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要旨:私のふるさとは遼寧省の営口市である。本稿は遼寧省営口市の観光と

文化の関りをめぐって、論述を展開しよう。まず、営口市の概況を紹介する。

営口の地理環境と歴史、現状を簡単に説明する。営口は海浜都市であり、海の

恵みによって特色のある地方文化を形成してきた。そして、営口は悠久なる歴

史を有している。新中国成立以来、特に改革開放政策を実施して以来、営口は

飛躍的な発展成果を遂げてきた。第二章で、営口地方文化を少し説明し、主な

観光地を切り口にし、地方観光文化を探究する営口は渤海に面しており、古く

より海に恵まれている。海の恵みによって、次第に独自な地方文化を形成して

いく。営口で、今日に至るまで、海湾観光文化と望児山母愛文化などを形成し

てきた。また、亀石滩、金牛山猿人遺跡、温泉療養などのように地方特色のあ

る観光地が存在する。これらの地方観光文化は観光業の発展を促進する。同時

に観光の発展も地方文化及び民族伝統文化の保存に寄与できた。第三章で、少

し営口市の観光文化業の見込みを展開する。今、営口市観光業の問題点をとそ

の対応策を少し検討する。営口市の観光文化業は明るい未来を持っているが、

問題点も抱いていると思う。営口観光業のために今の問題点に対して、対応策

を提起したいと思う。多方面からの資金導入、観光イメージの重視、観光市場

の合理的な位置付けなどを検討する。 

観光業は一都市の発展を大いに促進することができると思われる。営口市が

天然環境に恵まれ、優良な観光資源がたくさん存在し、便利な交通を持ってい

る。営口の観光業は地方特色文化と結び付け、後の発展における新しい注目点

になると考えている。

 

 

 



        

 
 

 
 
 

中国遼寧省営口市の観光と文化 

はじめに 

 営口は遼寧省の重要な都市である。悠久なる歴史文化を有し、観光業は大き

な発展を遂げてきた。本稿は営口の観光と文化を少し紹介しようと考えている。

また、観光業発展のために私見を述べる。 

一.営口の概況 

1.1 地理環境 

私の故郷は中国遼寧省の営口である。営口市は遼東半島の北西部に位置して

おり、東経 122°12′、北緯 40°41′であり、渤海の遼東湾に面し、錦州、葫芦島

と海を隔て、相望んでいる。南は大連、西は渤海、北は広い東北平野につなが

り、中国七大川である遼河がここで渤海に流れ込んでいる。 

営口は中国の沿海開放都市であり、站前区・西市区・老辺区・魚圏区、営口

県・蓋県の４区２県からなっており、４区２県は同じ資格となっている。営口

の地形は東南から北西へと傾斜し、低い山、丘陵、平原と三種類の地形にめぐ

まれ、東西の幅は５０．７キロメートル、南北は１１１．８キロメートル、総

面積は５４０１．８平方キロメートル、海岸線の長さは９６キロメートルもあ

り、総人口は 222 万人にも達した。そして、営口港と営口新港の二つ港があり、

全世界と繋がっている。交通網も中長鉄路（大連ー満州里）、高速道路（沈陽

ー大連）、哈大道路（ハルビンー大連）、庄林道路（庄河ー林西）が営口境内を

貫通している。南には大連周水子空港、北には沈陽桃仙空港があり、十分便利

な交通ネットに恵まれている。 
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営口市は天然資源が豊富で、主要なものはマグネサイト、タルク（滑石）、

ホウ素、金、鉄など３１種類の鉱物が埋蔵されており、マグネサイトの埋蔵量

は世界でもトップクラスであり、タルク、ホウ素は中国のトップクラスである。

また、農水産業としては果物（りんご・桃・すもも）、米、大豆、とうもろ

こし、各種水産物（くらげ・ハマグリ・大正海老）が多く収穫されている。工

業は軽・紡績工業都市として中国東北部の重要な位置を占めている。特に紡績、

メリヤス、捺染、楽器、機械加工、洗濯機などの生産は全国レベルで、製紙、

マッチ、タバコ、塩などとともに重要な輸出品となっている。 

1.2 歴史と発展現状 

営口は悠久なる歴史を有している。営口にある金牛山遺跡は今まで、ほぼ

28 万年になり、旧石器時代における人類の知恵と創造力を物語っている。ま

た、営口で発見されてきた石棚という建物は新石器時代末期のものであり、多

くの考古者の関心を呼んでいる。 

営口は戦国時代に燕国に属し、秦漢時代に入ると、遼東郡に統轄されたとい

う。三国の時に営口は遼口と呼ばれ、東晋で歴林と称されたこともある。唐以

降、北方にいろいろな少数民族が住んでいるために、営口で少数民族の政権統

治が絶えずに更迭していた。清に入ると、清政府は山東省から庶民を集め、営

口で遊牧させ、当地で防守尉を設けたという。 

1861 年 5 月 24 日に、営口は東北地方における初めの開放海港となり、これ

以降、営口の歴史が大きな変転を迎えてきた。営口は海港の優位性を利用し、

大きな発展を遂げてきた。約半世紀にわたり、営口港の貿易が東北地方で非常

に発達していた。営口の貿易繁栄は 20 世紀初期の大連港開発のために次第に

消えていったのである。営口は大連誕生以前に中国・東北の玄関口として栄え

たと言われている。 

新中国成立以来、特に改革開放政策を実施して以来、営口は飛躍的な発展成

果を納め、都市全貌が大きく変わっていた。今まで、営口港は 40 カ国と地域

の１４０カ所の海港と航路を結んでいる。年間の貨物取扱量は 1億余トンであ

る。営口は今、東北地方の第二大港で、中国の第十大港となり、中国東北地区、



ロシア中部と東部、モンゴル及び中国内モンゴル等の広範囲における産業物質

の集散地として、一つの主要国際港となりつつあります。1992 年に営口開発

区が設けられ、たくさんの海外投資を誘致してきた。１９９２年に、全国投資

環境４０優秀な都市の系列に入りました。将来的には、輸出加工中継貿易、

国際金融、科学技術開発、陸海空輸等の総合的経済技術開発区を目指している。

営口は地理位置の優位性を利用し、既に軽工業、紡織工業を主として、機械、

電子、石油化学工業、医薬、冶金、建材、家電等完備している工業都市になっ

た。全市は、３７業種、３０００以上の企業、１７００種類以上の製品があり、

経済面においては輝かしい成果を収めてきた。また、営口は海に恵まれ、地元

の海浜文化特色をもって、観光業の発展をも積極的に推し進めている。本稿は

次の章では、主に営口の観光と文化をめぐって、論述を展開しよう。 

 

二.営口の観光と地方文化 

2.1 海の恵みと地方特色文化の形成 

営口は渤海に面しており、古くより海に恵まれている。ここは海洋性の特徴

をもつ温帯大陸季節風の影響で、冬に厳寒がなく、夏に酷暑もない四季のはっ

きりしたところである。土地が肥沃であり、水域面積と林地面積が広い。水稲、

果物及び水産品が豊富に産出される。営口は「魚米の故郷」と「果物の故郷」

と賞賛される。 

営口は海の恵みによって、次第に独自な地方文化を形成していく。住民たち

は海洋資源の開発過程において、海浜特色を帯びた地方文化を創り出した。営

口では、天然な海湾がたくさんある。人々が長期にわたり、海湾の近くに暮ら

ている。これで、多くの海の伝説が営口の民間に伝承されてきた。最も有名な

のは兎島の伝説である。兎島は営口の小さな半島であり、三面に海に囲まれて

いる。その形が一匹の兎に似っているために、兎島という名が付けられた。伝

説によると、昔に一隻の漁船が山東から来た。兎島の所で、激しい風雨に遭い、
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にわたる海との生活関わりによって、海に住む仙人から賜る守護を期待する

願いを反映してくるのではないかと思う。このためにも、兎島物語は今まで、

人々によく伝承される。 

 

営口の地方文化は海伝説の中に見られるだけでなく、山の中にも含まれる。

遼南の平野には、熊岳と言う古い町がある。町の東にある果樹林の中に、一つ

の高い山があり、孤独的に聳え立っている。山頂に、古い塔があり、遠くから

見ると、まるで慈母のようで、遠方を眺めている。これが内外にその名を馳せ

ている「中国名勝辞典」と全国小学校教材に掲載され、省級の文化保護に指定

されている望児山である。望児山は既に慈母聖地になり、母の愛情を主題とす

る観光地になり、毎年数多くの内外賓客が訪れ、ここで母に対する愛情と敬意

を表す。全国人大常委会陳慕華前副委員長が１９９８年に望児山を題詞し、「博

愛慈輝、光天裕地」ということである。１９９５年５月、「母を愛する」を主

題とし、営口望児山を崇める「中国営口望児山母の日」を創立し、年に一回お

祭りが開催される。栄光は望児山の母の愛情を基礎にし、独自な祭り文化を形

成すると言えるだろう。 
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2.2 観光と地方文化 

営口は観光資源が豊富であり、多くの自然の名所及び人文的な名所がある。

望児山、青竜山、雪帽山、赤山、敦台山を合わせた五山、また、月牙湾、白沙

湾、仙人島、北海、西海を合わせた五大海水浴場がある。また、楞厳湾、西大

廟、盖州上帝廟、望児山大仏、迷鎮山娘娘廟を合わせた五大廟宇などはすでに

観光ベルト地帯を形成し、年間の観光客は 500 万人を超えている。 

営口の観光業は近年以来、地方文化と結び付けられ、飛躍的な発展を遂げて

きた。以下で、営口の有名な観光地をめぐって、具体的に述べようと考えてい

る。 

2.2.1 独特な海湾観光文化 

営口では、優良な天然海湾がたくさんある。観光地としては、開発されてき

たのは今まで、月牙湾、白沙湾などが挙げられることができる。 

月牙湾は営口の経済技術開発区にあり、その形が月に似っていることで、名

付けられたと言われる。月牙湾では、ビーチが広くて、きれいである。また、

ホテルなどの施設が完備され、交通も便利なので、観光客がいっぱいいる。こ

こで、観光客は一日の伝統的な漁民生活を楽しむことができる。朝、早く小さ

い漁船で海に出、魚を捕る。夜になったら、漁民の家で、自分の捕った魚など

で食事を作り、漁民の特色ある料理を食べられる。このような一日で、少し疲

れた感じがするが、みんな楽しそうに見える。また、山に登り、果物を摘んだ
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り、海でサーフィンしたり、することもできる。毎年の夏、観光客はここで、

海との親近感を十分に享受し、伝統漁民の生活を楽しんでいる。営口の海湾観

光は地元の漁業生活と融合し、お客さんがここで美しい風光を目のあたりにし、

自然に親しみながら、本場の海生活をも経験することができる。 

 

 

                                

 

 

 

 

白沙湾は営口の蓋州市南部から約 50 キロ離れた所にあり、敷地面積が 2700

平方メートルに達し、水域面積が 2666 平方メートルもある。ここは東北地方

の第一滩と呼ばれている。白沙湾は波が静まり、砂が細かく、木立がたくさん

あり、中国北方のハワイと誉められているそうである。白沙湾の水産物が非常

に豊かで、観光客の間に人気が高まっている。人々がここで、きれいな海を鑑

賞しながら、新鮮な営口の海鮮を食べられる。この間に、営口の地方料理文化

が感じられるだろう。 
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営口のこのような海湾では、次第に海湾観光文化が生まれるようになった。

地元の漁業生活特色を通じて、観光業の開発と発展を促進し、また飲食料理を

利用し、地方料理文化を観光客に感じさせる。このような観光の運営方式は観

光業の発展につながり、地方文化の保存にも寄与できると思われる。現代社会

に入って以来、大型な漁船と先進的な漁業技術が普及され、伝統的な漁業方式

が営口で徐々に消えていく。しかし、観光と伝統的な漁業生活の融合を通じて、

地元の伝統漁業方式がよく保存されることができる。営口漁業文化の伝承にも

つながっているだろう。そして、水産物のおかげで、美味しい地方料理が作

られ、地方料理文化を生かし、観光のより一層の繁栄に役立てると思う。 

 

2.2.2 望児山に見る民族伝統文化 

営口の市内に、熊岳という古い町がある。町の東部に山があり、その

頂に塔が聳えている。ここでは、一つの伝説が流れている。昔、熊岳 

の海浜に貧しい一つの農家が暮らしている。家族は二人だけで、お母さ

んと息子であった。息子は勤勉で、将来に立派な官吏になろうと思って

いた。お母さんは息子の学業のために、毎日に辛い仕事をし、お金を稼

いだ。息子は十年にわたり、努力を積み重ねてきた。いよいよ朝廷の人

材選抜試験の機会を迎えてきた。息子はある日の朝に、お母さんに別れ

の挨拶をし、決意をもって、船で都に赴い、試験を参加に行ったのであ

る。別れの際に、お母さんは涙を零れながら、『合格できても、できな

くても、早く家に帰りなさいよ私待っているから』と言った。しかし、

息子はそれ以来、行方不明になった。お母さんはぞっと自分の息子を待

っていて、毎日に海浜で遠方を眺めていた。数十年が経った後に、お母

さんは依然として、毎日に海浜で眺めていた。彼女も年寄りで、体調が

悪くなった。しかし、お母さんがよく海に対して、『早く帰りなさいよ』

と叫び続けていた。お母さんは最後に石像になり、永遠に海浜で息子の

帰りを待っている。彼女の息子は都に行くときに、意外で海に落ち、命

を絶ったそうである。神様もこのお母さんに感動させられ、海浜のとこ
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ろで山を造った。この山は望儿山と呼ばれ、人々がその近くで慈母館を建

て、この偉いお母さんを記念するというわけである。  

現在、望児山には慈母像、慈母館、拜母亭、步母石、哺乳轩、望儿塔、拜

母祠、报母泉、母恩池、念母祠、仙人橋、望児山荘、母子橋、母爱世界、风范

園、礼園などの人文景観がある。これらの景観は山の自然風景と協調しながら、

母の愛を主題としての特色に富んだ観光点になっている。望児山の慈母館は中

国の唯一な母親の記念館であり、毎年に大勢の観光客を引き付けてくる。特に

五月になると、望児山で母の愛をめぐって、盛大な行事が行われる。元々中

国で、母の日という祝日がない。今の母の日が西洋から伝えてきたといわれる。

望児山では人々が母の日を地元の伝説と結びつけられ、地方文化特色のある祭

りを形成してきた。今までには、望児山母の愛の祭りが 1995 年から始まり、

今までには、遼寧省の十大祭りの一つになった。祭りが母の愛に対する感謝の

意を現すために、いろいろな儀式が行われる。例えば、母の愛をテーマとして

の絵画試合と伝統的な拝母儀式などである。 

    中華民族は親孝行を非常に重視している。親孝行が伝統民族美徳であり、

民族伝統文化の一部にもなったといえるだろう。望児山の母の愛という祭りが

偉い母親に対する感謝の意を表すとともに、孝行を大いに唱えている。親孝行

についての物語がたくさんあるが、望児山の伝説が最も母親の愛の深さを表し

てくると思う。そのために、よく伝承され、人々が祭りで母の愛を感謝し、親

孝行を提唱する。普段、忙しく、お母さんとあまりあわない人たちがこの祭り

の際になると、各地から実家に戻り、母親と一緒に過ごすようになる。それか

ら、祭りが観光客の目を引き付け、観光資源にもなる。望児山の母の愛という

祭は親孝行という民族伝統美徳の融合がその特色であり、民族伝統文化の伝承

にも寄与できたと思われる。 
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2.2.3 亀石滩と地元の自然地理特色 

 

 

亀石滩は営口開発区の東北部にある。開発区の中心から１０キロを離れると、

すぐ亀石滩に入る。ここも海浜地帯であるが、石がたくさんある。その形が非

常に豊かで、様々な物に似っている。人たちが想像力を発揮しながら、その石

を鑑賞する。特に亀の形をしている石が多い。一つの亀の形もあれば、夫婦の

ような形をしている亀の石もある。多くの亀が集まり、海に出るように石ま

でもある。このためにここが龟石滩と名づけられた。これらの石が長期にわた

り、海に流され、その形が変えられたといわれる。しかし、なぜ亀のような石

が多いかについて、いろいろな論議が行われる。今まで、正しい解説がまだで

ないそうである。海の力が非常に不思議なものがある。科学研究者は龟石滩の

石について、多くの研究をし、地元の環境変化と地理歴史を探求する。しかし、

この神秘的な石があってからこそ、多くの観光客が龟石滩に訪れてくる。ここ

の海浜地帯は龟石滩のために、営口で特色のある観光景観にもなった。人々が

ここで自然の不思議な力を感じながら、営口の独特な自然地理環境に対する認

識もを深めることもできる。これらの石が営口の海の歴史を物語っている。そ

れに対する科学研究が今後続けられるが、観光資源としての開発が営口観光業

の発展においては一つの注目点になる。 

 

特别提醒： 

本站所有可以免费下载的论文均为去年及之前的发表或答辩过的论文，这些论文由于都已经

被论文数据库收录，所以大家只能参考使用，绝不能直接拿过来作为毕业论文使用，因为这

些论文是不可能通过学校论文检测的，特此提醒，以免造成不良影响！论文由于超过购买时

间限度或不符合新的论文要求所以可以免费下载，仅登部分论文以供参考！ 
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另外，如果有需要本年度最新的精品论文请到论文频道购买，我们保证所购买论文的省唯一

性，切实维护顾客利益！ 

购买说明： 

一，现成论文来源：每年 11 月—5月为毕业论文写作旺季，其余时间为需求淡季。我们的

写手在写作淡季没有代写任务，这时公司会根据他们自己的喜好急专业特长写做一些论文。

这是我们现成论文的来源，现成论文适合没有确定题目或者可以修改论文题目的同学购买使

用。对于要求比较高，或者已经确定题目的同学只能购买代写论文。 

二，现成论文保障：我们出售的现成论文均为我们的签约写手原创，并且是最新一季写作的

论文，我们绝不会拿以前的旧论文来给大家，这样就会避免雷同现象的发生。 

对于现成论文我们提供以下两种购买服务：①200 元一篇保证省唯一性，即同一篇论文在同

一个省份字出售一次，这样就可以避免和同学雷同也可以避免最后的省内审稿雷同。②买断

版权，只要出 500-600 元即可买断现成论文的版权（6000 字内的 500 元，6000 字以上的 600

元），即同一篇论文只出售给一个人。如果一篇论文被人 200 元买过省唯一性，就不可以再

买断了，更好保证客户利益。 

三，论文交易流程： 

1、通过交流，确定顾客所需论文的字数，写作方向及顾客学校所在省份。 

2、客服先发给顾客可以选的题目，顾客选几个题目，然后发给顾客这几个题目的大纲和目

录等基本内容。 

3、顾客选取一个最中意的论文，并通知客服预定，我们这里把你预定的论文保留，你去找

老师，问问他大纲和题目是否合适，同时也看看题目是否跟同学重复，导师批准以后在购买

论文。  

4、为防止我们提供网上抄袭的论文或者质量不高的论文。买前可以按顾客要求发论文的某

一部分给顾客看看写作质量。同时顾客可以自己到网上搜查一下题目等内容并核对是否有重

复的论文。等顾客觉得没问题了再进行购买。 

注：如果现成论文不适合您，可以进行代写，我们有数十位专业写手为您提供专业的写作服

务。 
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2.2.4 金牛山遺跡にみる人類文明の起源 

 

 

営口の金牛山遺跡は 1974 年・75 年に発掘され、その主体が孤立した小丘陵

の西部のクラック状の洞穴堆積にあります。ここの下層は前期旧石器時代に、

上層は後期旧石器時代に属する。また、丘陵の東部のクラック内の堆積の下層

からも、ごくわずかですが前期旧石器文化の遣物が発見された。 

両地点の下層には焼土塊・灰・炭化物・焼骨など火の使用を示す散漫な痕跡

が存在する。しかし、これらは原位置をとどめていない。少なくとも既に発

掘された区域に関しては、居住地の遺跡でないことは確実である。 

全部で 18 点の石器が出土した。石材は脈石英を利用し、直接打法と両極打

法の 2つの剥片剥離技術を用いている。石器の加工は半面加工を主体としする。

石器の中ではスクレーパーが主要な器種で、そのうち半円形のスクレーパーは

中国南北両地区の旧石器遺址でもよくみられる類型で、さらに小型の尖状器も

含まれる。大量の骨の砕片の一部には、おそらく人が打撃や加工を施し、石製

スクレーパーの刃部に類似した刃部や鑿形の刃部をつくりだした骨器がある

ようである。 

金牛山下層の哺乳動物化石 26 種に占める絶滅動物の比率は高く、その中の

三門馬・メルクサイ・オオツノシカ・変異オオカミ・ロブストゥスザルなどす

べて中期更新生の代表的種であるが、サーベルタイガーは見あたりない。これ

らの動物群は温暖湿潤な当時の気候を示している。時期は中期更新生の後葉に

属する可能性が強く、およそ周口店第 1地点の中・上部地層の段階に相当する。 
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金牛山前期旧石器文化は石器の剥片剥離技術・器種・加工技術の諸方面にお

いて、共に中国前期旧石器に共通した特徴を持っている。特に北京猿人の石器

に類似していて、両者の文化上の密接な関係を反映している。金牛山の前期旧

石器文化の発見は北京猿人文化を代表とする中国前期旧石器文化が、広大な区

域 内 で 明 確 な 共 通 性 を 持 つ こ と を 再 度 明 確 に し た 。

（http://abc0120.net/words/abc2007031302.html） 

金牛山遺跡の発見は大きな意義を持っている。また、金牛遺跡で猿人の遺骸

が発見され、これは人類起源史研究のために重要なヒントを与えている。政府

は 1984 年に金牛山古代人類遺跡陳列館を設けた。毎年、大勢の観光客は陳列

館の見学を通じて、人類文明起源に対する認識を深めることができる。金牛山

遺跡の発見が営口の悠久なる文明史を証明する。また、それを観光資源として

開発されることは多くの人々に営口の文明史及び人類文明の起源を理解させ

る。 

 

 

      

 

2.2.5 温泉観光療養文化 

営口で温泉の資源は非常に豊富である。早くも 16 世紀に、当地の人々は天

然な温泉を利用し、病を治したそうである。営口の観光業の発展に伴い、温泉

も観光資源として、開発されてきた。営口で、主に大熊岳温泉観光区と双台温

泉観光区などがある。営口の温泉は質がよく、療養効果もよいである。その中

に健康によい鉱物成分が含まれている。皮膚病、神経痛、糖尿病などの治療に

役立っていると言われている。そして、ストレスの解散などにもよい効果があ

る。だから、大勢の観光客は営口で温泉を楽しんでいる。人たちはここで、温

泉の中でストレスを解散したり、、疲れを癒したり、できるだけでなく、美味

しい海鮮も食べられる。特にゴールティンウィークと春節のころに、営口の温

泉には人気がとてもある。各地からの観光客は営口で、温泉につかったり、海
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鮮を食べたり、海浜の風光をみたり、します。近くのホテルはほとんど満室で

ある。温泉観光療養は年齢を問わず、誰でも楽しむことができる。営口では、

夏なら海湾観光、冬なら温泉という言い方がある。冬で観光客は温泉をつかり

ながら、雪の景色を観賞できる。営口では独自な温泉観光療養文化が次第に形

成されてきた。2009 年に営口は中国十大温泉療養基地の一つになった。2010

年 5 月に営口で第一回の温泉国際旅行節が鲅鱼圈で開催された。今回の温泉国

際旅行節のテーマは「营口鲅鱼圏に約束して，魅力に富んだ海の温泉を感じる」

ということである。温泉節の間に、鲅鱼圈観光风光の撮影大会と温泉療養講座

などが行われ、温泉国際旅行節の内容がより一層豊かなものになる。温泉国際

旅行節の開催は営口の温泉療養文化の発展に大いに寄与できたものである。 

 

 

 

 

 

                          

 

三. 営口市観光文化業発展の見込み 

3.1 発展の問題点 

前章で営口の観光地をめぐって、観光業と文化を述べた。営口は長い歴史を

有しており、豊かな地方文化を持ち、海に恵まれている。海湾観光文化にして

も、望児山民族伝統文化にしても、亀石滩の地方地理特色にしても、金牛山遺

跡の人類文明起源にしても、温泉観光療養文化にしても、これらの文化の伝承

発展は観光業の繁栄とは切り離すことができないと言っても過言ではない。一

方で、文化の伝承は観光業の発展に活力を与える。今後、営口は天然資源と地

方文化の優位性を利用し、観光文化業の発展を促し続くべきである。 

営口市の観光文化業は明るい未来を持っているが、問題点も抱いていると思
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う。主な問題点は四つある。 

3.1.1 資金不足  

近年以来、営口市政府の観光業にたいする投資は増えているが、観光業発展

の基盤が薄いために、このような投資は効果があまりないようである。資金の

投入は一定の規模に上らず、競争の優位性を育てないままである。地方特色の

ある観光項目に対する開発はまだ未完全である。例えば、温泉療養観光などは

最近人気を集めるようになった。それに対する開発はもっと深化させるべきで

ある。 

3.1.2 観光管理部門の欠如 

 営口の観光業は近年、大きな発展を遂げてきたが、営口では総合的な観光管

理部門がまだない。また、観光業に関する規範などもない。今、各部門は別々

に観光管理を行う。旅行局は観光区の開発、施設の完備、観光団の接待、ホテ

ルの管理などを行う。文化局は遺跡の保護と修繕、祭りと旅行節の開催などを

する。建設委員会は観光区の設計、樹木の植え、動物の飼育などをする。この

三つの部門は相互に独立し、付属関係を持っていない。しかし、観光業の発展

は総合的なものである。多部門の独立管理は効率が高くないのである。観光管

理の関係を協調できた総合管理が必要である。このような管理こそ観光業の絶

えない発展を保障できる。 

3.1.3 観光商品開発の遅れ 

営口で国家レベルの観光商品のメーカはわずかであり、その生産施設及び技

術が遅れ、製品の質もよくないのである。地方特色のある商品はない。。観光

客はいつも地方特色に富んだ土産などに興味を持っている。しかし、営口市は

観光業の発展を重視するが、観光商品の開発が立ち遅れている。特に民俗特色

と営口の文化背景を反映した商品はまだない。このままでは観光業の発展に悪

影響を与える恐れがあると思う。 
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3.1.4 観光業サービスレベルの低い 

営口で、観光業の従業員には専門的なトレーニングを受けない人が多いであ

る。そのためにサービスのレベルが低い。サービスの質があまり良くない。近

年、政府は旅行専門学校を設け、そのレベルを高めたが、著名な観光都市と比

べると、大きな差がまだある。これは営口の観光業の発展を制限する。また、

営口のイメージに悪影響がある。 

3.2 対応策 

私は営口出身の人として、営口観光業の発展に大きな関心を持っている。最

後で、営口観光業のために今の問題点に対して、三つの対応策を出したいと思

う。 

3.2.1 多方面からの資金導入 

資金問題は営口市観光業発展にとっては一番大きな問題である。目下、政府

は社会各方面の力を動員すべきである。また、外国からの資金も利用できる。

多方面の資金で、規模投資を形成し、観光業の発展のために強い資金保障を提

供する。 

3.2.2 観光イメージの重視 

観光イメージは持続性と独特性をもつものでなければならない。営口の観光

は海湾、山、温泉などを特徴とする。これらの特徴はすべて営口の特有なもの

とはいえない。ところが、営口の観光業はこれらの特徴を十分に生かし、最優

良な観光区を開発べきたと思う。これこそ競争の優位性を創り出すことができ

る。営口市は観光イメージの樹立に力を尽し、都市環境と交通の建設を重視す

べきだと考えている。また、観光商品と地方特色に富んだ観光区の開発も大切

である。これらはよい観光イメージの樹立に大いに役立っているものである。

それから、サービスレベルを高め、知名度を創り出し、営口市の影響力を強め

なければならない。 
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3.2.3 観光市場の合理的な位置付け 

 営口観光市場の状況に応じて、観光資源を開発すべきである。営口の観光市

場は主に東北地方、内モングル、河北省に向けている。だから、これれの地方

の観光客のニーズに対して、観光景観を設けるほうがよい。観光客の娯楽、消

費心理をよく知る上で、多様な手段を利用し、観光業を発展させてからこそ、

安定な観光市場を持つことができる。 

結びに 

本稿は簡単に遼寧省営口市の観光と文化を説明した。観光業は一都市の発展

を大いに促進できる。営口市が天然環境に恵まれて、優良な観光資源がたくさ

んあり、便利な交通を持っている。また、営口の観光業は地方特色文化と結び

付け、営口の今後の発展における新しい注目点になると言える。        
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