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は  じ  め  に 
 

日本観光協会では、昭和 50 年度～平成２年度において５年間隔で、都道府県・政令指

定都市、およびその観光協会・連盟の現状を明らかにする地方自治体観光行政実態調査を

実施し、『都道府県観光白書』として発行してきました。また平成 10 年度には、同様な調

査を行い、『地方自治体等の観光行政実態調査報告書』をまとめています。 

その後、わが国の地域をとりまく社会経済状況は、人口が減少傾向に転換し、少子高齢

化も深刻化するなかで、大変厳しい状況を迎えています。観光や交流は、交流人口の拡大

を通じて、地域経済の活性化や雇用機会の創出、人々の意識啓発を図る切り札として、ま

すます重要となり、卓越した自然や歴史資源、温泉等を有していた従来の有力観光地のみ

ならず、これまで観光地としてあまり認識されてこなかった地域までおしなべて、観光振

興に取り組むようになってきました。 

国においては、平成 18 年 12 月に、旧「観光基本法」（昭和 38 年制定）を全面改正し『観

光立国推進基本法』を制定するとともに、平成 20 年 10 月には、国土交通省の外局として

観光庁を発足させ、地域観光施策の支援を強化しています。また平成 21 年 12 月に閣議決

定した『新成長戦略（基本方針）～輝きのある日本～』の中では、６つの成長戦略分野の

ひとつとして、観光立国・地域活性化戦略が位置づけられています。 

地方自治体の観光施策は、「2020 年初めまでに 2,500 万人、将来的には 3,000 万人」と

いう国家目標も標榜されているインバウンドへの対応、観光振興をまちづくりやむらおこ

しに活かしていくための観光地域づくり、さらには広域観光や人材育成等の取り組みが重

要となるなど、多様化、複合化してきています。 

これまで地方自治体の観光振興の担い手であった観光協会・連盟のあり方や活動も、こ

のような新たな取り組みを推進していくための体制として、変革が求められています。新

たな公の役割が注目され、地域づくりの様々な分野で民間やＮＰＯ等も活躍するようにな

っていますが、これらの取り組みを一元的にマネジメントするといった意味でも、既往の

観光協会・連盟の役割は大変大きいと考えられます。 

またこうした取り組みを適切に支援できるように、本協会も新たな役割を担っており、

然るべき支援措置を講じていく必要があると自覚しています。 
 

本書は、昨今の観光を取り巻く社会経済状況の変化を踏まえ、地域の観光連盟・協会の

組織の実態や取り組みの現状を把握するとともに、新たに求められる“観光地域づくりの

担い手”としての役割等から、今後の課題や変革の方向性を明らかにすることをねらいと

して調査を行い、その結果をとりまとめたものです。本調査では、広域観光推進組織、都

道府県観光協会・連盟等の事業報告書を収集するとともに、主要観光地の観光協会等を含

めたアンケートやヒアリングを実施し、実態を詳細に整理しています。今後の観光協会・

連盟等の取り組みや変革の参考になり、ひいては全国各地で元気な観光地域づくりが展開

されていくことを願っています。 

末筆ながら、本調査実施にご協力をいただいた、観光組織の方々に対して、厚く御礼を

申し上げます。 

平成 23 年３月 
 

社団法人日本観光協会 
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政府の新成長戦略において、観光は６つの成長戦略分野の１つとして位置付けられて

おり、地域づくりにおいても観光が果たす役割はより一層重要になってきている。この

ため、観光立国推進基本計画等に基づき、各地域において観光地域づくりへの取り組み

が進んでいる。 

各地域の観光協会は、従来から観光地域づくりの中核的な主体として重要な役割を担

ってきており、前述したように昨今観光行政の比重が高まるなかで、その使命や寄せら

れる期待も大きい。一方で、余暇時間・余暇消費の動向、および観光旅行の形態・ニー

ズも変化していることから、受け入れ体制整備や誘客プロモーションへの取り組みも常

に先の時代を読み、観光地経営の革新を図っていくことが望まれる。 

また各地域の厳しい財政事情や行財政改革の流れを受けて、地域観光協会の組織経営

自体も転換期にきていると言える。 

本書では、このような時代背景を踏まえながら、各地域の観光協会等の事業の実態や

問題点を把握するとともに、観光地域づくりマネジメント主体としての求められている

役割や課題を整理し、今後のあるべき方向性を検討する。これにより、日本観光協会が

取り組むべき各観光協会の支援策等の検討にもつなげていく。 

 

 

 

 

 

以下のような地域の観光組織を調査対象として､事業報告書等資料調査 ※注 （①～③）、

アンケート調査（基本的に①～⑤全て）、ヒアリング調査（①②⑤について計 18 組織）

を行い、各組織の体制、会員と予算の状況、現在取り組んでいる事業や今後の取り組み

意向、事業推進に当たっての課題等を明らかにした。 

①広域観光推進組織（北海道観光振興機構を含む） 

②都府県観光協会・連盟 

③政令指定都市の観光協会 

④主要観光地の市町村観光協会 

⑤先進的な観光地域づくり組織 

 

注）「平成 21 年度事業報告書・決算書」「平成 22 年度事業計画書・予算書」 

 

本書では、上記アンケート及びヒアリング調査結果の集計・分析結果、課題等に関する

考察をまとめるとともに、各組織の情報をシート化して整理している。 

 

序－１ 本書のねらい 

序－２ 本書で調査対象とする地域観光協会等と調査方法 
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■調査対象区分毎の対象組織数 

区分 調査対象 
事業報告書等 

資料収集数 

アンケート 

調査回答数 

ヒアリング 

調査対象数 

①広域観光推進組織 

 

北海道、東北、中部広域、関西広

域、中国、四国、九州の７組織 
７組織 ６組織 ２組織 

②都府県観光協会･連盟 北海道を除く都府県の 46 組織 ４６組織 ４３組織 ３組織 

③政令指定都市の観光

協会 

19 政令指定都市の観光協会のうち

②と重複する財団法人大阪観光コ

ンベンション協会を除く 18組織 

１８組織 １５組織 － 

④主要観光地の市町村

観光協会 

以下の資料で対象とされた主要観

光地の市町村観光協会 221 組織 

a.運輸政策研究機構「観光地づく
りに向けた魅力度評価手法に関
する調査」 

b.観光庁「地域いきいき観光まち
づくり 100」 

c.ジェイティービー監修「ＪＴＢ宿
泊白書」 

－ １１１組織 － 

⑤先進的な観光地域づ

くり組織 

上記④以外で､次に該当する 19組織 

d.都府県観光協会等へのアンケー

ト調査の中で推薦された組織 

e.優秀観光地づくり賞受賞組織 

f.専門家から推薦のあった組織 

－ １４組織 １３組織 

 

アンケート調査の概要は以下のとおりである。 

■調査対象：各組織の事務局長等（常勤で、実務面での実質的な責任者） 

■調査方法：郵送配付（希望者には、後日Ｅメールで調査票を送付） 

郵送・ＦＡＸ・Ｅメールで回収 

■調査項目： 

項 目 細     項     目 

１ 組織体制 ○法人形態 

○役職員数（常勤・非常勤、出向状況等） 

○実務面での実質的な責任者の経歴 

○事務所の形態、出先機関とその機能 

２ 会員・予算 ○会員数、会員の増減動向 

○収入の動向 

○観光施設等の管理運営と、指定管理制度による影響 

３ 事業内容 ○取り組んでいる事業内容 

 10 の事業カテゴリーに分類した場合に該当する事業 

 今後重点的に取り組む意向の事業、その理由 

○着地型旅行商品の企画・流通促進への取り組み､効果､課題 

○インバウンド事業への取り組み、効果、課題 

○人材育成事業への取り組み、効果、課題 

４ 組織の課題 

  必要な支援 

○組織運営に当たっての課題 

○会員や行政からの要望 
 



 

 

 

 

 

 

第１章 観光地域づくりと観光マネジメント組織 
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（１）観光立国実現に向けた取り組み 

わが国の地域をとりまく社会経済状況は、人口減少や少子高齢化が本格的に進行する

中で大変厳しい状況にある。 

特に 21 世紀になってからのこの 10 年ほどは、わが国の人口が実際に減少に転じ、こ

れまでは一部過疎地や農山漁村等に限られていた過疎化や少子高齢化の影響が地方の

都市部や中心市街地にまで本格的におよんできた時代であり、現在は全国のいたるとこ

ろでこれらによる歪みが露呈してきている。 

このような地域の社会経済状況に対して、観光や交流は、交流人口の拡大を通じて地

域活性化を図る切り札として注目されて久しく、卓越した自然や歴史資源、温泉等を有

していた従来の有力観光地のみならず、これまで観光地としてあまり認識されてこなか

った地域までが、観光や交流を地域づくり戦略の柱に据え、地域経済の活性化や雇用機

会の創出等に取り組むようになってきている。我が国は、自然、文化遺産、多様な地域

性等豊富な観光資源を有しており、おしなべて観光のポテンシャルは極めて高いことは

言うまでもないが、観光ニーズの成熟化や細分化が進んだ結果、伝統文化からポップカ

ルチャーまで、生活に密着した知恵や技術といった、幅広い生活文化に観光の光があた

り、観光・交流の素材として活用していく可能性が高まった結果といえよう。 

このような動向の一方で、観光集客を一時のブームに終わらせることのないように継

続的に発展させていくこと、および地域の観光資源を疲弊させるのではなく育成させて

いくといった意味合いから、観光の“持続可能性”や、生活の舞台でもあり観光地とも

なる地域の環境・経済全体にわたる“マネジメント”がキーワードとなってきている。 

以下では、2000（平成 12）年以降の観光行政を概観しておく。 

●観光立国推進基本法と観光庁の設立 

国においては、2006（平成 18）年 12 月に、それまでの観光に関する基本法であった

旧「観光基本法」（1963（昭和 38）年制定）を全面改正し、「観光立国推進基本法」を制

定している。これは観光を 21 世紀における日本の重要な政策の柱として明確に位置付

けるとともに、以下のような主旨をもつものである。 

・観光立国の実現に関する施策の基本理念として、地域における創意工夫を生かした

主体的な取組みを尊重しつつ、地域の住民が誇りと愛着を持つことのできる活力に

満ちた地域社会の持続可能な発展を通じて国内外からの観光旅行を促進すること

が、将来にわたる豊かな国民生活の実現のため特に重要であるという認識の下に施

策を講ずべきこと等を定める 

・国は、基本的施策として、国際競争力の高い魅力ある観光地の形成、観光産業の国

際競争力の強化及び観光の振興に寄与する人材の育成、国際観光の振興、観光旅行

１－１ 国家戦略としてますます重要となる観光 
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の促進のための環境の整備に必要な施策を講ずる 

 

翌年（平成 19 年）６月には、観光立国の実現に関する諸施策の総合的かつ計画的な

推進を図るマスタープランとして観光立国推進基本計画を閣議決定しており、観光立国

の実現に関する施策についての基本的な方針や目標とともに、観光立国推進基本法で政

府が総合的かつ計画的に講ずべきと示された施策等について策定している。ここで掲げ

られた基本方針の「国民の国内旅行及び外国人の訪日旅行を拡大するとともに国民の海

外旅行を発展」「将来にわたる豊かな国民生活の実現のため観光の持続的な発展を推進」

「地域住民が誇りと愛着を持つことのできる活力に満ちた地域社会を実現」などは、地

域における観光振興への取り組みの姿勢として、普遍的なものとなっている。 

 

また観光立国推進基本計画の目標を達成し、観光立国を実現するためには、関係省庁

との連携・調整を強化して、政府を挙げて、総合的かつ計画的に観光立国の実現に向け

た施策を推進する必要があることから、機能的かつ効果的な業務の遂行を可能とする体

制を整備するとともに、観光行政の責任を有する組織を明確化するため、2008（平成 20）

年 10 月１日には、国土交通省の外局として、「観光庁」を発足させている。 

 

 

■直近の 10 年間の主な観光行政 

年 主 な 観 光 行 政 の 取 り 組 み 

2000（平成 12）年 新ウェルカムプラン 21 を提言 

全国広域観光振興事業が始動 

2002（平成 14）年 国土交通省発足・総合政策局に観光部を設置 

2003（平成 15）年 小泉総理による方針「2010 年に訪日外国人旅行者数倍増(1000 万人)」。 

ビジットジャパンキャンペーン実施本部（ＶＪＣ）開設 

観光カリスマの選定開始 

観光立国行動計画を策定、観光立国担当大臣を新設 

2004（平成 16）年 美しい国づくりを目指し、「景観法三法」を公布 

2005（平成 17）年 観光ルネッサンス事業を開始 

2006（平成 18）年 「観光立国推進基本法」が成立 

2007（平成 19）年 「観光立国推進基本法」施行 

「観光立国推進基本計画」を閣議決定 

「エコツーリズム推進法」が成立（翌年施行） 

2008（平成 20）年 「観光圏整備法」を施行 

観光庁発足 

2009（平成 21）年 「新成長戦略～輝きのある日本～」を閣議決定（６つの成長戦略の１つ

に観光が位置づけられる） 

「観光立国推進本部」発足(本部長:国土交通大臣､全府省の副大臣等で構成） 

資料）日本観光協会季刊「観光とまちづくり」等 
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●新成長分野のひとつとしての観光への取り組み 

政府は、観光立国の実現を含む国土交通行政に係る我が国の成長戦略についての議論

等を踏まえつつ、2009（平成 21）年 12 月に「新成長戦略（基本方針）～輝きのある日

本～」を閣議決定している。この中で、環境・エネルギー戦略、健康大国戦略、アジア

経済戦略、科学・技術・情報通信立国戦略等と並ぶ６つの成長戦略分野のひとつとして、

観光立国・地域活性化戦略が位置づけられている。 

日本経済は、目下、デフレからの脱却と、持続的成長への回帰が喫緊の課題となって

いるが、観光は、「モノ（製品）」主体の消費型産業にない「コト（サービス）」主体の

イノベーティブな産業として、経済の持続的成長に大きく寄与するものとして期待され

ているのである。 

また国をあげて観光立国の実現にさらに強力に取り組むため、国土交通大臣を本部長

とし、全府省の副大臣等で構成する「観光立国推進本部」を 2009（平成 21）年末に立

ち上げており、「外客誘致」、「観光連携コンソーシアム」、「休暇分散化」という３つの

分野において、関係省庁間の検討を進めている。 

 

（２）インバウンドの新たな目標と国内観光の梃子入れ 

●新たな段階を迎えた訪日外国人観光客誘致 

訪日外国人旅行者誘致については、『2020 年初めまでに 2,500 万人、将来的には 3,000

万人。2,500 万人による経済波及効果約 10 兆円、新規雇用 56 万人』を目標に据え、そ

れぞれの地方都市が持つ個性的で、多様な魅力を大事にしながら、高いポテンシャルを

もつ自然、文化遺産等を観光資源として活かして、国によって訪れる場所や楽しむ内容

に大きな相違がある外国人観光旅行客のニーズに対応していく方向性が打ち出されて

いる。 

特に急速に経済成長するアジア、とりわけ中国は、観光需要の拡大の可能性に満ちて

いる。例えば、中国から日本を訪問している旅行者数は年間約 100 万人、日本から中国

を訪問している旅行者数は年間約 340 万人（いずれも 2008 年ベース）と大きな開きが

ある。人口増加や経済成長のスピードを考えれば、中国を含めたアジアからの観光客を

どう取り込むかが大きな課題となっている。 

観光のグローバル化は確実に進んでおり、観光地域づくりにおいては、今後外国人に

もやさしい受入体制の整備、観光地の国際競争力の向上等を図り、わが国の観光と経済

の活性化につなげていくことが課題となっている。 

●低迷する国内観光の振興に向けた取り組み 

訪日外国人旅行客数が増加傾向にあるのに対して、国内観光は需要の低迷により長年

にわたって厳しい状況にある。 
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日本全国には、エコツーリズム、グリーン・ツーリズム、産業観光など観光資源が豊

富にあり、外国人のみならず、日本人にとっても魅力的な観光メニューを提供すること

ができる。公的支出による地域活性化を期待することが難しい現在、人口減少・急激な

少子高齢化に悩む地方都市にとって、観光による国内外の交流人口の拡大や我が国独自

の文化財・伝統芸能等の文化遺産の活用は、地域経済の活性化や雇用機会の増大の切り

札である。 

観光立国という新たな目標に向かって、国内観光を振興していくためには、既存のも

のや枠組みを見直しながら、観光イノベーションを進め、ダイナミックな取り組みを行

っていく必要があるという指摘もなされている。 
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（１）魅力ある観光地域づくりへの取り組み 

観光の分野がエコツーリズム、グリーン・ツーリズム、産業観光、まちなか観光など

に広がることは、名所旧跡や温泉地のみならず、地域住民の生活の場、生業の場までが

観光の舞台と化してくることに他ならない。観光はもはや、地域の観光事業者による経

済活動に限った概念ではなく、地域住民が広く関与するまちづくりの分野に拡がってき

ており、『観光まちづくり』という概念が誕生してきている。 

観光とまちづくりは、これまで無関係のもの、場合によっては相反するものと捉えら

れていた。これに対する新たな概念である『観光まちづくり』には、地域づくりの立場

からこれまでなかった『観光』の視座をきちんと持つ方向と、観光地の魅力向上のため

まちづくりを行おうという大きく２つの方向があるが、いずれにしても、地域経済や地

域環境、地域社会（コミュニティ）を総合的にマネジメントする新しい手法として、『観

光まちづくり』が着目されているのである。地域の観光振興をマネジメントする組織に

ついても、こうした動向を的確に踏まえつつ、単なる観光プロモーションではなく、観

光地域づくりの中核的担い手としての役割が求められていると言えよう。 

●地方公共団体と観光事業者その他関係者との連携による国際競争力を持つ観

光地の形成 

地域の幅広い関係者が連携して、２泊３日以上の滞在型観光ができるような観光エリ

アの整備を促進するため、「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関す

る法律」に基づき、全国各地で観光圏が設定されるとともに、「観光圏整備実施計画」

の認定が行われている。 

また、旅行者ニーズの多様化を踏まえ、地域固有の資源を活用した魅力ある旅行商品

の造成・流通によって、新たな旅行需要の創出と地域の活性化を図ることがねらいとさ

れている。 

このような背景に基づき、観光地域づくりプラットフォーム等の着地型観光に取り組

む事業体の役割が重要になってきており、地域観光協会等においても同様な機能を指向

する動きが出始めてきている。なお国では、観光地域づくりプラットフォーム等の事業

体による取り組みを選定の上、支援している。 

 

日本観光協会における「観光地域づくり基盤・受入体制整備促進事業」 

観光を核とした地域の取り組みを促進し、地域全体の発展へとつなげるため、地域の幅

広い関係者が参画する新たな観光地域づくり基盤の整備を促進するとともに、広域連携に

よる観光振興を図ることとしている。 

１－２ 観光地域づくりに関する主要施策と観光協会等の取り組み
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（２）観光産業の競争力強化および観光人材育成 

●魅力ある観光地域づくりを支える人材育成 

各地域で観光産業を活性化していくためには、顧客サービスや収益性の向上と、事業

体質の改善を図っていくことが課題となっている。これに対して国では実証実験を通し

てビジネスモデルの創出や課題抽出を進めている。 

一方で国際競争力を持つ観光産業の形成や魅力ある観光地域づくりは、人材育成によ

ってこそ支えることができるものであり、各地域の観光産業の特性や実情に応じて、地

域観光協会等が担うべき役割といえる。現在、各地域において、自律的かつ持続可能な

観光地域づくり人材育成の取り組みが始動しており、国でも観光地域づくり人材育成ガ

イドライン案の作成や研修など支援措置がとられている。 

また観光立国推進基本計画でも目標設定がされている観光ボランティアガイドの育

成も課題となっている。 

 

日本観光協会における「人材育成事業」 

各地域における魅力ある観光地域づくりのためには、その牽引役となる地域の担い手の

育成が不可欠であることから、地域の担い手を育成する研修、旅行商品の造成のノウハウ

を持った専門人材による支援、産学官連携による人材育成事業を行うこととしている。 

 

（３）国際観光の振興 

●観光魅力の情報発信事業 － ビジット・ジャパン事業 

わが国では、訪日外国人旅行者誘致を図るため、2003（平成 15）年度から海外にお

ける日本各地の観光魅力の発信や訪日旅行商品の造成支援等を行うビジット・ジャパン

事業の取り組みを官民一体で推進してきており、ビジット・ジャパン地方連携事業等が

精力的に展開された結果、地域観光協会が重要な担い手となり、海外プロモーションに

関する経験も蓄積されてきているものと考えられる。 

なお訪日外国人旅行者への海外プロモーションは、主に海外メディアの日本への招

請･取材支援、海外の旅行雑誌等による広告宣伝、ウェブサイトによる情報発信、海外

の旅行博覧会への出展等を行い、旅行目的地としての日本の関心を高め、訪日旅行需要

の喚起を図るとともに、海外旅行会社担当者の日本への招請や国内の旅行会社等との商

談会の実施による魅力的な訪日旅行商品の造成･販売支援や青少年交流の拡大に向けた

訪日教育旅行の誘致等を行っている。 

訪日外国人旅行者誘致については、前述したような将来目標 3,000 万人といった新た

な目標の達成に向け、今後も観光の魅力の重点的かつ効果的な発信に取り組むこととな

っている。特に成長著しい中国を始めとする東アジア地域（中国、韓国、台湾、香港）
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を当面の最重要市場と位置づけ、効果的な海外プロモーションの展開が図られるものと

予想される。 

●ＭＩＣＥ（国際会議等）の誘致の促進 

これまで注力されていた国際会議の誘致だけではなく、ＭＩＣＥ（Meeting、Incentive 

travel、Convention、Event/Exhibition）全般の振興に目を向けた海外プロモーション

事業が、国、地域双方で始動している。 

 

日本観光協会における「観光交流活性化事業」 

各地域への内外の観光客の増加促進を図るため、観光関連産業等と連携し、都道府県や

観光圏等を対象とした旅行商品の造成、誘客支援や送客強化を図る。また観光客の受け入

れ側である地域や事業者のニーズに応えて、観光展、商談会のとりまとめ等の事業を行う

こととしている。 

 

（４）観光旅行促進のための環境整備 

国では、観光旅行の需要の特定の時季への集中の緩和等による観光旅行の容易化及び

円滑化、観光地における事故・災害防止につながる情報提供や、ユニバーサルデザイン

の考え方に基づく観光の促進を行うとともに、以下のような新たな需要開拓にも取り組

んでいる。 

●ニューツーリズム等新たな観光旅行の分野の開拓 

エコツーリズム、グリーン・ツーリズム、文化観光、産業観光等の新しい観光資源を

活かした観光旅行や観光旅行形態を開拓し、需要を拡大していく取り組みが進められつ

つある。 

 

日本観光協会における「新たな観光アイテム・需要創造事業」 

産業観光等のニューツーリズムを推進するとともに、さらに新しい観光資源の発掘や育

成を行い、新たな観光アイテムの創造を図ることとしている。 

 

●新たな情報ツールを用いた、情報環境整備 

情報通信技術やツールについては、日進月歩の状況が続いており、観光旅行に関する

情報提供に関しても、効果的な情報ツールで的確な情報を観光客に伝達していくことが

観光プロモーションや、着地の観光案内において不可欠である。このような点で、地域

観光協会の担う役割も小さくない。 
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ＩＴＳ（高度道路交通システム）やＡＲ（拡張現実）等は、次世代の観光情報システ

ムとして期待が持たれており、こうした分野への先駆け的な取り組みも課題となってこ

よう。 

 

日本観光協会における「観光情報収集・提供システム整備事業」 

ＩＣＴを活用した観光情報収集・提供体制を構築し、消費者に提供するとともに、観光

需要の喚起を図ることとしている。 

 

 


