽田空港から20～30分ほどの距離にある横浜にと

って、海外観光客を取り込む良いチャンスとなります。 

観光関連産業は、属地性が高く、裾野の広い産業であり、発生した需要が

飲食業や宿泊業、航空、交通、娯楽業、製造業等へ幅広く波及する効果が見

込めます。2010年11月にAPEC JAPAN 2010が開催され、世界へ向けた横浜の

情報発信の絶好の機会となりました。 

こうした世界規模で行われる行事の開催等を契機として、さらなる横浜の

知名度の向上を図ることが重要となっています。 

 

３．都市の魅力をアピールする時代 

 「来訪したくなる都市」には、“見る・食べる・遊ぶ・学ぶ”などで魅力

的な観光要素が備わっています。横浜には、“見る”は山下公園、港の見え

る丘公園や外国人墓地、みなとみらい21地区などの夜景、“食べる”は横浜

中華街、そして“遊ぶ”はみなとみらい21地区内の施設（横浜アンパンマン

ミュージアムや横浜コスモワールド等）やよこはま動物園ズーラシア、市南

部の横浜八景島、“学ぶ”は京浜臨海部の工場群に代表される産業観光など、

多くの魅力的な観光施設があります。 

これら以外でも、ザよこはまパレードや横浜開港祭、神奈川新聞花火大会
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といった大型イベント、横浜スタジアムや日産スタジアム、横浜アリーナで

行われるイベントなど、数多くの魅力的なイベントも開催されています。こ

れらをうまく連携させながら、来訪者に「また訪れたい」と思ってもらえる

ような都市として、発展させていくことが重要です。 
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Ⅰ－２ 都市・横浜の魅力と観光の現状 

 

１．都市・横浜の魅力 

 

① 横浜の根幹的イメージ＝「港」・「異国情緒」・「国際性」 

 開港から海外との玄関口の役割を果たしてきた横浜、誰もが最初に挙げる

都市イメージは「（横浜）港」や「異国情緒」であり、これが横浜の都市イ

メージ、そして魅力の根幹をなしています。 

インターナショナルスクールが複数校あったり、元町や横浜中華街といっ

た外国人向けにスタートした商店街があったりと、外国文化に対する障壁は

他都市より低く、外資系企業が東京都に次いで多いことや外資系企業向けの

ビジネス・センターが複数存在すること等は、横浜ならではの特徴であり、

国内観光客にとっての魅力の一つになっています。 

 

② High Societyなイメージ 

 横浜のイメージは「港」や「異国情緒」といったイメージから派生し、新

しいもの（外国文化）を常に取り入れ、お洒落な感じや雰囲気を醸成する街

としての性格も持っています。また、青葉区や都筑区など、横浜の中心部か

ら離れた場所であっても、きれいな街並みを形成し、お洒落な店舗を誘致す

ることにより、元来から横浜が持っていたイメージをさらに強固にし、「行

きたいだけでなく、住みたい街」と多くの人が思うような街を形成していま

す。 

 

③ 若者の活躍や芸術系の活動が街に彩りを加える 

横浜都心部には、横浜美術館や県立博物館、みなとみらいホール、野毛に

ぎわい座、キャッツシアター、そして今年１月に開館された神奈川芸術劇場

など、多くの文化・芸術系施設があります。これら以外にも日常的に芸術活

動を行い、来訪者が容易にその活動に触れることのできる環境が整っていま

す。 

 みなとみらい21地区には20～30代の多くの若い人々や女性が来訪し、街の

魅力の創造に一役買っており、馬車道には東京芸術大学横浜校があり、吉田

町や北仲通などには芸術系の創作・展示施設が点在するなど、若者や女性が

活動しています。音楽系に目を転じると、関内や野毛には古くからジャズの
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生演奏を行う飲食店も多くあり、芸術や音楽に触れることのできる街が形成

されています。こうした創作活動は横浜にとって貴重な「動」の観光資源で

あり、街に彩りを加え、街の魅力向上にも重要な役割を担っています。 

 

④ 高度経済成長を支えてきた足跡、未来型都市スタイルを見られる都市 

 横浜ベイブリッジやみなとみらい21地区のビル群、港の見える丘公園、臨

海部の工場群など、横浜には素晴らしい夜景が見られるポイントが多くみら

れます。また、夜景だけでなく、高度経済成長を支えてきた京浜臨海部の工

場群や大手企業の研究開発施設等の存在は、産業観光の資源としても注目さ

れています。さらに、昨年度より、横浜スマートシティプロジェクトという

低炭素社会の形成に向けた環境負荷軽減のための社会実験が、港北ニュータ

ウンやみなとみらい21地区、金沢区等においてスタートしましたが、低炭素

社会の形成に向けた実験プロジェクトは、国内外の注目の的となっています。 

 

 

２．横浜観光の特徴 

 

① 良好な都市イメージ 

 横浜観光の最大の特徴が「都市イメージ」の良さです。「開港の歴史」や

「異国情緒」といったイメージが核となり、そこに「おしゃれ」や「ハイセ

ンス」、「夜景」などのイメージが重なり、横浜という都市に好印象を与え

てきました。良好な都市イメージを持ち、かつ多彩な観光資源を持っている

ことから、横浜は、いつでも気軽に訪れることのできる観光都市として支持

され、これまで成長してきました。 

 

② 日帰り観光地としての横浜 

 その一方で、来訪者の多くが近隣都県からであること、また「気軽に来ら

れる」という利点は「日帰りで十分」という欠点でもあり、全来訪者数に占

める宿泊者数の割合が小さいのが現状です。首都圏外からの宿泊観光客をい

かに増やしていくかは、横浜観光にとって大きな課題の一つです。 

しかしながら、日帰りでも気軽に行ってみたくなるような街として歩んで

きたことが、これまで来訪者数を着実に増加させてきた大きな要因であるこ

とは認識しておくべきでしょう。昨年度、当所の地域活動委員会で作成され
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た「横浜１８物語」の中では、市内の約640か所に及ぶ魅力ある観光・歴史

資源が発掘されています。こうした資源なども観光ルートに新たな魅力を加

える題材として検討・活用していくことが重要です。 

 

③ 海外来訪者の認知度 

 国内では横浜は良好な都市イメージを持たれていますが、海外からの来訪

者にとってみると、明確な都市イメージがないためか、よく聞かれる評価が

「東京の一都市」というものです。 

横浜には開港以来、欧米系の居留地が形成され、欧米系来訪者と日本人と

の橋渡し役として中国人が活躍し、中華街を形成してきたという歴史があり

ます。しかしながら、こうした歴史的背景を知った上で、横浜を訪れる海外

からの旅行客は少ないのが現状でしょう。 

 

④ これからのインバウンド戦略 

 日本へのインバウンド観光の旅行目的を見ますと、欧米系の人々は日本と

自国との文化の違いや史実に関して興味が高いのに対して、東アジアの人々

は「（日本製品を購入するための）お買い物の場所」や「自国（地域）には

ない余暇施設の利用」を目的に来日している方が多くなっています。 

従って、今後、海外からの来訪者に対して横浜をアピールする場合には、

ターゲットに応じてＰＲ方法・内容を変更するなど戦略的なＰＲを検討・展

開する必要があります。 
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Ⅱ．国際観光都市・横浜の新たな飛躍を目指して 

 

Ⅱ－１ 安全宣言をバックとした 

横浜の観光振興のキャッチフレーズと目指すべき姿 

 

１．安全宣言をバックとした観光振興のキャッチフレーズ 

 

      「 恋 す る 横 浜 」 へ よ う こ そ ！ 

           
※ 林市長が２月の市会で「恋する横浜」を横浜観光のキャッチフレーズとして提案さ

れています。横浜市では、その後、横浜観光のアピールに、このフレーズを多く利

用しています。横浜の観光振興には統一された「キャッチフレーズ」が有効と考え、

本提言でも「恋する横浜」を組み込んだキャッチフレーズを提案いたします。  

 

２．横浜観光の将来像 

 

（１）国内から、そして海外から、多くの来訪者をお迎えします 

・首都圏の日帰り観光地から国内の宿泊観光地へ 

・羽田空港を活かした海外客の誘致を 

・ＭＩＣＥの拠点都市を目指す 

・宿泊を増やすには「夜」・「大人」の観光を企画 

（「夜」を演出して「宿泊」につなげる） 

 

（２）横浜の歴史、文化、景観など、横浜ならではの贈り物（横浜ブランド）を提供します 

・多様な都市資源、観光資源、活動主体を活かしきる（再認識と覚悟） 

・様々な横浜ストーリーの創作とそれに合わせた観光資源の組合せ 

・来訪者の属性、国別ニーズに対応した戦略的商品・サービスの提供 

 

（３）ＡＬＬ横浜、ＡＬＬ神奈川で、具体的な施策を展開します 

・行政区域を越えた広域連携の推進 

・企業、行政、市民の力を結集 
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Ⅱ－２ 横浜の観光振興に向けた４つの基本政策と主な施策群 

 ここでは、横浜の観光振興に向けた４つの基本政策と主な施策群について

検討・提案していきます。各施策については、その内容に加えて、横浜市、

横浜観光コンベンション・ビューロー、当所等の役割分担や時間軸上の展開

イメージを記述しています。 

 なお、時間軸のイメージは、各施策の具体化によって、変動する可能性は

ありますが、概ね１～２年で展開していく施策を【短期】、３～５年で具体

化していくものを【中期】、実施には６年以上の期間を要すると予想される

ものを【長期】としました。 

 

１．横浜の魅力を全国・世界に発信 

 国内及び海外他都市との都市間競争が激しさを増すなか、都市の安全性は

もとより、その魅力を広く国内・海外にＰＲし、認知してもらうことがます

ます重要になってきます。このため、横浜においては、市長のリーダーシッ

プのもと、官民の協働や広域連携による“結びつき”を深めながら、ＡＬＬ

横浜・ＡＬＬ神奈川による観光ルートの設定や共同ＰＲ活動などを強く推進

していくことが求められます。 

 [主な振興策] 

①全国・海外に向けたシティセールスの展開 【短期～中期】 

≪施策内容≫ 

・横浜市や横浜観光コンベンション・ビューローと協力しながら、横浜の安

全性はもとより、横浜の良さ・魅力を国内外に積極的にアピールしていき

ます。ソーシャルメディア（ツイッター、ユーチューブ等）をはじめ、テ

レビや雑誌などのマスメディアによる積極的なＰＲ・広報を働きかけます。 

・シティセールスには、トップセールスが極めて重要です。特に、昨今の風

評被害の防止や観光・イベント自粛の是正には、横浜市長の強力なリーダ

ーシップによる対外アピールが求められます。当所としても、各経済団体

や関連業界とともに、行政としっかりとした協力体制を構築していきます。 

・海外に対するシティセールスについては、行政（横浜市、神奈川県）にお

ける友好都市、パートナー都市との交流機会を十分に活用することが重要

です。当所としても、こうした交流成果を前提に、横浜市と共に、現地に

おけるＰＲ体制の強化や地元経済界との連携強化を図っていきます。 
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≪役割分担≫ 

実施主体：横浜市、横浜観光コンベンション・ビューロー 

協力組織：当所、関連業界 

 

②横浜観光情報の発信 【短期】 

≪施策内容≫ 

・横浜観光コンベンション・ビューローのＨＰ等をベースとし、横浜の良好

な都市イメージ、独自性の高い観光資源、都市資源、イベントを活用し、

国内あるいは海外の国別ニーズに応じたきめ細かな観光情報を提供します。 

・提供情報については、横浜市と横浜観光コンベンション・ビューローを中

心としながら、当所の観光・サービス部会や観光関連企業等も協力して作

成・更新してまいります。 

≪役割分担≫ 

実施主体：横浜市、横浜観光コンベンション・ビューロー、当所（部会）、

関連団体・企業等 

 

③ALL横浜、ALL神奈川での共同ＰＲ戦略（②の一環として） 【短期】 

≪施策内容≫ 

・単独、あるいは特定の施設、店舗ではなく、横浜観光あるいは神奈川観光

として、まとまりを持った共同ＰＲ活動を検討・展開します。 

・横浜や神奈川への来訪需要を掘り起こせるようなキャンペーン活動、ＰＲ

活動を官民連携で展開していきます（「そうだ京都、行こう」キャンペー

ンのように）。 

≪役割分担≫ 

実施主体：横浜市、神奈川県、横浜観光コンベンション・ビューロー、 

当所（部会）、関連団体・企業等 

 

④ＭＩＣＥの誘致活動の展開 【短期】 

≪施策内容≫ 

・ＭＩＣＥは国内外を問わず多数の来訪者が見込まれ、宿泊を伴う場合も多

いことから地域経済への大きな波及・貢献が期待されます。横浜にはＭＩ

ＣＥの会場となる施設（パシフィコ横浜や横浜アリーナ、横浜スタジアム、

日産スタジアム等）が充実し、都心部を中心に宿泊施設も多数用意されて



 - 9 - 

います。またその間をつなぐ公共交通機関、大学や研究開発型民間企業の

立地等、横浜にはＭＩＣＥを振興する十分な土壌があるので、ＭＩＣＥ拠

点都市として成長していくことを継続的にＰＲしていく必要があります。 

・ＭＩＣＥの誘致は、従来にも増して横浜市長によるトップセールスや横浜

観光コンベンション・ビューローにおける誘致体制（人員、予算）の充実

が重要です。 

≪役割分担≫ 

実施主体：横浜市、横浜観光コンベンション・ビューロー、関係団体・企業 

協  力：当所（部会） 

 

⑤全国商工会議所レベルの諸会議・大会等の誘致 【短期～中期】 

≪施策内容≫ 

・全国商工会議所関連の諸会議や大会、業界団体の全国大会など、横浜開催

にふさわしい中・小型ＭＩＣＥについて、横浜市と協力しながら誘致活動

を展開します。 

≪役割分担≫ 

実施主体：当所（部会） 

協力・支援：横浜市、神奈川県、県下経済団体等 

  

 

２．横浜の新たな魅力づくり（観光資源の開発） 

 横浜には「見る」「食べる」「遊ぶ」「買う」「学ぶ」の観光機能・資源

が多数存在します。各観光資源のブラッシュアップやリニューアル、新たな

商品開発を行いながら、来訪者に都市・横浜の新たな魅力を提供していく必

要があります。 

 新たな魅力づくりには、 

１）これまでにあまり紹介されてこなかった観光資源の紹介 

２）既存資源を利用し、ストーリー性を持たせ、既存資源が本来持っていた

良さの再確認 

３）観光地間の連携により面的（地理的）広がりを持った相乗効果の創出 

４）新しい観光資源の開発 

などの方策が考えられます。 
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 [主な振興策] 

①横浜観光のイメージを代表・具現化する観光エリアの充実  【中期】 

≪施策内容≫ 

・横浜での観光や買物場所を代表するエリアが、横浜駅周辺（西口・東口）

地区です。現在、「エキサイトよこはま２２」という大改造計画が進行中

ですが、国際観光都市の玄関口にふさわしい街づくりが早期に実現される

ことが期待されます。 

・また、横浜のイメージは「港」･「異国情緒」です。来訪者がこの都市イ

メージを感じられるような街づくり・店づくり・雰囲気づくりが重要です。 

・例えば、山下公園周辺や関内、野毛地区では、「ミナト」「大人」などの

演出による再活性化（臨海部の規制緩和、ナイトクルーズ、ジャズなど

「夜」の演出等）がポイントになります。また、元町周辺や北仲通地区、

みなとみらい21地区における若者や女性向けの演出や芸術活動などは、次

代の横浜の魅力を形成していく大切な観光資源になると考えられます。 

・今後、横浜市や地区内事業者、横浜観光コンベンション・ビューロー等と

連携しながら、街づくりや観光エリアの充実に協力してまいります。 

≪役割分担≫ 

 実施主体：横浜市、地区内事業者、横浜観光コンベンション・ビューロー、

当所（部会）による共同作業 

 

②観光資源を結ぶ魅力的な観光ルートの形成 【短期～中期】 

≪施策内容≫ 

・横浜市や横浜観光コンベンション・ビューローと連携しながら、横浜の都

心部における歴史的な史跡を巡る観光ルート（横浜版ヒストリカル・トレ

イル）をはじめ、海外客（国別）、女性客、熟年層など多様な来訪者のニ

ーズにあった観光ルートを検討・形成してまいります。 

・地域活動委員会で作成された「横浜１８物語」の中には、市内の約640か

所に及ぶ魅力ある観光・歴史資源が発掘されています。こうした資源など

も、新たな観光ルートの題材として検討・活用してまいります。 

・来訪者のニーズや新ルート設定等のため、必要に応じて、来訪者の実態調

査を実施するよう、横浜市や横浜観光コンベンション・ビューローに提案

してまいります。 

≪役割分担≫ 
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実施主体：横浜観光コンベンション・ビューロー、横浜市、当所（部会） 

 

③鎌倉、箱根、富士山等広域観光ルートの形成と連携強化 【短期～中期】 

≪施策内容≫ 

・国内の遠隔地や海外からの誘客を考える場合には、「首都圏」を一つの観

光スポットと捉え、横浜だけでなく鎌倉・箱根～富士山や東京、千葉（Ｔ

ＤＲ）など首都圏内の広域的な地域と連携しながら、魅力ある観光ルート

と多様な移動手段を提供していく必要があります。 

・連携に際しては、各観光地の自治体を中心に、関係団体・組織、関連企業

との協力体制を構築する必要があります。当所としても、横浜市や神奈川

県、横浜観光コンベンション・ビューロー等に協力しながら、広域連携の

強化に努めます。 

≪役割分担≫ 

実施主体：横浜市、神奈川県、横浜観光コンベンション・ビューロー 

協  力：当所（部会）、関連団体・組織、関連企業 

 

④魅力的な交通手段（オープンスカイバス、水陸両用バス、コミュニティ・サイクル等）

の提供 【短期～中期】 

≪施策内容≫ 

・横浜の「売り」となる都市景観や海・運河からの風景を提供することを目

的に、オープンスカイバスや水陸両用バス、コミュニティ・サイクルなど、

魅力的な交通手段の導入を横浜市や交通事業者に提案してまいります。 

・また、市内の公共交通機関ネットワークは充実しているものの、来訪者の

視点からは、どのように利用して良いのかわからない場合も少なくありま

せん。市内の公共交通機関を自由に使える「横浜パスポート」の導入検討

や各交通機関のきめ細かな利用（鉄道、バス、タクシーなどを一括表示・

説明する）情報等の提供についても、関係機関に提案していきます。 

≪役割分担≫ 

実施主体：横浜市、交通事業者 

協  力：当所（部会）、関連企業  

 

⑤産業観光・産業遺産観光の振興 【短期】 

≪施策内容≫ 
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・開港以来の歴史的遺産、高度経済成長を支えてきた横浜の企業・産業施設、

大手企業の研究開発施設等を活用し、産業（遺産）観光を振興します。 

・当所では、横浜市や横浜観光コンベンション・ビューロー、既存の振興組

織と連携しながら、産業観光化を希望する市内企業との協力体制を構築し、

バラエティに富んだ産業観光ルートの検討・形成に努めます。 

・なお、歴史的な施設にとどまらず、横浜スマートシティプロジェクトのよ

うな未来都市的な取組についても、産業観光ルートに取り込むよう、提案

してまいります。 

≪役割分担≫ 

実施主体：横浜市、横浜観光コンベンション・ビューロー、既存の振興組織、

当所（各部会）、関連企業 

 

⑥ＭＩＣＥの振興 【短期】 

≪施策内容≫ 

・羽田空港の再国際化をチャンスとして捉え、アジアにおけるＭＩＣＥ拠

点都市としての成長を目指し、恵まれた都市環境を活かしながら、官民

一体となったＭＩＣＥの振興を強く要望いたします。 

・また、新たな成長分野として、ＭＩＣＥ関連産業の誘致・育成もあわせ

て要望してまいります。 

≪役割分担≫ 

実施主体：横浜市、横浜観光コンベンション・ビューロー 

協  力：関係業界・施設 

 

⑦横浜ならではの商品・サービスの開発（新たな横浜名物） 【短期～中期】 

≪施策内容≫ 

・「横浜ならではの」価値のある商品やサービスを開発してまいります。同

時に、横浜土産を購入できる場所の設置やＰＲを展開します。 

・当所としても、地域活動委員会や支部活動での成果を生かしながら、市内

の「ご当地もの」の検討を深め、市域全体の活性化に努めます。 

≪役割分担≫ 

実施主体：横浜観光コンベンション・ビューロー、関連事業者、 

当所（委員会、支部） 
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⑧既存イベントの活性化【短期】と新たな集客施設・イベントの検討【中期～長期】 

≪施策内容≫ 

・横浜には数多くの大型の集客イベントが開催されています。横浜市をはじ

め、関係機関と協力しながら、ＡＬＬ横浜の観点からイベントの活性化を

検討していきます。 

・また、横浜の新たな経済活性化の起爆剤となるよう、大型集客施設（ドー

ム球場、カジノ等）の設置や大型イベント（カーレース等）の誘致等に関

して、中長期的な視点で検討してまいります。 

・「ドーム球場」については、法・規制上の大きな制約がなく、地元におけ

る検討と意思決定にゆだねられる問題であります。地元では市民団体によ

る「横浜ドームを実現する会」が発足しており、同会から発信される要望

等に対応しながら、検討を進めてまいります。 

・また、都心臨海部の幹線道路をコースとした、一般市民参加型の自転車レ

ース（ツール・ド・横浜）など、エコ・スポーツイベントの開催なども、

横浜市に対して要望・提案してまいります。 

≪役割分担≫ 

実施主体：地元経済界、当所、関連企業 

協力・支援：横浜市  

 

 

３．国内・海外旅行客の受入体制の整備 

国内・海外からの横浜来訪者数を増加させるために、行政、経済界、そし

て市民が協力して、内外からの横浜来訪者が滞在時に不自由さを感じさせな

いよう、ハード・ソフト両面にわたるきめ細かな受入体制を充実・整備して

いく必要があります。 

 [主な振興策] 

①空港との交通アクセス強化（ドア・ツー・ドア型の主要ホテルへのリムジンバスの運

行等） 【短期～中期】 

≪施策内容≫ 

・羽田空港からの横浜都心部を巡るリムジンバスの運行が充実されてきまし

たが、成田空港についても、主要な拠点駅、ホテルを巡るリムジンバスの

運行の充実を図るよう、要望してまいります。 

≪役割分担≫ 
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実施主体：交通事業者 

支  援：横浜市 

 

 

②総合案内施設の整備と多言語表示による案内情報の充実 【短期～中期】 

≪施策内容≫ 

・横浜観光の総合案内施設の充実が重要です。空港や拠点鉄道駅における総

合案内施設の整備・拡張と専門スタッフの充実を図る必要があります。 

・特に、外国人来訪者の訪日時の不満で上位にあげられるのが「案内標識・

表示の不備」です。市内の幹線道路をはじめ、主要鉄道駅、商業・観光施

設等において、多言語表記による共通した（わかりやすい）案内標識・表

示の整備・改善が急務となっています。関係機関に整備・充実を要望して

まいります。 

・また、民間施設における案内標識・表示の整備・改善については、整備費

用の補助制度導入などの支援策を横浜市等に提案・要望してまいります。 

≪役割分担≫ 

 実施主体：横浜市・横浜観光コンベンション・ビューロー、国（道路、 

公共施設）、交通事業者（鉄道、バス）、民間事業者（商 

業・観光施設） 

  協力・支援：当所（関係機関への充実の要望、補助制度の市への提案等） 

 

③キャッシング機能の充実（海外発行のキャッシュカード、銀聯カードへの対応） 

 【短期】 

≪施策内容≫ 

・市内の観光施設、商業施設においては、海外からの来訪者の買物・飲食時

の利便性向上のため、海外発行のキャッシュカードへの対応、銀聯カード

の導入を図るなど、キャッシング機能の充実を図る必要があります。 

・当所としても、横浜市や横浜観光コンベンション・ビューローと協力して、

銀聯カード導入に関する情報提供やＰＲを展開します。 

≪役割分担≫ 

実施主体：関係事業者・施設 

支  援：横浜市、横浜観光コンベンション・ビューロー、当所（ＰＲ等） 
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④観光施設・商業施設での外国語対応力（英語・中国語・韓国語）の強化 【短期】 

≪施策内容≫ 

・外国人来訪者が訪日時に最も困る問題の一つが、店側の外国語の対応力で

あることから、市内の観光施設や商業施設における国際観光人材の育成・

強化を図る必要があります。 

・当所としても、横浜市や横浜観光コンベンション・ビューロー、ＮＰＯ等

と協力しながら、観光施設・商店のスタッフに対する外国語対応講座やセ

ミナーを実施していきます。 

≪役割分担≫ 

実施主体：横浜市（予算確保）、横浜観光コンベンション・ビューロー（専

門家・講師派遣） 

協  力：当所（会員企業等や関係事業者へのＰＲ、参加者募集） 

 

⑤観光ボランティアの育成・活用 【短期～中期】 

≪施策内容≫ 

・観光スポットでの案内や情報提供、公共交通機関の利用案内、外国語での

個別対応などについては、観光ボランティアを育成・強化することにより、

対応していくことが求められます。 

・こうした人材の確保に際しては、横浜市をはじめ関係機関と協力しながら、

現在の観光ボランティア団体、ＮＰＯ、大学、神奈川検定・横浜ライセン

ス取得者等の活用等による観光案内体制の充実を検討してまいります。 

≪役割分担≫ 

 実施主体：横浜市、横浜観光コンベンション・ビューロー、ＮＰＯ、 

当所（神奈川検定・横浜ライセンスの活性化）  

 

⑥修学旅行の受け入れ 【短期～中期】 

≪施策内容≫ 

・羽田空港の再拡張により、航空機利用による北海道や九州、四国などの遠

隔地の修学旅行誘致の可能性が高まっています。 

・修学旅行の誘致は、観光需要の繁閑変動の調整に効果的であり、潜在的な

観光需要層となる若年層への横浜観光アピールのためにも、積極的に展開

していく必要があります。当所としても、横浜市や横浜観光コンベンショ

ン・ビューロー等の関係機関に積極的な誘致活動を要望してまいります。 
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≪役割分担≫ 

実施主体：横浜観光コンベンション・ビューロー、横浜市 

  

 

⑦市民による「おもてなし」精神・活動の啓発・充実 【短期～中期】  

≪施策内容≫ 

・横浜市民自らが横浜に愛着を持ち（シビックプライド）、肩肘張らずに来

訪者を歓待できる雰囲気を醸成し、来訪者にまた横浜を訪れたいと思わせ

る交流やふれあい活動が活性化されるよう、横浜市や横浜観光コンベンシ

ョン・ビューローと協力してまいります。 

・将来的には、横浜市民が海外からのお客様に対して、多言語で簡単な挨拶

や会話ができるような状況が望ましいと考えます。そうした環境整備に向

けた取組を、横浜市や横浜観光コンベンション・ビューローに提案してま

いります。 

≪役割分担≫ 

実施主体：横浜市、横浜観光コンベンション・ビューロー、当所、横浜市民  

 

 

４．観光関連産業の育成・強化 

横浜観光の振興と同時に、来訪者に対して満足のいく財・サービスを提供

できるよう、市内観光関連産業・企業を育成・強化していくことが重要です。 

[主な振興策] 

①観光関連産業の誘致・育成 【短期～中期】 

≪施策内容≫ 

・企画力、実行力に優れた観光関連企業を誘致・育成する必要があります。 

・地元企業のレベルアップについては、横浜市や横浜観光コンベンション・

ビューローに対して、観光産業の課題や克服の方向性、新ビジネス等に関

する企画・経営セミナー・講座等をタイムリーに開催していくことを要望

してまいります。当所としても、関連業界・企業への情報提供、ＰＲに協

力してまいります。 

≪役割分担≫ 

実施主体：横浜市、横浜観光コンベンション・ビューロー 

協  力：当所（情報提供、ＰＲ） 
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②地元企業連携の推進 【短期～中期】 

≪施策内容≫ 

・新商品・サービスの企画や観光ルートの開発等において、民間企業間の連

携が必要な場合には、当所においても、円滑な連携が組めるような橋渡し

的な支援を行っていきます。 

≪役割分担≫ 

実施主体：横浜観光コンベンション・ビューロー、当所（部会） 

協力・支援：横浜市 

 

③地元企業への優先的な発注、取引の推進 【短期】 

≪施策内容≫ 

・市内の観光関連企業を強化・育成する観点から、観光関連事業の予算執行

において地元企業へ優先的に発注するよう、横浜市や横浜観光コンベンシ

ョン・ビューローに対して要望してまいります。 

≪役割分担≫ 

実施主体：横浜市、横浜観光コンベンション・ビューロー 
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Ⅲ．横浜商工会議所として 

優先的に検討・実施すべき観光振興施策（案） 

 

１．産業観光・産業遺産観光の振興 【短期】 

 市内には開港以来の歴史的な産業施設、京浜工業地帯を代表する工場群

など、数多くの産業観光資源が存在します。 

当所では、横浜市や横浜観光コンベンション・ビューロー、既存の振興

組織と連携しながら、広く市内企業、県内企業から産業観光事業への参加

を募るとともに、発展途上国からの来浜視察ニーズが強い産業分野を対象

に、より一層の振興を図ってまいります。 

【振興のポイント】  

① 横浜市をはじめ、支援組織と連携した産業観光の支援体制を構築し

ます。 

② 当所の会員企業等に対して産業観光事業への参加を呼びかけます。 

③ 支所で把握している産業資源ストック等の活用を検討します。 

④ 横浜スマートシティプロジェクト等、未来都市型産業観光も対象に

付加するよう提案してまいります。 

 

２．国際的観光人材の育成-観光施設・商業施設での外国語対応力強化-【短期】 

  外国人来訪者が訪日時に最も困る外国語への対応について、外国人の需

要が見込まれる観光施設、商業施設を中心に、観光人材の育成強化を図る

必要があります。当所としても、横浜市や横浜観光コンベンション・ビュ

ーロー、ＮＰＯ等と協力しながら、観光施設・商店のスタッフに対する外

国語対応講座やセミナー等を定期的に実施していきます。 

 ≪推進のポイント（役割分担例）≫  

① 行政には、講座・セミナー開催の予算や場所を要請していきます。 

② 当所では、会員企業（商店、施設）に対するＰＲと参加募集を行い

ます。 

③ 横浜観光コンベンション・ビューローには、専門企業、講師の手配、

NPOへ協力依頼、講座・セミナーの実施を要請していきます。  
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３．都心部の歴史・観光資源を巡る魅力的な観光ルートの形成 【短期～中期】 

  横浜の都心部には、開港からの史跡群や主要ホテル、ショップ、観光施

設等が比較的コンパクトなエリアに数多く点在しています。横浜市や横浜

観光コンベンション・ビューローと連携しながら、こうした歴史的な史跡

を巡る観光ルート（横浜版ヒストリカル・トレイル）をはじめ、海外客

（国別）、女性客、熟年層など多様な来訪者のニーズにあった観光ルート

を検討・提案してまいります。また、来訪者のニーズ把握や新たな観光ル

ート検討等のため、来訪者の実態調査を実施するよう、横浜市や横浜観光

コンベンション・ビューローに要望してまいります。 

【推進のポイント】 

① 横浜市や横浜観光コンベンション・ビューローと協力しながら、横浜

版のヒストリカル・トレイルを提案します。 

② 「横浜１８物語」の中では、市内の約640か所に及ぶ魅力ある観光・

歴史資源が発掘されています。こうした資源も、新たな魅力を加える

題材として活用してまいります。 

③ 観光ルート・施設の案内には、観光ボランティアの活用を検討します。 

④ あわせて、魅力的な移動手段（オープントップバス、水上バス、コミ

ュニティ・サイクル等）の導入や検討を要望していきます。 

 

４．海外に向けたシティセールスの展開 【短期～中期】 

行政（横浜市、神奈川県）が提携している友好都市、パートナー都市と

の交流機会を活用し、行政とともに現地における横浜観光の安全性や魅力

に関するＰＲを強化していくとともに、現地経済界と連携強化を図ってま

いります。 

【推進のポイント】  

① 行政と協力しながら、海外の観光客誘致戦略を検討・策定します。 

② 海外の諸都市における共同のＰＲ活動を展開します。 

③ ＰＲ活動を通じて、海外諸都市の経済界との連携強化を図ります。 

 

５．全国商工会議所レベルの諸会議・大会等の誘致 【短期～中期】 

全国商工会議所関連の諸会議や大会、業界団体の全国大会など、横浜開

催にふさわしい中・小型ＭＩＣＥについて、横浜市や神奈川県と協力しな

がら誘致活動を展開してまいります。 
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６．新たな集客施設・イベントの検討 【中期～長期】 

横浜の経済活性化の起爆剤となるよう、新たな大型集客施設の設置（ドー

ム球場、カジノ等）や大型イベント（カーレース等）の誘致等に関して、中

長期的な視点で検討してまいります。 

① 但し、「ドーム球場」については、法・規制上の大きな制約がなく、

地元における検討と意思決定にゆだねられる問題と考えられます。地

元では市民団体による「横浜ドームを実現する会」が発足しており、

同会から発信される要望等に対応しながら、検討を進めてまいります。

なお、横浜スタジアムの収容人員は３万人程度しかないため、ドーム

球場は５万人程度の規模が望ましいと考えます。 

② この他、例えば、都心臨海部の幹線道路をコースとした、一般市民参

加型の自転車レース（ツール・ド・横浜）など、エコ・スポーツイベ

ントの開催なども、横浜市に対して提案してまいります。 

 

 


	はじめに（最終）HP
	提言書（最終）HP
	1/20
	2/20
	3/20
	4/20
	5/20
	6/20
	7/20
	8/20
	9/20
	10/20
	11/20
	12/20
	13/20
	14/20
	15/20
	16/20
	17/20
	18/20
	19/20
	20/20


