
■第 1回観光まちづくり会議 開催結果(概要) 

 

○開催日時：令和元年 8月 24 日(土) 19 時～21 時 

○場  所：犬山市役所 205 会議室 

○参加者数：42 名 

○テ ー マ：「犬山の観光について語ろう」 

○プログラム：(1)開会 (2)グループ分け (3)自己紹介 (4)意見交換① (5)意見交換②  

(6)まとめ (7)閉会 

○目  的： 

(1)事業者、市民、まちづくり団体など観光に関わる方が集い、「地域の課題」を共有するとともに、

具体的な解決や改善に向けて「未来のために今できること」を考え、実践することを目指す。 

 (2)犬山市全体の観光を考え、現場の生の声をお聞きして、「犬山市観光戦略」策定に活かす。 

 

 

意見交換① 「犬山市の魅力・観光資源とは」 

・犬山の魅力・観光資源についおすすめしたいモノ・コト 

・これから PR していきたいモノ・コト 

 

意見交換② 「犬山市の観光に関する課題」 

・犬山市の観光に関する現状の課題や問題点 

 

【意見交換①】 

 「犬山市の魅力・観光資源」として、計 231 件（※）のご意見をいただきました。 

※グループ内で同意見のものは 1 つのご意見としています。 

 

 犬山城や城下町、祭り・イベント、鵜飼の他、自然・風景、寺社仏閣・文化・歴史資源等、地元の

方だからこそわかる様々な資源が挙げられました。また、名古屋市に近い、レジャー施設が多数あ

るといった犬山市の立地・特性に関する項目もいただきました。 

 

 意見をエリア別にみると、全 236 件（※）中、城下町に関する項目が 86 件（約 36%）と最も多

く、市内全域に関するものが 48 件、木曽川 26 件、池野 24 件、栗栖 16 件、犬山 13 件、今井 10

件、楽田 9 件、羽黒 4 件となりました。 

※エリアをまたがるもの等を含むため、意見数よりも多い。 

 

【意見交換②】 

 「犬山市の観光に関する課題」として、計 206 件のご意見をいただきました。（※グループ内で同

意見のものは 1 つのご意見として集計） 

 

資料５ 



 一部地域への観光客の集中、特に城下町におけるゴミ問題、トイレや休憩場所の整備、案内表示の

充実、市内を周遊する仕組み等の受け入れ環境に関する課題、景観の維持・保全、特産品・名物、

プロモーション等についての意見が挙げられ、観光戦略策定に関する意見もいただきました。 

 

 エリア別では、全 210 件（※）中、城下町に関する項目が 123 件（約 59%）と最も多く、その他

では、市内全域に関するものが 78 件、木曽川 5 件、楽田 3 件、栗栖 1 件となりました。 

※エリアをまたがるもの等を含むため、意見数よりも多い。 

 

 特に意見の多かった城下町エリアでの意見としては、トイレ・休憩場所不足、ゴミ問題、景観統

一・保全、暮らしとの調和、事業者組織がないこと等が挙げられました。 

 

【その他】 

 8 グループからは、課題解決のためのアイデアを 11 件いただきました。 

 



観光まちづくり会議(第1回)

⽇時︓８⽉24⽇（土）19:00〜21:10
場所︓市役所205会議室
発⾏⽇︓令和元年9⽉2⽇（第１号）

■8⽉24⽇（土）、第1回「観光まちづくり会議」
を開催しました。参加者は、市⺠の皆さん、観光
関連事業者、まちづくり団体の皆さん、職員、事
務局スタッフを含めた計50名でした。

■このまちづくり会議(通称︓「まち会」と呼びま
す︕)は、業者の⽅、地域住⺠の⽅、まちづくり団
体の⽅々など、観光に関わる⽅が集い、「地域の
課題」や「これからの犬山観光のあるべき姿」を
共に考え、共有し、前向きな改善の為の「実践」
までを目指す「場」と位置付けています︕

■城下町だけでなく犬山市全体の観光を考えてい
きます。現場の生の声をお聞きして、来年度策定
予定の「犬山市観光戦略」に活かしていきます。

■今回はその第１回として、ワークショップ形式
で意⾒交換をしました。
テーマは２つ。
①「犬山市の魅⼒・観光資源を考えよう」
②「犬山市の観光に関する課題を考えよう」です。

■ワークショップでは、６つのテーブルに分かれ、
多くの意⾒が出されました。

会議の最後には、各テーブルごとに発表し全体
で共有。犬山市の「良いところ（魅⼒や資源）」
と「課題」を共有することが出来、とても有意義
で活発な場となりました。
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■初対面の人も多い中でしたが、わがまち犬
山のことを語り合ううちに、徐々に打ち解け、
積極的に意⾒交換する場面が多く⾒られまし
た。

■参加者は付せんに、犬山市の「魅⼒」や
「課題」を自由に書き出しました。その後、
グループ内で⼀人ずつ意⾒を発表しながら、
模造紙に意⾒の書かれた付せんをグルーピン
グし、取りまとめました。
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■グループ内での意⾒交換の後、各テーブルで話し合った内容を参加者全体で共有しました。発表
された意⾒の⼀部を紹介します。
■グループ内での意⾒交換の後、各テーブルで話し合った内容を参加者全体で共有しました。発表
された意⾒の⼀部を紹介します。

■城下町には様々な課題が
観光客が増加する⼀⽅で、観光客の食べ歩

きによるゴミのポイ捨てや私有地への⽴ち⼊
りなど観光客のマナーに関する課題、駐⾞場
不⾜や渋滞の発生などの交通問題、観光客が
多く住⺠が⾞を出せない・戻れない、生活へ
の支障など、観光客と住⺠との共生が課題と
して挙げられました。

また休憩場所やトイレの整備などの受⼊れ
環境整備の課題、景観の不統⼀、事業者同⼠
のつながりが少ないなど、様々な課題が出さ
れました。

■城下町エリア以外への誘導
観光客が城下町などの⼀部地域に集中し、

市全体に拡がりがない。自然、木曽川、各地
のテーマパークなど、魅⼒的な資源を十分に
活かせていない。市内の周遊がしづらい、な
どの課題が出されました。

■魅⼒を⾼め消費を⾼める必要性
特産品や名物を求める声、レストランの少

なさなど新たな魅⼒を⾼めるべき、などの意
⾒がありました。

滞在時間の延⻑、夜の魅⼒向上、宿泊の課
題（犬山ホテル含む）を提起する声もありま
した。地域経済を活性化させるため、観光消
費を⾼める取組みが必要とされました。
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■今後のスケジュールを発表しました︕
第2回︓10月5日（土）19︓00〜

場所︓市役所201会議室
第3回︓11⽉16⽇（土）
第4回︓12⽉7⽇（土）
第5回︓年明け（未定）

■第2回のテーマは今回、多数の意⾒を頂いた
「城下町地区の課題」を取りあげます。観光
客増加に伴う住⺠生活への影響をふまえ、持
続可能な観光地として発展する⽅策を、皆さ
んと楽しく真剣に考えていきたいと思います。
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■発⾏・連絡先
犬山市観光交流課（担当︓小池）
TEL︓0568-44-0342
MAIL︓040500@city.inuyama.lg.jp

発表

■犬山城、城下町、木曽川、歴史、祭り、入
⿅池、栗栖などの⾥山、⾃然、テーマパーク
（明治村など）等、多様な意⾒が出されまし
た。景⾊、風景の良さも多く挙げられました。
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■表１ 犬山市の魅力・観光資源 ※★は模造紙上で複数の分類にまたがっているもの
No. 分類（MURC追加） 分類（模造紙上） エリア̲1 エリア̲2 内容 グループ

1 犬山城 犬山城 城下町 大きくない犬山城、回り易い B
2 犬山城 犬山城 城下町 冬の犬山城（雪景色とお城） B
3 犬山城 犬山城 城下町 犬山城の景色がきれい B
4 犬山城 犬山城 城下町 犬山城！！ C
5 犬山城 犬山城 城下町 犬山城がかっこいい C
6 犬山城 犬山城 城下町 国宝犬山城がある C
7 犬山城 犬山城 城下町 さくら坂からの犬山城桜並木 C
8 犬山城 犬山城 城下町 対岸の遊歩道から見る中秋名月と犬山城 C
9 犬山城 犬山城 城下町 犬山城、国宝 D
10 犬山城 犬山城 城下町 夏の夕やけは犬山城がきれい D
11 犬山城 犬山城 城下町 犬山城 E
12 犬山城 犬山城 城下町 総構の城下町の町割り E
13 犬山城 犬山城 城下町 本町通から見た犬山城 E
14 犬山城 犬山城 城下町 赤い橋 E
15 犬山城 犬山城 城下町 材木町から見た犬山城 E
16 犬山城 犬山城 城下町 犬山市文化資料館 E
17 犬山城 犬山城とそのまわり 城下町 犬山城（国宝） A
18 犬山城 犬山城とそのまわり 城下町 川畔からながめる犬山城 A
19 犬山城 犬山城とそのまわり 城下町 時間帯によって楽しみ方が変わる犬山城 A
20 犬山城 風景・木曽川 城下町 犬山城の天守から見る眺め E
21 犬山城 古いもの・暮らしに関わるもの 城下町 犬山城 F
22 飲食 おいしいたべもの 市内全域 水のおいしさ C
23 飲食 おいしいたべもの 市内全域 犬山のでんがく C
24 飲食 おいしいたべもの 犬山全域 犬山の桃 C
25 飲食 おいしいたべもの 市内全域 普茶料理 C
26 飲食 おいしいたべもの 城下町 ⽻⿊ 犬山ローレライビール C
27 飲食 おいしいたべもの 楽田 ⽵田製菓、⻨ふぁ〜 C
28 飲食 おいしいたべもの 城下町 桃酔菓 C
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■表１ 犬山市の魅力・観光資源 ※★は模造紙上で複数の分類にまたがっているもの
No. 分類（MURC追加） 分類（模造紙上） エリア̲1 エリア̲2 内容 グループ
29 飲食 おいしいたべもの 市内全域 ぜんざい C
30 飲食 おいしいたべもの 市内全域 あんみつ C
31 飲食 栗栖 栗栖 栗栖野菜 C
32 飲食 東部丘陵 栗栖 今井 栗栖・今井のほどよい田舎感 C
33 飲食 特産品 今井 米のうまい地域有 D
34 飲食 特産品 城下町 ⻑い間続いている和菓⼦屋さん−若松屋さん、もちたけ D
35 飲食 特産品 犬山 城東 犬山焼のこと D
36 鵜飼 インスタ映え 城下町 恋小町だんご、インスタ映え B
37 鵜飼 うかい 木曽川 屋形船に乗らなくてもOK！岸から見るうかい説明 C
38 鵜飼 うかい 木曽川 昼鵜飼が楽しめる C
39 鵜飼 うかい 木曽川 うかいは1300年の伝統！！ C
40 鵜飼 鵜飼 木曽川 木曽川うかい E
41 温泉 宿・温泉 木曽川 つるつる美肌の白帝温泉 C
42 自然・風景 池野（楽田） 池野 尾張富士 E
43 自然・風景 池野（楽田） 池野 入鹿池（特に朝） E
44 自然・風景 犬山城とそのまわり 犬山 成田山（古墳含む） A
45 自然・風景 入鹿池 池野 八曽もみの木キャンプ場、水がきれい！たのしい！ C
46 自然・風景 入鹿池 池野 入鹿池周辺はすばらしい可能性あり C
47 自然・風景 入鹿池 池野 入鹿池ワカサギつり＆バスつり C
48 自然・風景 入鹿池 池野 入鹿池の雄大さがカッコイイ！ C
49 自然・風景 隠れたすごいスポット 城下町 丈草の産湯をひろめたい、2か所 A
50 自然・風景 木曽川 木曽川 木曽川のながめ C
51 自然・風景 木曽川 木曽川 木曽川からみる夕焼けがステキ C
52 自然・風景 木曽川 木曽川 木曽川富士瀬 C
53 自然・風景 木曽川 木曽川 内田の夕照など・・・犬山八景 C
54 自然・風景 木曽川 木曽川 不老公園からの（夕日の時）犬山城 C
55 自然・風景 木曽川 木曽川 犬山城の背に沈む夕日 C
56 自然・風景 木曽川 木曽川 木曽川沿いの遊歩道、夕日が落ちる頃の景色 D
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■表１ 犬山市の魅力・観光資源 ※★は模造紙上で複数の分類にまたがっているもの
No. 分類（MURC追加） 分類（模造紙上） エリア̲1 エリア̲2 内容 グループ
57 自然・風景 木曽川 木曽川 木曽川の景色がいい D
58 自然・風景 栗栖 栗栖 桃太郎公園の桜 C
59 自然・風景 栗栖 栗栖 桃太郎公園のもみじ C
60 自然・風景 栗栖 栗栖 栗栖園地 C
61 自然・風景 栗栖 栗栖 栗栖の⽵林・自然 C
62 自然・風景 栗栖 栗栖 桃太郎神社と園地など C
63 自然・風景 栗栖 栗栖 不老滝 E
64 自然・風景 栗栖 栗栖 栗栖⽵林 E
65 自然・風景 景色・自然 市内全域 自然、山と川が近い A
66 自然・風景 景色・自然 市内全域 桜、スポットたくさん A
67 自然・風景 景色・自然 城下町 圓明寺のしだれ桜（犬山市で1番はじめに咲く） A
68 自然・風景 景色・自然 池野 入鹿池の緑 A
69 自然・風景 景色・自然 楽田 大縣神社のしだれ梅 A
70 自然・風景 景色・自然 城下町 有楽苑如庵を含む庭園の景色 A
71 自然・風景 景色・自然 木曽川 大雨後の木曽川の迫力 A
72 自然・風景 景色・自然 木曽川 名鉄岐阜線からの景色 A
73 自然・風景 景色・自然 犬山 空に向かって走るように見える夜の中央病院付近の電車 A
74 自然・風景 寺社 犬山 成田山 C
75 自然・風景 地域の特性 今井 市内でも気温が低い地域有 D
76 自然・風景 地域の特性 城東 東の方の広葉樹の雑木林 D
77 自然・風景 地域の特性 池野 伝説池、入鹿 D
78 自然・風景 地域の特性 今井 今井光陽寺からの風景が良い D
79 自然・風景 地域の特性 市内全域 田園風景 D
80 自然・風景 地域の特性 楽田 シギ山からの夜景 D
81 自然・風景 地域の特性 栗栖 桃太郎公園 D
82 自然・風景 地域の特性 栗栖 遠くからキャンプに来る人が多い D
83 自然・風景 地域の特性 栗栖 寂光院の紅葉がきれい D
84 自然・風景 東部丘陵 市内全域 東部丘陵 C
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■表１ 犬山市の魅力・観光資源 ※★は模造紙上で複数の分類にまたがっているもの
No. 分類（MURC追加） 分類（模造紙上） エリア̲1 エリア̲2 内容 グループ
85 自然・風景 東部丘陵 今井 今井の山あいの田んぼ風景がステキです！ C
86 自然・風景 東部丘陵 市内全域 東部丘陵一帯（の自然） C
87 自然・風景 東部丘陵 池野 八曽ます釣り場、ます釣りもさることながらアマゴが絶品！！ C
88 自然・風景 東部丘陵 市内全域 自然がたくさん C
89 自然・風景 東部丘陵 市内全域 美しい自然があふれているところ C
90 自然・風景 ひと 市内全域 魅力的な人が多い C
91 自然・風景 ひばりが丘公園 城東 ひばりが丘公園の林にわたる風 C
92 自然・風景 ひばりが丘公園 城東 ひばりが丘公園から上水道越しの風景 C
93 自然・風景 風景・木曽川 木曽川 木曽川 E
94 自然・風景 風景・木曽川 木曽川 木曽川からのトンネルと滝 E
95 自然・風景 風景・木曽川 木曽川 木曽川端の夕景（川と城） E
96 自然・風景 風景・木曽川 木曽川 木曽川歩道の早朝の空気 E
97 自然・風景 風景・木曽川 木曽川 ツインブリッジから見る木曽川上流の風景 E
98 自然・風景 風景・木曽川 犬山 成田さんから見る夜景 E
99 自然・風景 風景・木曽川 犬山 成田山上の駐車場 E
100 自然・風景 風景・木曽川 犬山 東之宮古墳からの夕景 E
101 自然・風景 風景・木曽川 城東 41号線田口洞付近からの景色 E
102 自然・風景 古いもの・自然に関わるもの 楽田 自然、里山、大縣神社 F
103 自然・風景 古いもの・自然に関わるもの 池野 東部丘陵と入鹿池 F
104 自然・風景 古いもの・自然に関わるもの 木曽川 木曽川 F
105 自然・風景 古いもの・自然に関わるもの 木曽川 夕暮れ時の木曽川と犬山城 F
106 自然・風景 古いもの・自然に関わるもの 池野 入鹿池と明治村の風景 F
107 自然・風景 古いもの・自然に関わるもの 城下町 旧体育館付近から見ることができる夜景 F
108 自然・風景 古いもの・自然に関わるもの 栗栖 栗栖園地・⽵林 F
109 自然・風景 古いもの・自然に関わるもの 木曽川 夕暮れ富士（伊木山）、木曽川 F
110 自然・風景 古いもの・自然に関わるもの 木曽川 木曽川の景色 F
111 自然・風景 古いもの・自然に関わるもの 市内全域 季節を味わうことができる自然 F
112 自然・風景 豊かな自然 市内全域 尾根づたいの東海自然歩道 E
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■表１ 犬山市の魅力・観光資源 ※★は模造紙上で複数の分類にまたがっているもの
No. 分類（MURC追加） 分類（模造紙上） エリア̲1 エリア̲2 内容 グループ
113 自然・風景 豊かな自然 市内全域 桜、スポットたくさん E
114 自然・風景 豊かな自然 池野 八曽山（ハチマキ山） E
115 自然・風景 豊かな自然 池野 八曽自然休養林 E
116 自然・風景 豊かな自然 市内全域 里山の自然 E
117 自然・風景 豊かな自然 今井 今井の里山風景 E
118 下本町 まつりとイベント 城下町 下本町がスキ C
119 城下町 インスタ映え 楽田 お菓⼦の城、本格ドレス（★） B
120 城下町 交流 城下町 本町通りの人の多さに驚く（★） B
121 城下町 交流 城下町 若い女性、学生が来る（★） B
122 城下町 城下町 城下町 城下町観光スポット B
123 城下町 城下町 城下町 城下町お店の数が多い B
124 城下町 城下町 城下町 本町通りの夜、街灯が美しい B
125 城下町 城下町 城下町 本町通り電柱がなくてきれい B
126 城下町 城下町 城下町 本町通りの人の多さに驚く（★） B
127 城下町 城下町 城下町 海外の観光客が多くなり、感じの良い方が多い（★） B
128 城下町 城下町 城下町 若い女性、学生が来る（★） B
129 城下町 城下町 城下町 城下町にペット連れのお客様が多い（★） B
130 城下町 城下町 城下町 犬山城のまわりの歩道 D
131 城下町 城下町 城下町 電線がない町並み D
132 城下町 城下町 城下町 城下町 D
133 城下町 風景・木曽川 城下町 城下町の夕方から夜の灯り E
134 城下町 古い町並み 城下町 古い町並み A
135 城下町 古い町並み 城下町 城下町の通り（江⼾時代から変わらない） A
136 城下町 古い町並み 城下町 棟続きの家 A
137 城下町 古い町並み 城下町 町割りの魅力（札の辻など） A
138 城下町 古い町並み 城下町 間所（狭い道） A
139 城下町 古い町並み 城下町 本町の家並がそろっている A
140 城下町 古いもの・暮らしに関わるもの 城下町 朝方の城下町 F
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■表１ 犬山市の魅力・観光資源 ※★は模造紙上で複数の分類にまたがっているもの
No. 分類（MURC追加） 分類（模造紙上） エリア̲1 エリア̲2 内容 グループ
141 城下町 古いもの・暮らしに関わるもの 城下町 13町から成る城下町 F
142 城下町 古いもの・暮らしに関わるもの 城下町 城下町の町割 F
143 城下町 古いもの・暮らしに関わるもの 城下町 城下町の古⺠家の町並み F
144 城下町 古いもの・暮らしに関わるもの 城東 善師野宿 F
145 城下町 古いもの・暮らしに関わるもの 城下町 屋根がつながった昔の建物が残っている城下町 F
146 城下町 古いもの・暮らしに関わるもの 城下町 日本の数寄屋建築の保存 F
147 城下町 古いもの・暮らしに関わるもの 城下町 お城の見える城下町 F
148 人 交流 城下町 城下町にペット連れのお客様が多い（★） B
149 人 交流 市内全域 人が温かい、声かけ（★） B
150 人 その他 市内全域 老若男女バランス良い A
151 人 地域の特性 ⽻⿊ 町内にて、全世帯が⼦供にお菓⼦ふるまう D
152 人 ひと 市内全域 人が温かい、声かけ（★） B
153 人 ひと 市内全域 人が親切（★） B
154 雰囲気 新しいもの・暮らしに関わるもの 城下町 経済成⻑期の痕跡（防災ビル等） F
155 雰囲気 新しいもの・暮らしに関わるもの 城下町 味が出てきた下本町の雰囲気（ビル街、昭和の町の雰囲気） F
156 雰囲気 その他 市内全域 心地よい時間の流れ A
157 祭り 池野（楽田） 池野 石上祭り E
158 祭り 犬山祭 城下町 犬山祭 E
159 祭り 犬山祭 城下町 夜車山（1年間で365の提灯がつく） E
160 祭り 犬山城とそのまわり 城下町 犬山祭（360年の伝統） A
161 祭り 犬山城とそのまわり 城下町 春の犬山祭385年の歴史 A
162 祭り 犬山城とそのまわり 城下町 祭、地域のつながり A
163 祭り 古いもの・暮らしに関わるもの 城下町 犬山祭りの前の週 F
164 祭り 古いもの・暮らしに関わるもの 城下町 特色・趣のある祭り F
165 祭り 文化財 城下町 犬山祭りに関する事柄 D
166 祭り まつりとイベント 池野 奇祭、石上祭 C
167 祭り まつりとイベント 城下町 からくり＆犬山祭 C
168 祭り まつりとイベント 城下町 電球ではない、蝋燭提灯が揺れる夜の車山 C
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■表１ 犬山市の魅力・観光資源 ※★は模造紙上で複数の分類にまたがっているもの
No. 分類（MURC追加） 分類（模造紙上） エリア̲1 エリア̲2 内容 グループ
169 祭り まつりとイベント 城下町 犬山祭サイコー C
170 祭り まつりとイベント 城下町 見事なからくり人形、犬山祭 C
171 祭り 歴史 城下町 犬山祭の人の多さにびっくり B

172 祭り 歴史 城下町
お祭りが近づくと夜、おはやしの練習の音が町内あちこちから
聞こえる

B

173 イベント 犬山城とそのまわり 木曽川 花火 A
174 イベント まつりとイベント 木曽川 花火大会がある C
175 立地・アクセス アクセス・駅 市内全域 名古屋までのアクセスが良い、電車で約25分 B
176 立地・アクセス アクセス・駅 城下町 犬山駅に近い犬山城、城下町 B
177 立地・アクセス アクセス・駅 市内全域 名古屋と近い近郊の人の観光 B
178 立地・アクセス アクセス・駅 市内全域 一つの市の中で鉄道駅が多い B
179 立地・アクセス アクセス・駅 城下町 犬山駅はすごい B
180 立地・アクセス 新しいもの・暮らしに関わるもの 市内全域 名古屋からの交通の便が良い F
181 立地・アクセス 駅 市内全域 駅がたくさんある C
182 立地・アクセス その他 市内全域 名古屋に近い A
183 立地・アクセス その他 市内全域 一種地盤 D
184 寺社仏閣、文化・歴史資源 新しいもの・暮らしに関わるもの 市内全域 ポスト歴史遺産 F
185 寺社仏閣、文化・歴史資源 池野（楽田） 楽田 泉浄院 E
186 寺社仏閣、文化・歴史資源 隠れたすごいスポット 犬山 ⻘龍山瑞泉寺（京都妙心寺の古本山） A
187 寺社仏閣、文化・歴史資源 隠れたすごいスポット 犬山 東之宮古墳 A
188 寺社仏閣、文化・歴史資源 栗栖 栗栖 桃太郎神社 C
189 寺社仏閣、文化・歴史資源 交流 市内全域 人が親切（★） B
190 寺社仏閣、文化・歴史資源 寺社 城下町 先聖寺、外町 C
191 寺社仏閣、文化・歴史資源 寺社 城下町 針綱神社 C
192 寺社仏閣、文化・歴史資源 古いもの・暮らしに関わるもの 城下町 夜の三光稲荷 F
193 寺社仏閣、文化・歴史資源 古いもの・自然に関わるもの 市内全域 古墳時代からの歴史 F
194 寺社仏閣、文化・歴史資源 古いもの・自然に関わるもの 栗栖 寂光院と不老の滝 F
195 寺社仏閣、文化・歴史資源 文化財 市内全域 歴史的な建物 D
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■表１ 犬山市の魅力・観光資源 ※★は模造紙上で複数の分類にまたがっているもの
No. 分類（MURC追加） 分類（模造紙上） エリア̲1 エリア̲2 内容 グループ
196 寺社仏閣、文化・歴史資源 文化財 市内全域 中に入れる文化財 D
197 寺社仏閣、文化・歴史資源 文化財 市内全域 古墳（犬山城山含む） D
198 寺社仏閣、文化・歴史資源 文化財 犬山 東の宮古墳 D
199 寺社仏閣、文化・歴史資源 文化財 犬山 本歴史、犬居城跡、愛宕神社 D
200 寺社仏閣、文化・歴史資源 文化の雰囲気 市内全域 俳句のまち E
201 寺社仏閣、文化・歴史資源 まちの歴史 城下町 昔の町割がそのまま残ってるところ C
202 寺社仏閣、文化・歴史資源 まちの歴史 市内全域 犬山の歴史（もっと深く調べていってほしい！） C
203 寺社仏閣、文化・歴史資源 歴史 ⽻⿊ ⽻⿊地区の歴史など B

204 寺社仏閣、文化・歴史資源 歴史 市内全域
歴史的な観光地は犬山城・明治村だけでなく、⻘塚古墳、
大縣神社もある

B

205 寺社仏閣、文化・歴史資源 レジャー施設・名鉄 城下町 国宝如庵 E
206 寺社仏閣、文化・歴史資源 犬山城 楽田 大縣神社、梅 C
207 レジャー施設 新しいもの・暮らしに関わるもの 市内全域 老若どの人も楽しめるテーマパークがある F

208 レジャー施設 新しいもの・暮らしに関わるもの 池野
フランクロイドライトの建築を明治村で見ることができる
（遠方からの来訪がある理由になっている）

F

209 レジャー施設 インスタ映え 池野 明治村、はかま（★） B
210 レジャー施設 インスタ映え 今井 リトルワールド、世界旅行写真（★） B

211 レジャー施設 郊外 池野
明治村−明治村は犬山の人より外の人の方が興味を持っている
方が多い

B

212 レジャー施設 郊外 池野 明治村は文化財の宝庫 B
213 レジャー施設 郊外 池野 明治村、はかま（★） B
214 レジャー施設 郊外 今井 リトルワールド、世界旅行写真（★） B
215 レジャー施設 郊外 楽田 お菓⼦の城、本格ドレス（★） B
216 レジャー施設 テーマパーク 池野 明治村はすごいところだ C
217 レジャー施設 テーマパーク 市内全域 テーマパークがいくつもある C
218 レジャー施設 テーマパーク 楽田 おかしの城！！ C
219 レジャー施設 古いもの・自然に関わるもの 池野 明治村に家族も楽しめるゲームコンテンツがある F
220 レジャー施設 古いもの・自然に関わるもの 今井 ペットと楽しむことができるリトルワールド F
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■表１ 犬山市の魅力・観光資源 ※★は模造紙上で複数の分類にまたがっているもの
No. 分類（MURC追加） 分類（模造紙上） エリア̲1 エリア̲2 内容 グループ
221 レジャー施設 豊富な観光施設 市内全域 テーマパークが多い A
222 レジャー施設 豊富な観光施設 池野 明治村 A
223 レジャー施設 宿・温泉 ⽻⿊ 犬山ローレライ⻨酒（⽻⿊）には愛知県唯一のRVパークがある。飲んでも泊まっていくことができる。C
224 レジャー施設 レジャー施設・名鉄 犬山 若い太陽の塔（日本モンキーパーク） E
225 レジャー施設 レジャー施設・名鉄 犬山 モンキーパーク E
226 レジャー施設 レジャー施設・名鉄 今井 リトルワールド E
227 レジャー施設 レジャー施設・名鉄 池野 明治村 E
228 体験・アクティビティ 文化の雰囲気 城下町 着物を着れる E
229 体験・アクティビティ 古いもの・自然に関わるもの 栗栖 栗栖のラフティング F
230 その他 犬山城 城下町 2つの国宝がある C
231 その他 アクセス・駅 城下町 犬山駅、写真スポット B
232 その他 交流 市内全域 海外の観光客が多くなり、感じの良い方が多い（★） B
233 その他 その他 市内全域 わんまるくん A
234 その他 その他 市内全域 TVがいっぱい来る D
235 その他 地域の特性 市内全域 伝説がたくさん、ピョンピョンババア、山んば物語 D
236 その他 古い町並み 城下町 リノベーション下本町 A
237 その他 古いもの・暮らしに関わるもの 城下町 犬山城の見えるところ F
238 その他 古いもの・暮らしに関わるもの 市内全域 文化的な背景 F
239 その他 レジャー施設・名鉄 市内全域 多様な観光資源 E
240 その他 わん丸君 市内全域 わん丸君。公式キャラクター B
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■表２ 犬山市の観光に関する課題 ※★は模造紙上で複数の分類にまたがっているもの
No. 分類（MURC追加） 分類（模造紙上） エリア 内容 グループ

1 受け入れ環境整備（案内表示） 案内不足 城下町 駐車場の案内板が少ない D
2 受け入れ環境整備（案内表示） 案内不足 城下町 どこに何があるかわかりにくい D
3 受け入れ環境整備（案内） 暮らし・安全＜課題＞（案内） 城下町 案内看板が少ない F
4 受け入れ環境整備（案内表示） 城下町に偏り（店舗） 城下町 英語の標識が少ない（★） B
5 受け入れ環境整備（案内表示） 郊外に人が来ない 城下町 英語の標識が少ない（★） B
6 受け入れ環境整備（飲食） 受入の体制（飲食） 市内全域 50名以上利用出来るレストラン（昼食用） A
7 受け入れ環境整備（飲食） 受入の体制（飲食） 城下町 座ってゆっくり食事ができる飲食店が少ない A
8 受け入れ環境整備（飲食） 城下町に偏り（店舗） 市内全域 50〜60人が入れるレストラン、食堂は？（★） B
9 受け入れ環境整備（飲食） 食事 市内全域 50〜60人が入れるレストラン、食堂は？（★） B

10 受け入れ環境整備（飲食） その他 城下町 城下町に多勢で食べる所がない D
11 受け入れ環境整備（飲食） 食べ物の問題 城下町 食べる場所の設置 E
12 受け入れ環境整備（飲食） 食べ物の問題 城下町 整理券での整理 E
13 受け入れ環境整備（休憩場所） 休むところが少ない 城下町 休むところが少ない（町歩きの間に） D
14 受け入れ環境整備（休憩場所） 休むところが少ない 城下町 城下町の休憩場所が少ない D
15 受け入れ環境整備（休憩場所） 休むところが少ない 城下町 休憩所がほしい D
16 受け入れ環境整備（休憩場所） 観光サービス＜課題＞（景観） 城下町 休憩できるところ少ない F
17 受け入れ環境整備（休憩場所） 環境＜課題＞（自然環境） 城下町 町の中に休憩する場所が少ない（木陰） F
18 受け入れ環境整備（宿泊施設） 受入の体制（宿泊） 市内全域 入鹿池に本格的ホテル、犬山城、明治村等対応可能 A
19 受け入れ環境整備（宿泊施設） 受入の体制（宿泊） 市内全域 宿泊施設の不足（⺠泊ではないもの） A
20 受け入れ環境整備（宿泊施設） 城下町に偏り（店舗） 市内全域 名鉄犬山ホテルがクローズ→宿泊客減 B
21 受け入れ環境整備（宿泊施設） 戦略なし 市内全域 犬山ホテルがなくなったあとの団体旅行客の対応の仕方 C
22 受け入れ環境整備（宿泊施設） その他 市内全域 宿泊施設が少ない D
23 受け入れ環境整備（バリアフリー） バリアフリー 城下町 城下町のバリアフリー化がおそい D
24 受け入れ環境整備（バリアフリー） バリアフリー 城下町 観光案内所に車いすの貸し出しがない D
25 観光戦略 戦略なし 市内全域 方向性はどこ？人数？質？客単価？ C
26 観光戦略 戦略なし 市内全域 ターゲットは誰？ C
27 観光戦略 城下町に対する意見 市内全域 観光客増加は住⺠のメリットになるのかが不明 E
28 観光戦略 城下町に対する意見 市内全域 観光に注⼒していくことについて市⺠の合意がとれていない E
29 観光戦略 魅⼒向上 市内全域 量から質へ E
30 観光戦略 観光ビジョン 市内全域 まちづくりのビジョンが見えにくい E
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■表２ 犬山市の観光に関する課題 ※★は模造紙上で複数の分類にまたがっているもの
No. 分類（MURC追加） 分類（模造紙上） エリア 内容 グループ
31 観光戦略 観光ビジョン 市内全域 観光ビジョンのコンセプトが分からない E
32 観光戦略 観光ビジョン 市内全域 SDGｓの視点の取入れ・勉強 E
33 観光戦略 観光ビジョン 市内全域 観光客のニーズと観光施設のミスマッチ E
34 観光戦略 経済 市内全域 ｢観光地」から集客装置（施設）への転換・脱皮 C
35 景観保全・統一 景観統一・保全 城下町 景観を乱すのぼり掲示物 A
36 景観保全・統一 景観統一・保全 城下町 ⺠家の⽣活感（ベランダの洗濯物etc） A
37 景観保全・統一 景観統一・保全 城下町 景観統一のためデザインセンスを磨く A
38 景観保全・統一 景観統一・保全 木曽川 ライン大橋の景観 A
39 景観保全・統一 景観統一・保全 城下町 犬山城の前が雑草の苅取り A
40 景観保全・統一 景観統一・保全 城下町 倒れてきそうな古いお家が。 A
41 景観保全・統一 景観統一・保全 城下町 古い建物下本町（防火ビル）雨漏り A
42 景観保全・統一 景観統一・保全 市内全域 桜の高齢化 A
43 景観保全・統一 受入の体制（飲食） 城下町 店が増えすぎ、とも倒れの心配 A
44 景観保全・統一 城下町に偏り 城下町 城下町店が急に増えた為に店や通りの統一性がない B
45 景観保全・統一 城下町 城下町 城下町の古き良さが無くなりつつある、残念 C
46 景観保全・統一 城下町 城下町 城下町付近に駐車場が多すぎて景観を壊している C
47 景観保全・統一 観光サービス＜課題＞（サービス） 城下町 統一感がないお店に・・・ F
48 景観保全・統一 環境＜課題＞（自然環境） 木曽川 河畔が美しくない F
49 自然・風景 自然 木曽川 木曽川の魅⼒を活かしきれていない C
50 自然・風景 自然 栗栖 栗栖もっともりあげたい C
51 自然・風景 活かせていない部分 市内全域 自然を観光の目玉にできないか C
52 経済効果 経済 市内全域 インスタ世代多く経済効果が薄いのでは？ C
53 経済効果 経済 市内全域 経済効果、経済波及効果は？地域内循環を C
54 交通 観光客のマナー 城下町 一方通行逆走 A
55 交通 交通面の危険 市内全域 狭い道なのに、トラック・ダンプカーが猛スピード A
56 交通 交通面の危険 城下町 交通渋滞、事故が心配 A
57 交通 交通面の危険 楽田 若い女性観光客が楽田駅周辺でウロウロしている A
58 交通 城下町に偏り（安全） 城下町 車道を歩く観光客 B
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■表２ 犬山市の観光に関する課題 ※★は模造紙上で複数の分類にまたがっているもの
No. 分類（MURC追加） 分類（模造紙上） エリア 内容 グループ

59 交通 城下町に偏り（安全） 城下町
人が多くなり車の問題がある。

駐車場に入る時の渋滞、車の流れ
B

60 交通 混雑・渋滞 市内全域 名古屋から車で来にくい！高速のICが・・・ C
61 交通 混雑・渋滞 市内全域 渋滞が起きている C
62 交通 混雑・渋滞 市内全域 渋滞解消が必要！ C
63 交通 混雑・渋滞 市内全域 早急に⻑者町−前原−成田山の道路開通を！ C
64 交通 交通 市内全域 交通アクセス C
65 交通 交通 城下町 歩道からはみだして危ない C
66 交通 交通 城下町 歩行者天国と勘違い C
67 交通 車関係 城下町 城下町の車と歩行者 D
68 交通 車関係 城下町 歩道分離 D
69 交通 車関係 城下町 犬山駅からの道、歩道がなくて危険 D
70 交通 車関係 城下町 渋滞が多い、犬山駅⻄ D
71 交通 その他 城下町 神社前の坂道の見通しが悪い D
72 交通 行政の課題 市内全域 二次交通の開発 D
73 交通 暮らし・安全＜課題＞（交通） 城下町 居住者の⽣活不安、特に交通問題 F
74 交通 暮らし・安全＜課題＞（交通） 城下町 車の出入りがむずかしい F
75 交通 暮らし・安全＜課題＞（交通） 城下町 車道と観光動線かさなる F
76 交通 暮らし・安全＜課題＞（交通） 城下町 住⺠の駐車場がない F
77 交通 暮らし・安全＜課題＞（交通） 城下町 ガードマン→役に立たない、市役所で対応できないか F
78 交通 暮らし・安全＜課題＞（交通） 城下町 安全に歩けない F
79 交通 暮らし・安全＜課題＞（交通） 城下町 お店に並んだ観光客の整理ができていない F
80 交通 暮らし・安全＜課題＞（交通） 城下町 外国人の増加→集団でこわい F
81 交通 観光客が道いっぱいに広がる・駐車場 城下町 車・駐車場対策 E
82 交通 観光客が道いっぱいに広がる・駐車場 城下町 道に人が広がりすぎ、車が通れない E
83 交通 観光客が道いっぱいに広がる・駐車場 城下町 本町通の車対策 E

84 交通 その他の問題 城下町
観光客が駅前の信号で歩道を渡るため車が混んでいる
（地下道整備を）

E

85 市内周遊 周遊のしやすさ 市内全域 観光地を結ぶインフラ A
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■表２ 犬山市の観光に関する課題 ※★は模造紙上で複数の分類にまたがっているもの
No. 分類（MURC追加） 分類（模造紙上） エリア 内容 グループ
86 市内周遊 周遊のしやすさ 市内全域 ルートバスの不足？ A
87 市内周遊 周遊のしやすさ 城下町 駅→城、歩道がない！ A
88 市内周遊 郊外に人が来ない 市内全域 城下町以外の観光施設に行きにくい→周遊バスがあると良い B
89 市内周遊 交通 楽田 お菓子の城にもバスがとまってほしい C
90 市内周遊 暮らし・安全＜課題＞（案内） 城下町 駅と城のアクセスがわからない F
91 ゴミ問題 観光客のマナー 木曽川 花火のあとのゴミの多さ（日本ライン夏まつり） A
92 ゴミ問題 観光客のマナー 城下町 ゴミ A
93 ゴミ問題 観光客のマナー 城下町 ごみのポイ捨てがこまる A
94 ゴミ問題 観光客のマナー 城下町 ⽣ゴミ（住人側）カラス A
95 ゴミ問題 城下町に偏り（ゴミ） 城下町 城下町内食べ歩きの割にゴミ箱、ゴミ処理が不便 B
96 ゴミ問題 城下町に偏り（ゴミ） 城下町 食べ歩きのゴミ B
97 ゴミ問題 整備 城下町 ゴミ箱 C
98 ゴミ問題 整備 城下町 ゴミのポイ捨て C
99 ゴミ問題 ゴミ箱・トイレが少ない 城下町 ゴミ箱が少ない D

100 ゴミ問題 観光サービス＜課題＞（景観） 城下町 ゴミ箱が少ない F
101 ゴミ問題 ゴミ問題 城下町 ゴミの問題 E
102 ゴミ問題 ゴミ問題 城下町 観光客のゴミと住⺠のゴミは一緒ではダメか E
103 ゴミ問題 ゴミ問題 城下町 観光客がゴミ（串など）を捨てる E
104 ゴミ問題 ゴミ問題 城下町 自販機のゴミ箱が溢れている E
105 サービス・営業時間 その他 城下町 城、閉まるのが早い!? A
106 サービス・営業時間 城下町に偏り（店舗） 城下町 天候が悪いと休むお店がある B
107 サービス・営業時間 観光サービス＜課題＞（サービス） 城下町 夜が早いので夕方から人がまばら F
108 サービス・営業時間 城下町に偏り（店舗） 城下町 閉店時間が早いと観光客から文句を言われる B
109 事業者組織 事業者同士のつながりがほしい 城下町 話をどこへもっていっていいかわからない D
110 事業者組織 事業者同士のつながりがほしい 城下町 事業者同士のつながりがない、組合がない D
111 事業者組織 対話 城下町 商店団体の組成 E
112 事業者組織 城下町の組織 城下町 商業者の組織がない C
113 事業者組織 城下町の組織 城下町 城下町の店舗のまとまりがない C
114 私有地への侵入 観光客のマナー 城下町 私有地への侵入 A
115 私有地への侵入 暮らし・安全＜課題＞（防災） 城下町 私有地への立ち入り、タバコ・ゴミのポイすて F
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■表２ 犬山市の観光に関する課題 ※★は模造紙上で複数の分類にまたがっているもの
No. 分類（MURC追加） 分類（模造紙上） エリア 内容 グループ

116 一部地域への観光客の集中 城下町に偏り 城下町
観光のメインがお城・城下町に片寄りすぎて、
車・人の整理が付きにくい

B

117 一部地域への観光客の集中 城下町に偏り 城下町 城・城下町に片寄っている B

118 一部地域への観光客の集中 城下町に偏り 城下町
城下町のあり方をどうしていくかという基本的な根本的方向性、
統一性がもっと必要だと思う

B

119 一部地域への観光客の集中 郊外に人が来ない 市内全域 外食産業が定着しない（★） B
120 一部地域への観光客の集中 偏ったまちづくり 城下町 犬山駅周辺がさびしく感じる C
121 一部地域への観光客の集中 偏ったまちづくり 市内全域 城下町以外に人の流れを C
122 一部地域への観光客の集中 偏ったまちづくり 城下町 犬山駅⇔犬山城、ここだけに集中しすぎている C
123 一部地域への観光客の集中 混雑・渋滞 城下町 城下町混雑 C
124 一部地域への観光客の集中 城下町 城下町 城下町付近とその他地域の人の温度差 C
125 一部地域への観光客の集中 城下町 市内全域 観光客が一部地域にのみ集中している C
126 一部地域への観光客の集中 城下町 城下町 城下町でも本町に店やアピールが偏りがち C

127 一部地域への観光客の集中 城下町 市内全域
犬山市の半分以上は自然なのに周知されていない、
城下町に寄りすぎ

C

128 一部地域への観光客の集中 城下町 城下町 本町通りだけでなく他の筋ももりあげたい C
129 一部地域への観光客の集中 活かせていない部分 市内全域 一部資源、国宝、テーマパークに頼りすぎ C
130 一部地域への観光客の集中 暮らし・安全＜課題＞（案内） 城下町 城下町は本町・中本町だけじゃない F
131 一部地域への観光客の集中 城下町に対する意見 城下町 城下町に対するねたみ E
132 一部地域への観光客の集中 魅⼒向上 市内全域 本町通りは線であるため、面展開ができるか E
133 一部地域への観光客の集中 観光客が道いっぱいに広がる・駐車場 城下町 店舗の行列がだんご状態になっている E
134 体験・アクティビティ 夜、泊まるところ 市内全域 夜の体験メニューが欲しい→宿泊が伸びる C
135 体験・アクティビティ 体験 市内全域 田舎で泊まろう（★） C
136 体験・アクティビティ 自然 市内全域 田舎で泊まろう（★） C
137 体験・アクティビティ 自然 市内全域 レンタル自転車で犬山の自然を感じる C
138 滞在時間が短い 滞在時間 市内全域 滞在時間が短い（バスツアー） B
139 滞在時間が短い 滞在時間 城下町 城下町だけとか１つの場所しか訪れない、日帰り B
140 食べ歩き対策 観光客のマナー 城下町 食べ歩きと物販の共存 A
141 騒音 混雑・渋滞 城下町 イベントで大きな音 C
142 トイレ問題 受入の体制（トイレ） 城下町 トイレが少ない A
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■表２ 犬山市の観光に関する課題 ※★は模造紙上で複数の分類にまたがっているもの
No. 分類（MURC追加） 分類（模造紙上） エリア 内容 グループ
143 トイレ問題 受入の体制（トイレ） 城下町 公衆トイレ、少ない、汚ない A
144 トイレ問題 城下町に偏り（トイレ） 城下町 観光客の数に対して、トイレの数が少なすぎる B
145 トイレ問題 城下町に偏り（トイレ） 城下町 多くの人が入れるトイレがない、公共トイレ不足 B
146 トイレ問題 整備 城下町 トイレ少ない C
147 トイレ問題 ゴミ箱・トイレが少ない 城下町 城下町のトイレが少ない（多目的トイレ） D
148 トイレ問題 観光サービス＜課題＞（サービス） 城下町 トイレ少ない F
149 特産品・名物 受入の体制（飲食） 城下町 こだわりの食事が出来るお店が有ると良い A
150 特産品・名物 受入の体制（飲食） 城下町 オススメの食べ物（スイーツ）って何かない？ A
151 特産品・名物 受入の体制（飲食） 城下町 みやげ品等の販売所の減少 A
152 特産品・名物 グルメ・おみやげ 市内全域 必ずみんなが買っていく特定の土産物が欲しい C
153 特産品・名物 グルメ・おみやげ 市内全域 名物をふやしたい C
154 特産品・名物 グルメ・おみやげ 市内全域 おいしいものが少ない？ C
155 特産品・名物 グルメ・おみやげ 市内全域 名物が少ない C
156 特産品・名物 グルメ・おみやげ 城下町 食べ歩きメインでお土産を買って帰ってくれない C
157 特産品・名物 グルメ・おみやげ 市内全域 美味しい食べ物あるが郷土料理がない C
158 特産品・名物 グルメ・おみやげ 城下町 おなじ食べ物の店が多すぎる C
159 特産品・名物 活かせていない部分 市内全域 ジビエの可能性 C
160 特産品・名物 魅⼒向上 市内全域 ウェブで売れる犬山のブランド商品がない E

161 プロモーション PRが足りない 市内全域
城下町・名鉄関係以外の外部PRが少ない。
ヒトツバタゴはマイナー（カキツバタと比べると）。

B

162 プロモーション PRが足りない 市内全域 国内でも遠くに離れると知名度が低い B
163 プロモーション 夜、泊まるところ 市内全域 1日〜2日かけて市内をめぐるプランの提案 C
164 プロモーション PRを、本物を 木曽川 うかい→⻑良川と区別ついてない C
165 プロモーション PRを、本物を 市内全域 ⽣活文化の発信が少ない、無い C

166 プロモーション PRを、本物を 市内全域
PR不足、”犬山”という名の知名度はあるが・・・
深くは知られていない

C

167 プロモーション PRを、本物を 市内全域 本物不足 C
168 プロモーション PRを、本物を 市内全域 強みはいいもの”ある”弱みはそれを”知られていない” C
169 プロモーション 戦略なし 市内全域 犬山アピールのアプリでリピーターを！ C
170 プロモーション 行政の課題 市内全域 行政のPRバランスの悪さ・集中しすぎ D
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■表２ 犬山市の観光に関する課題 ※★は模造紙上で複数の分類にまたがっているもの
No. 分類（MURC追加） 分類（模造紙上） エリア 内容 グループ
171 プロモーション 行政の課題 市内全域 観光キャンペーンの独自性がない D
172 文化継承 城下町 市内全域 祭の歴史、郷土の歴史をもっと知る・学ぶ再考しようの機会を！ C
173 防火 その他 城下町 火事が心配、防火対策 A
174 防火 暮らし・安全＜課題＞（防災） 城下町 城下町、火災対策 F

175 防火 その他の問題 城下町
出火対策（過去10年で起こった火災4件のうち3件が出店者からで
あった）

E

176 夜間誘客 夜、泊まるところ 城下町 夜の盛り上がりがない C
177 夜間誘客 夜、泊まるところ 城下町 まちづくりで夜のムードup！ C
178 夜間誘客 魅⼒向上 市内全域 夜の観光資源が少ない E
179 環境 その他 城下町 どこからか悪臭 A
180 暮らしと観光との共存 城下町の組織 城下町 町人と商人の温度差 C
181 その他 観光客のマナー 城下町 観光客のマナーが良くない A
182 その他 その他 楽田 お一人で住んでらっしゃるおばあちゃんがけっこういる A
183 その他 その他 市内全域 外国人（労働者）が多いけど、交流できない・・・ A
184 その他 その他 市内全域 課題をどう解決していくのか A
185 その他 食事 市内全域 外食産業が定着しない（★） B
186 その他 夜、泊まるところ 市内全域 宿泊者数、伸びてない C
187 その他 交通 城下町 観光客のマナー C
188 その他 体験 城下町 犬山祭を犬山市⺠がもっと参加できるように！ C

189 その他 体験 市内全域
「観光」見るから参加型への移行、
「参加する」〜「やってみる」

C

190 その他 戦略なし 市内全域 おもてなしの心 C
191 その他 戦略なし 市内全域 リピーターの獲得の仕方 C
192 その他 経済 城下町 町内での食べ物のイベントが多すぎる C
193 その他 経済 市内全域 観光資源の有機的なつながりがない 資源⇔住⺠⇔来訪者 C
194 その他 城下町 城下町 犬山祭の時、キッチンカーが多すぎてげんなり。Ｐ利用？ C
195 その他 城下町 城下町 人⼒車はいらない C
196 その他 活かせていない部分 市内全域 未整備（観光地） C
197 その他 その他 城下町 住む人の安全、観光客の安全、救護の安全 D
198 その他 案内不足 城下町 城下町と観光のマーケティング情報を公開してほしい D
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■表２ 犬山市の観光に関する課題 ※★は模造紙上で複数の分類にまたがっているもの
No. 分類（MURC追加） 分類（模造紙上） エリア 内容 グループ
199 その他 担い手不足 市内全域 人手不足 D
200 その他 地域住⺠の観光 市内全域 地域祭り、地域住⺠の観光 D
201 その他 地域住⺠の観光 市内全域 市⺠から見た市内観光地の重要 D
202 その他 行政の課題 市内全域 空家情報を協会等でまとめる D
203 その他 観光サービス＜課題＞（サービス） 城下町 城下町らしくない店、キッチンカー等 F
204 その他 文化の保護 城下町 祭礼である犬山祭の観光化 F
205 その他 城下町に対する意見 市内全域 若い犬山市⺠の犬山離れ E
206 その他 魅⼒向上 市内全域 おもてなし E
207 その他 魅⼒向上 市内全域 魅⼒の開発 E
208 その他 観光ビジョン 城下町 屋台のような店ばかりになっている E
209 その他 ゴミ問題 城下町 観光客に文句を言われた E
210 その他 ゴミ問題 城下町 観光客のマナーが悪い E
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■その他：課題解決のためのアイデア・意見
No. 分類（MURC追記） エリア 内容 グループ

1 受け入れ環境整備 城下町 城下町全体の歴史地図を各所に作成 F
2 受け入れ環境整備 城下町 公衆トイレの整備 F
3 受け入れ環境整備 城下町 駐車場近くにベンチを設置 F
4 交通 城下町 城下町内の駐車場の廃止 F
5 交通 城下町 観光客に対して地元住⺠と相対的に交通規制をする F
6 自然 城下町 城前の梅を吉野梅にする F
7 城下町の維持・保全 城下町 城下町の高齢化対策 F
8 城下町の維持・保全 城下町 観光は生活のにおいがする城下町を求めて犬山市にやって来る F
9 城下町の維持・保全 城下町 町屋の保全（取り壊しを回避） F
10 城下町の維持・保全 城下町 城下町の電線地中化 F
11 まちづくり全般 市内全域 若い人が住みやすいまちづくり F
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