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岡山県観光立県戦略（08.10）
【ひろしま観光立県推進基本条例（07.1）
】／ひろしま観光立県推進基本計
画（08.4）
山口県年間観光客3千万人構想実現アクション・プラン（09.10）
【もてなしの阿波とくしま観光基本条例（09.6）
】

ひろしま観光立県推進基本計画（13.10）
やまぐち観光推進計画（13.10）
徳島県観光振興基本計画（10.3）

香川県観光振興指針（96.3）
【えひめお接待の心観光振興条例（10.4）
】／愛媛県観光振興基本計画
（11.3）

愛媛県新観光振興計画（98.3）
高知県観光アクションプラン（94.3）
福岡県新観光ビジョン（97.3）

【あったか高知観光条例（04.8）
】／高知県観光ビジョン（05.3）
福岡県新観光ビジョン中期事業実施指針（02）
／福岡プラスワン戦略（06）

佐賀県新観光創造のための指針（96.3）
【長崎県観光振興条例（06.10）
】／長崎県観光振興基本計画（07.10）

長崎県観光振興基本計画（11.3）

90年代熊本県観光振興行動計画（90.3）

観光パートナーシップアクションプラン（05.3）／【ようこそくまもと観光立
県条例（08.12）
】／ようこそくまもと観光立県推進計画（09）

第四次宮崎県観光振興計画（91.3）／第四次宮崎県観光振興計画（改
訂計画）
（96.3）

第五次宮崎県観光・リゾート振興計画（02.3）／第六次宮崎県観光・リゾー
ト振興計画（05.3）

鹿児島県観光基本計画（92.3）

かごしま新観光戦略21
（02.3）／【観光立県かごしま県民条例（09.4）
】

鹿児島県観光振興基本方針（10.3）

沖縄県観光振興基本計画（92.12）／沖縄県観光振興基本計画 中期
行動計画（95.1）

沖縄県観光振興基本計画 中期行動計画（95.1）／沖縄県観光振興基本
計画（第4次）
（02.5）／沖縄県観光まちづくり指針（08.3）／ビジットおき
なわ計画（07.2, 08.2, 09.3）

ビジットおきなわ計画（10.3）
［11, 12, 13］／沖縄県観光振興基本計画（第5
次）
（12.5）

ようこそくまもと観光立県推進計画（12.7）
大分県ツーリズム戦略（12.8）
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表2 戦後以降に策定された都道府県の観光計画（整理途中）＊2013年11月末現在
都道府県名

1945〜

1960〜
北海道観光産業開発計画第一次議案（61）／北海
道長期観光計画書（62）

北海道

1970〜
北海道広域観光開発基本計画委託調査書（74）

青森県観光基本計画（81.3）／改訂青森県観光基本計画
（88.4）

青森県
岩手県観光開発の構想（62.2）／岩手県観光開発
計画（62.11）／岩手県観光開発計画（67.3）

岩手県

岩手県観光開発計画（72.4）／第４次岩手県観光レクリェー
ション基本計画（77.1）

宮城県

宮城県観光基本計画（86.3）

秋田県
山形県観光の現状と長期観光計画（63）

山形県総合観光基本計画（74.3）／山形県観光基本計画
（79.3）

福島県

山形県観光基本計画（86.12）
福島県観光レクリエーション基本構想（85.5）

茨城県

茨城県観光開発基本構想〔試案〕
（69.12）

茨城県観光開発基本構想（70.5）／第1次観光開発5カ年
計画書（71.4）／第2次観光開発5カ年計画（76.10）

茨城県観光レクリェーション基本計画（80.8）／茨城県観
光レクリェーション基本計画（86.3）

群馬県観光開発計画策定基本調査報告書（70.3）

群馬県観光振興基本計画（88.3）

千葉県観光開発基本計画書（70.2）

千葉県観光基本計画（85.2）

観光綜合計画（49）

栃木県観光基本指針（83.1）

群馬県
埼玉県

埼玉県観光レクリエーションビジョン（85.3）

千葉県
東京都

岩手県観光レクリェーション基本計画（81.3）／岩手県観光
基本計画 第６次（85.2）

秋田県観光振興計画（78.12）

山形県

栃木県

1980〜
北海道観光圏別整備基本計画（81.3）／北海道観光振興
基本計画（89.3）

東京都觀光事業綜合計画
書（51.3）
観光レクリエ－ション環境整備基本構想に関する報告書
（73.3）

神奈川県
新潟県

かながわ観光プラン（88.12）

新潟県観光レクリエーション－基本構想－（74.7）

富山県
石川県観光開発基本計画［案］
（60）／石川県観
光事業振興基本計画案（61）／石川県観光事業振
興計画に伴う整備計画案（61）

石川県

石川県の観光振興のための提案〔81〕

福井県
山梨県

観光開発5ヵ年計画（48）
／
観光振興計画（62）

山梨県観光開発計画（67）

山梨県観光開発計画改定（75）

山梨県観光基本計画（81.3）

長野県

長野県観光開発5ケ年計画（60.10）／長野県観光
開発基本計画観光プランʼ
70（66.1）／長野県観光
地域土地利用計画策定（69.7）

長野県観光開発における今後講ずべき方策（第3次5ヵ年
計画）
策定（72.2）／長野県観光利用計画（76.11）

長野県観光振興基本計画（81.12）／長野県観光振興基本
計画（86.2）

岐阜県

岐阜県観光開発基本計画（68.3）

岐阜県観光開発基本構想（71.3）／岐阜県広域観光推進
指針（79.12）

静岡県
愛知県
三重県
滋賀県

三重県観光開発基本計画
試案（59.7）

愛知県観光レクリエーション開発基本構想（75.3）

愛知県観光振興ビジョン（89.3）

三重県観光基本計画（78.2）

三重県観光振興計画（89.3）

滋賀県観光開発基本構想案（61.3）／滋賀県観光
開発実施（7ヶ年）
計画（64.2）

京都府

京都府観光基本構想（81.1）

大阪府
兵庫県
奈良県

兵庫県観光振興ビジョン（83.1）
奈良県観光開発基本計画策定調査報告書（68.3）

和歌山県

和歌山県観光基本構想（75）

鳥取県

観光開発計画［案］
（63.3）

鳥取県観光振興基本計画（79.1）

島根県

島根県観光開発の基本構想（68.4）

島根県観光基本計画（79.12）

岡山県観光事業５ヵ年計画（61.6）

広島県

広島県観光事業促進基本計画［案］
（63.2）

山口県
徳島県
香川県

徳島県総合開発基本計画（68.2）
香川県観光総合開発マスタープラン（62.7）

香川県地域整備計画（観光地再編成調査）
報告書（79.2）

高知県観光行政の基本構想（64.11）

高知県観光レクリエーション基地整備構想（72.3）

広島県観光レクリエーション－基本構想―
（77.11）

観光振興の基本的方向（84.3）／広島県観光振興懇話会
提言（89.11）

山口県観光開発基本構想（71.5）

山口県観光基本構想（82.4）
／山口県観光基本構想（88.12）

第1次観光開発計画（72）
／第2次観光振興基本計画（78.9）

観光総合振興計画（83）／徳島県長期観光振興計画（88.1）

愛媛県

愛媛県総合観光計画（87.3）

観光基本計画（64）

観光振興の基本方向（80.8）
大分県観光基本計画（71.3）

宮崎県

沖縄県

佐賀県観光振興実施計画（86.2）

長崎県観光レクリェーション開発基本計画書（75.3）／長崎
県の観光振興に関する提言（81.3）

大分県

鹿児島県

高知県観光行政推進のための基本方針（87.1）
福岡県観光振興基本方針〔85〕
／福岡県観光ビジョン
（88.7）

佐賀県観光振興基本計画（78.3）

長崎県
熊本県

新島根県観光基本計画（87.3）

岡山県観光開発基本計画（72.2）／岡山県観光基本計画
（79.3）

岡山県

高知県
福岡県
佐賀県

和歌山県観光基本構想（85.5）

宮崎県観光振興計画（83.3）
鹿児島県長期観光開発の方向について〔試案〕
（67）／鹿児島県長期観光開発基本構想（68）
沖縄観光事業振興5ケ年計画（69.10）

これからの鹿児島県の観光開発の方向性について（75.9）
沖縄県観光開発基本計画（76.9）

【沖縄県観光振興条例（80.3）
】
／沖縄県観光振興基本計画
（86.9）

＊本研究では、地域が自主的に策定する観光計画を対象としていることから、法定計画（総合保養地域整備法に基づく計画等）
は対象から除いている。また、上記では、観光計画を幅広く収集・整理しており、計画案や報告書も含んでいる。
＊計画名名称に付している（ ）
は策定時期を〔 〕は策定年度を示す。紙面の関係上、策定主体については、ここでは省いている。
＊
【 】は条例で、
（ ）
は施行年月を示す。
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自主研究報告（1）◉わが国の観光計画に関する研究—— 戦後以降に策定された都道府県の観光計画を対象として

