
 

1 

目指すべき観光地の姿について 

６．目指すべき観光地の姿 

６-１ ３つの姿 

（１）ゆっくりと安心して歴史・文化・自然が楽しめる観光地 

・犬山市には、国宝犬山城、犬山城下町をはじめ、市内各所の史跡や寺社仏閣等の歴史・文化資源を有

する。 

・また木曽川河畔や東部丘陵地域の里山風景など、多様な自然・景観資源を有している。 

・これら先人から継承した資源を大切に育てながら、観光分野でも利活用していくことで、犬山観光を

更なる高みに到達させる。 

・日帰り観光客には、各所で体験、購入促進に繋がるコンテンツや商品を整えるとともに、複数箇所の

立ち寄りを促すことで、滞在時間の延長と消費の拡大を実現する。 

・宿泊施設の充実、朝晩の魅力づくり、体験型コンテンツの造成などにより「近場でも泊まってゆっく

り楽しむ犬山観光」を実現し、宿泊客数増加による観光消費の拡大を達成する。 

・名古屋圏にあるという立地の良さを活かし、リニア新幹線を見据えた首都圏等広域誘客といずれ復活

するインバウンド需要の獲得を実現する。 

・市域内での生産・加工・販売・消費というサイクルを確立し、域内消費の拡大を実現する。 

・本市の歴史・文化・自然を「ゆっくりと安心して楽しんでいただける状況を創りあげる」ことで、滞

在時間延長、宿泊客数の増加、消費額の増加、域内消費の拡大を達成し、地域経済の好循環を実現。

観光が産業としての一翼を担えるよう成長を果たす。 

 

（２）犬山ならではの感動が得られる観光地 

・歴史・文化・自然資源を大切にしながら、新たな分野での魅力も発掘・構築することで、犬山観光の

更なる磨き上げを進める。 

・木曽川では「日本ライン」という古くて新しい魅力と価値の再構築を進める。 

・既にある特産品を磨き上げるとともに、新たな名物の発掘・創造を促し、実現する。 

・名古屋圏に立地しながら、里山や景勝地など豊かな自然を有するという利点を活かし、アウトドア分

野の成長を実現する。 

・多様なターゲット層に適した、犬山ならではの感動が得られるコンテンツ、商品を造成・醸成し、犬

山ブランドとしての価値を高める。 

 

（３）犬山人のおもてなしに出会える観光地 

・持続可能で成長し続ける観光地を目指し、市民、事業者、観光客が共存・調和できる状況を実現する。

そのために、観光関係者等による対話の場を通じ、観光への関心を高め、応援する人を増やす。 

・対話や連携、協力体制の構築を進める中で積極的に観光に関わる人が増え、愛情と愛着を持った、「犬

山ならではのおもてなしに出会える観光地」を実現する。 

・市域内で観光に関する説明や働きかけを通じて、犬山観光への理解を深めるとともに、ふるさと犬山

を愛し誇りを持つ、郷土愛の醸成を実現する。 
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観光資源マップ（広域） 

番号 所在 資源名称 種別 分類 ランク

1 富山県 立山 山岳 自然 S

2 富山県 黒部峡谷 河川・峡谷 自然 S

3 富山県 剱岳 山岳 自然 A

4 富山県 薬師岳 山岳 自然 A

5 富山県 雲ノ平 高原・湿原・原野 自然 A

6 富山県 称名滝 滝 自然 A

7 富山県 立山のライチョウ 動物 自然 A

8 富山県 富山湾の蜃気楼 自然現象 自然 A

9 富山県 五箇山合掌造り集落 集落・街 人文 A

10 富山県 黒四ダム 建造物 人文 A

11 富山県 おわら風の盆 年中行事（祭り・伝統行事） 人文 A

12 富山県 城端曳山祭（城端神明宮祭の曳山行事） 年中行事（祭り・伝統行事） 人文 A

13 富山県・長野県 白馬三山 山岳 自然 A

14 長野県・山梨県 八ヶ岳 山岳 自然 A

15 長野県・山梨県 甲斐駒ヶ岳 山岳 自然 A

16 長野県・山梨県 仙丈ヶ岳 山岳 自然 A

17 長野県・群馬県 浅間山 山岳 自然 A

18 長野県・静岡県 赤石岳 山岳 自然 A

19 長野県・新潟県 苗場山頂周辺の湿原 高原・湿原・原野 自然 A

20 長野県 戸隠そば（信州そば） 食 人文 A

21 長野県 常念岳 山岳 自然 A

22 長野県 木曽駒ヶ岳・宝剣岳 山岳 自然 A

23 長野県 地獄谷野猿公苑のサル 動物 自然 A

24 長野県 霧ヶ峰のニッコウキスゲ 植物 自然 A

25 長野県 高遠のサクラ 植物 自然 A

26 長野県 善光寺 神社・寺院・教会 人文 A

27 長野県 諏訪大社 神社・寺院・教会 人文 A

28 長野県 松本城 城跡・城郭・宮殿 人文 A

29 長野県 御柱祭 年中行事（祭り・伝統行事） 人文 A

30 長野県 野沢温泉の麻釜と大湯などの外湯群 温泉 人文 A

31 長野県 渋温泉の石畳温泉街と外湯巡り 温泉 人文 A

32 長野県・岐阜県 穂高岳 山岳 自然 S

33 長野県・岐阜県 槍ヶ岳 山岳 自然 A

34 長野県・岐阜県 乗鞍岳 山岳 自然 A

35 長野県・岐阜県 御嶽山 山岳 自然 A

36 岐阜県 白川郷合掌造り集落 集落・街 人文 S

37 岐阜県 木曽川の輪中集落 集落・街 人文 A

38 岐阜県 高山三町の街並み 集落・街 人文 A

39 岐阜県 高山の朝市 郷土景観 人文 A

40 岐阜県 長良川の鵜飼 郷土景観 人文 A

41 岐阜県 高山祭 年中行事（祭り・伝統行事） 人文 A

42 岐阜県 郡上おどり 年中行事（祭り・伝統行事） 人文 A

43 岐阜県 奥飛騨温泉郷の大露天風呂群 温泉 人文 A

44 岐阜県・石川県 白山 山岳 自然 A

45 福井県 三方五湖 湖沼 自然 A

46 福井県 一乗谷朝倉氏遺跡 史跡 人文 A

47 福井県 永平寺 神社・寺院・教会 人文 A

48 福井県 丸岡城 城跡・城郭・宮殿 人文 A

49 愛知県 熱田神宮 神社・寺院・教会 人文 A

50 愛知県 名古屋城 城跡・城郭・宮殿 人文 A

51 愛知県 尾張津島天王祭り（津島祭り） 年中行事（祭り・伝統行事） 人文 A

52 愛知県 博物館明治村 テーマ公園・テーマ施設 人文 A

53 滋賀県 延暦寺 神社・寺院・教会 人文 S

54 滋賀県 琵琶湖 湖沼 自然 A

55 滋賀県 園城寺 神社・寺院・教会 人文 A

56 滋賀県 日吉大社 神社・寺院・教会 人文 A

57 滋賀県 彦根城 城跡・城郭・宮殿 人文 A
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観光資源マップ（準広域） 資料イメージ 
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 観光資源マップ（犬山市全域） 

出典：第 2回観光戦略会議（令和 2年 3月 25日開催）資料７_参考２より 
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観光資源マップ（犬山市城下町周辺） 

出典：第 2回観光戦略会議（令和 2年 3月 25日開催）資料７_参考２より 

資料イメージ 


