
 

 

 

 

 

第３章 都府県観光協会等の組織および運営事業

の実態と課題 
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ＪＲグループのデスティネーションキャンペーン等を引き合いに出すまでもなく、都

道府県単位での観光プロモーションは、同じような地理・交通条件、風土を持つエリア

を、都道府県というある程度定まったエリアイメージで売り出すことができることもあ

って、従来から有効な取り組みとされてきている。このような観光プロモーション等の

担い手となるのが都道府県観光協会・連盟である。 

本節では、北海道観光推進機構（第２章で調査対象とする）に改組した北海道を除く、

４６都府県の観光協会等を対象としたアンケート調査（46 組織中 43 組織より回答）の

結果をもとに、組織運営と事業の特性と課題を分析する。 

 

（１）2011（平成 23）年 3 月末日時点の組織体制について 

①組織の法人形態 

・都府県観光協会等 43 組織のうち、新公益法人制度移行前の社団法人が 79％（34 組

織）、財団法人が 16％（7 組織）、合わせて 95％（41 組織）を占める。 

・既に新公益法人制度へ移行したのは 2 組織で、一般社団法人茨城県観光物産協会と

一般財団法人奈良県ビジターズビューローである。 

社団法人（新公益

法人制度移行前）

79%

財団法人（新公益

法人制度移行前）

16%

一般社団法人 2%

一般財団法人 2%
【現在の法人形態】

（N=43）

 

 

②今後の法人形態についての考え 

・今後、95％（41 組織）が 2011（平成 23）年～2013（平成 25）年の間に法人形態を

変更・移行する予定である。 

・変更・移行後の法人形態（予定含む）は、公益社団・財団法人 62％（27 組織）、一

般社団・財団法人 16％（7 組織）となっており、その他 21％（9 組織）は未定・検

討中である。公益性の高い法人形態を選ぶ組織が多い。 

３－１ 組織運営と事業の特性と課題 ～アンケート調査集計・分析結果～ 
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変更･移行する予

定 95%

既に変更・移行済

5%

【今後の法人形態についての考え】

（N=43）

 

公益社団法人

53%

一般社団法人

14%

公益財団法人 9%

一般財団法人 2%

その他 21%

【今後の法人形態（予定）】

（N=43）

 

 

③組織の役職員数 

・専従役員数は、1 人が 63％（27 組織）と多く、1～2 人の組織がほとんどである。 

3

27

7

2

0

0 10 20 30

0人

1人

2人

3人

4人

【専従役員数】

 

 

・専従・兼務合わせた職員数は、30 人未満が 84％（36 組織）を占め、平均は 21.9 人

である。専従職員数でみると、30 人未満が 86％（37 組織）を占め、平均は 20.0 人

である。兼務職員は 86％（37 組織）で不在であるが、10 人未満が 4 組織、30 人程

度が 2 組織となっている。 

・出向職員数は数名～10 名程度が多く、出向元は、県・市町や旅行・交通・金融事業

者等から 1～2 人ずつといった構成が多い（なお、旅行会社からの出向職員がいる

のは約 3 割）。また、8 組織で旅行業務経験のある職員を有している。 
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10

17

9

2

1

4

10

20

7

2

1

3

0 5 10 15 20 25

0-9人

10-19人

20-29人

30-39人

40-49人

50人以上

【職員数】

職員数

専従職員数

 

 

④正職員の公募 

・2011（平成 23）年 3 月末日時点で、公募で採用した職員がいるのは 23％（10 組織）

である。職格は「課長・課長代理」「事務局長」「主任」「書記」など、担当は「国

際観光振興」「スポーツ誘致」「着地型旅行商品造成」「観光・物産販売」「広報」な

どである。 

・今後、正職員公募を行いたいという組織は 1 組織のみである（その他、試験実施中

1 組織）。 

23%

2%

70%

0% 20% 40% 60% 80%

平成23年3月末日時点で､公募

で採用した職員がいる

今後､正職員公募を行いたい

上記以外

【正職員の公募】

（N=43）

 

 

⑤実務面での総合的な責任者 

・実務面での総合的な責任者は、専務理事が 47％（20 組織）、事務局長が 28％（12

組織）、その他は理事兼事務局長などである。 

・勤続年数は数年以内が多く、特に理事には都府県観光所管課に勤務経験のある人材

が多いが、旅行会社に勤務経験のある人材も 5 組織でみられた。 
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専務理事 47%

事務局長 28%

常務理事 2%

その他 21%

(空白) 2%

【実務面での総合的な責任者】

（N=43）

 

 

⑥組織の本部事務所の形態 

・組織の本部事務所の形態は、賃借が 51％（22 組織）、公共の庁舎等を間借りしてい

るのが 42％（18 組織）を占める。事務所を所有しているのは 2 組織のみである。 

賃借 51%
公共の庁舎等を

間借り 42%

事務所を所有 5%

【本部事務所の形態】

（N=43）

 

 

 

（２）組織の会員と予算について 

①組織の会員数 

・会員数は、100～199 団体が 30％（13 組織）、200～299 団体が 26％（11 組織）など

となっており、平均会員数は 312.7 団体である。 

1

13

11

6

5

4

3

0 5 10 15

0-99団体

100-199団体

200-299団体

300-399団体

400-499団体

500-599団体

600団体以上

【会員数】
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②会員数に関わる近年の動向 

・会員数（正会員）に関わる近年の動向は、変化なしが 49％（21 組織）と約半数を占

めるが、次いで減少傾向にある組織が 35％（15 組織）と多い。増加傾向にある組

織は 14％（6 組織）である。 

増加傾向 14%

変化なし 49%

減少傾向 35%

(空白) 2%
【会員数に関わる近年の動向】

（N=43）

 

 

③会員数の増減の主な理由 

・会員数が増加傾向にある理由として、「入会案内の郵送などの努力により会員増加を

図っている」などの回答がみられた。 

・会員数が変化なしの理由として、「入会・退会の会員数がほぼ同数」という回答が多

く、「新規加入の促進に努めている」という組織もみられた。 

・会員数が減少傾向にある理由として、「景気低迷、経済情勢の変化」が最も多く、そ

の中には「震災等による影響」も挙げられている。「宿泊業の経営不振・休廃業に

よる減少」「市町村の予算削減、市町村合併」という理由もみられた。 

 

④近年の収入動向 

・近年の収入動向は、全体（歳入合計）でみると 51％（22 組織）が減少傾向にある。

一方、増加傾向にある組織は 26％（11 組織）である。 

・項目別にみると、会費や補助金（助成金）収入は約 6 割の組織で減少傾向にある一

方、受託金収入は約半数が増加傾向にある。分担金（負担金）や自主事業（収益事

業）収入は、変化なしが半数前後を占めるが、増加傾向よりも減少傾向にある組織

数の方が上回る。 
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26%

5%

19%

47%

7%

14%

16%

37%

23%

23%

58%

44%

51%

58%

56%

26%

30%

30%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（歳入合計）

①会費収入

②補助金（助成金）収入

③受託金収入

④分担金（負担金）収入

⑤自主事業（収益事業）収入

【近年の収入動向】

増加傾向 変化なし 減少傾向 (空白)（N=43）

 

 

⑤収入の増減の理由 

・全体（歳入合計）が増加している理由として、「受託事業の増加」が最も多く、その

他に「県主体のイベント・事業の増加」「自主事業が好調」という理由もみられた。

減少している理由として、「県財政の悪化」「経済情勢の低迷」などの理由が多くみ

られた。 

・会費収入の減少については、民間企業の経営悪化、市町村の財政難等による「会員

数の減少」が主な理由となっている。 

・補助金収入の減少については、「県の財政難等による補助金の削減」が多く、「県と

の事務分担の見直し」も行われている。 

・受託金収入については、増加している理由として「国・県からの受託事業の増加（緊

急雇用事業など）」、減少している理由として「県からの受託事業の減少」が多く挙

げられている。 

・分担金収入の減少については、「県財政や観光産業の厳しい状況による減少」が理由

に挙げられている。 

・自主事業収入の減少については、「景気の低迷により減少（広告等）」「事業移管のた

め収入減少」などの理由がみられた。 

 

⑥観光施設・駐車場等の指定管理 

・現在、観光施設・駐車場等の指定管理を実施しているのは 9％（4 組織）であり、88％

（38 組織）はもともと実施していない。 

・ほとんどの組織では指定管理者制度による影響はないが、管理対象が減少・消滅し

た組織も 1 組織みられた。 
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もともと実施してい

ない 88%

実施中 9%

以前実施していた

が今はない 2%

【観光施設・駐車場等の指定管理】

（N=43）

 

指定管理者制度

の影響なし 67%

管理対象が減少･

消滅 2%

(空白) 30%

【指定管理者制度後の動向】

（N=43）

 

 

 

（３）組織が取り組んでいる事業全般について 

①2010（平成 22）年度の取り組み事業 

・2010（平成 22）年度の取り組み事業は、国内プロモーション等に関する「観光情報

媒体作成・配布」（100％・43 組織）や「セールス」（93％・40 組織）、海外プロモ

ーション等に関する「セールス」（86％・37 組織）に取り組んでいる組織がほとん

どである。 

・その他、「観光案内・ランドオペレーター」「接遇スタッフ・ガイド等研修」（ともに

84％・36 組織）や「広域連携」（81％・35 組織）にも約 8 割が取り組んでいる。 

 

②今後取り組みたい事業（特に重点をおく事業） 

・今後取り組みたい事業は、上位については 2010（平成 22）年度の取り組み事業とほ

ぼ同様の事業が挙げられ、継続して取り組むところが多い。今後取り組む組織数が

2010（平成 22）年度を上回る事業には、「観光地経営・リーダー養成」（20→23 組

織）、「フィルムコミッション」（13→15 組織）などがあり、新規に取り組む組織が

みられる。 

・今後、特に重点をおく事業として、観光キャンペーン・ＤＣといった国内プロモー

ション等に関する「セールス」（53％・23 組織）や「観光情報媒体作成・配布」（51％・
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22 組織）、海外プロモーション等に関する「セールス」（40％・17 組織）が上位を

占めているが、その他にも、「旅行商品企画・流通促進」「教育旅行誘致」（ともに

30％・13 組織）が多く挙げられ、今後の事業展開が期待される分野となっている。 

・一例として、岐阜県観光連盟ではこれまでの「情報発信」から観光商品を「売る」

ことに軸足を移し、宿泊商品・着地型旅行商品を事業者と協働で造成し、キャンペ

ーンや商談会で販売促進を図るほか、飛騨・美濃観光名古屋センターを観光商品販

売拠点として活用するとしている。 

・また、奈良県ビジターズビューローにおいては、すでに着地型旅行商品の企画・流

通促進に取り組んできているが、より「積極的な誘客」を目指して旅行会社等での

商品化を働きかけるプロモーション活動を推進するとしている。 

5%

21%

67%

23%

23%

60%

84%

70%

93%

100%

86%

70%

72%

42%

30%

47%

84%

74%

21%

19%

81%

72%

63%

7%

9%

12%

53%

23%

14%

60%

70%

56%

86%

88%

79%

67%

72%

40%

35%

53%

67%

60%

21%

19%

67%

49%

44%

9%

2%

0%

16%

5%

0%

30%

12%

7%

53%

51%

40%

21%

30%

7%

2%

14%

16%

0%

2%

2%

12%

5%

9%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

政策提言・戦略立案

マーケティング･各種調査

観光地域づくり基盤形成

観光施設の管理・運営

観光地美化・修景

旅行商品企画・流通促進

観光案内・ランドオペレーター

観光イベント

セールス

観光情報媒体作成・配付

セールス

観光情報媒体作成・配付

教育旅行誘致

ＭＩＣＥ誘致

フィルムコミッション

観光地経営・リーダー養成

接遇スタッフ・ガイド等研修

観光関係者表彰

農商工と連携・特産品開発

住民組織（ＮＰＯ）との連携

広域観光連携

刊行物・資料等の発行

会員の事業等の支援

その他

【組織の取り組み事業】

平成22年度

今後

今後（重点）

（N=43）

①政策提言・調査

②観光地域づくり

③旅行商品・

来訪者対応

④国内ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ等

⑤海外ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ等

⑥特定ターゲット誘致

等の取り組み

⑦人材育成

⑧連携・受入

体制づくり

⑨会員支援

⑩その他
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（４）旅行商品企画について 

①組織における旅行商品企画・販売の状況 

・65％（28 組織）が何らかの旅行商品企画を行っており、そのうち旅行商品の企画の

みという組織が 30％（13 組織）と多い。自ら旅行商品を企画・販売している組織

は 16％（茨城県観光物産協会、群馬県観光国際協会、神奈川県観光協会、やまなし

観光推進機構、福井県観光連盟、山口県観光連盟、高知県観光コンベンション協会

の 7 組織）であり、その全てが第 2 種旅行業登録を行っている。（なお、福岡県観

光連盟は第 3 種旅行業を取得して宿泊の手配業務を行っている。ツーリズムおおい

たは第 3種旅行業を取得したものの旅行商品の企画のみ実施している段階である。） 

30%

16%

2%

21%

35%

0% 10% 20% 30% 40%

旅行商品の企画のみ

自らが旅行会社として、旅行商品を企画・販売

現地手配のみ

その他

特に行っていない

【旅行商品企画・販売の状況】

（N=43）

 

 

②旅行商品企画・販売の取り組みによる効果 

・旅行商品企画・販売を行っている 28 組織に取り組みによる効果をたずねたところ、

「地域の観光事業の活性化につながっている」（71％・20組織）、「これまで未活用だ

った観光資源が活用されている」（68％・19 組織）といった効果が多く挙げられた。

組織の収益事業と評価しているのは 1 組織のみである。旅行商品の販売によって経済

的な効果が生じるまでには至っていないところが多い。 

71%

68%

29%

4%

7%

14%

0% 20% 40% 60% 80%

地域の観光事業の活性化につながっている

これまで未活用だった観光資源が

活用されている

新たなマーケットが開拓されている

組織の収益事業となっている

その他

まだあまり効果があがっていない

【旅行商品企画・販売の取り組みによる効果】

（N=28）

※旅行商品企画・販売を

行っている組織のみ回答

 

 

③今後、旅行業登録を行う（または種別を変更する）予定 
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・56％（24 組織）は「登録（変更）の予定はない」としているが、12％（5 組織）は

「将来的には旅行業登録したい」としている。「その他」として、今後検討したい

との意向も 6 組織でみられた。 

登録（変更）の予

定はない 56%

将来的には登録

（変更）したい 12%

その他 14%

(空白) 19%

【今後、旅行業登録を行う（または種別を変更する）予定】

（N=43）

 

 

④旅行商品企画・販売に関する課題 

・旅行商品企画・販売に関する課題として、「中心的に取り組む人材が不足」が 35％

（15 組織）と最も多い。次いで、「販売チャンネルが不足」（26％・11 組織）、「効

果的な商品開発が困難」（23％・10 組織）が挙げられ、専門的な人材やノウハウ等

が不足している状況がうかがえる。「その他」としては、「情報発信に特化しており

商品企画までは行う予定がない」「実施体制の整備」「旅行の専門知識を持つ人材が

不足」「専属職員の不足による継続性」など、組織内部の取り組み体制に課題を抱

える組織が多く見られた。 

35%

26%

23%

23%

0% 10% 20% 30% 40%

中心的に取り組む人材が不足

販売チャンネルが不足

効果的な商品開発が困難

その他

【旅行商品企画・販売に関する課題】

（N=43）

 

 

⑤旅行商品企画・販売に関して必要な支援 

・旅行商品企画・販売に関して必要な支援として、「旅行商品開発とマーケティング等

に関するノウハウの普及・啓発」（42％・18 組織）、「旅行会社等販売チャンネルの

紹介」（33％・14 組織）、「共同商談会等の開催」（28％・12 組織）などが挙げられ

ている。 
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42%

33%

28%

9%

2%

0%

23%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

旅行商品開発とマーケティング等に関する

ノウハウの普及・啓発

旅行会社等販売チャンネルの紹介

共同商談会等の開催

旅行業登録の意義や登録ノウハウの普及・啓発

旅行商品を企画できる

旅行業務取扱管理者有資格者の紹介

その他

特にない

【旅行商品企画・販売に関して必要な支援】

（N=43）

 

 

 

（５）インバウンド関連事業について 

①国・地域（上位３位） 

・現在取り組んでいるターゲットについては、台湾（72％・31 組織）、中国（65％・

28 組織）、韓国（65％・28 組織）が多い。 

・今後、取り組んでいくターゲットについては、台湾、中国、韓国と並んで、シンガ

ポール（28％・12 組織）、タイ（26％・11 組織）などの東南アジアも多く挙げられ

ている。 

72%

65%

65%

21%

2%

2%

2%

2%

0%

0%

35%

30%

33%

12%

26%

28%

5%

9%

7%

7%

0% 20% 40% 60% 80%

台湾

韓国

中国

香港

タイ

シンガポール

ロシア

欧米

マレーシア

オーストラリア

【国・地域（上位３位）】

現在

今後

（N=43）

 

 

②今後取り組んでいく予定のインバウンド事業（特に重点をおく事業） 

・今後取り組んでいく予定のインバウンド事業は、「海外プロモーション・セールス」

に関する各種事業は概ね半数以上の組織が取り組んでいく予定であり、特に「海外

での商談」（74％・32 組織）を挙げる組織が多い。また、「海外プロモーション及び
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旅行者への観光情報媒体作成」に関しては、「多言語ホームページによる情報提供」

（74％・32 組織）や「多言語パンフレット・マップ等の作成・配付」（70％・30 組

織）は多く挙げられているが、「案内所での外国語対応、その他訪日外国人旅行者

への情報提供」や「外国語案内表示・標識等の整備」に取り組む組織は 3 割前後で

ある。「受け入れ体制づくり」に取り組む組織も比較的少ない。 

・特に重点をおく事業は、「海外のマスコミ・旅行会社招聘」（30％・13 組織）、「海外

へのミッション派遣」「海外での商談」（ともに 19％・8 組織）が多い。 

56%

58%

74%

65%

51%

9%

2%

70%

74%

33%

28%

5%

9%

37%

14%

19%

5%

19%

30%

7%

0%

2%

5%

12%

2%

0%

0%

0%

7%

2%

0% 20% 40% 60% 80%

海外へのミッション派遣

海外での旅行博等への参加・説明会

海外での商談

海外のマスコミ・旅行会社招聘

海外向け広告宣伝

（海外のマスコミ・雑誌等の活用）

海外での物産展・物産販売

その他

多言語パンフレット・マップ等の

作成・配付

多言語ホームページによる

情報提供

案内所での外国語対応 その他

訪日外国人旅行者への情報提供

外国語案内表示・標識等の整備

その他

通訳案内士・ガイド等の

組織化・手配

観光事業者への指導・相談

その他

【今後取り組んでいく予定のインバウンド事業】

今後

重点

（N=43）

海外プロモーション・

セールス

海外プロモーション

及び旅行者への

観光情報媒体作成

受け入れ体制づくり

 

 

③海外からの誘致についての考え（海外からの教育旅行、海外のＭＩＣＥ、海外映画･

ドラマ等のロケ） 

・海外からの教育旅行の誘致は、有望と考える組織が 60％（26 組織）と最も多い。海

外のＭＩＣＥの誘致は 42％（18 組織）、海外映画・ドラマ等のロケの誘致は 40％（17

組織）が有望と考えているが、いずれも約３割はわからないと回答している。 
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60%

42%

40%

12%

12%

16%

16%

33%

33%

12%

14%

12%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

海外からの教育旅行

海外のＭＩＣＥ

海外映画･ドラマ等のロケ

【海外からの誘致についての考え】

有望 可能性少ない わからない (空白)（N=43）

 

④インバウンド事業に関する地域との連携 

・インバウンド事業に関して、77％（33 組織）が広域観光推進組織や他の都道府県と

連携している。国際観光テーマ地区で連携している組織も 19％（8 組織）を占める。 

77%

19%

9%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

広域観光推進組織や他の都道府県

国際観光テーマ地区

観光圏

他の地域と連携して取り組んでいない

【インバウンド事業に関する地域との連携】

（N=43）

 

⑤インバウンド事業に関する課題 

・インバウンド事業に関する課題として、「事業費が過大（予算不足）」（53％・23 組

織）を挙げる組織が最も多く、費用対効果が問われている状況がみられる。次いで

「専門的に関われる人材不足」（37％・16 組織）が多く挙げられた。 

53%

37%

21%

21%

14%

14%

16%

7%

0% 20% 40% 60%

事業費が過大（予算不足）

専門的に関われる人材不足

海外旅行会社等とのコネクション不足

他の主体・地域との連携不足

ノウハウ不足

手間や費用がかかるわりには効果があがらない

その他

特になし

【インバウンド事業に関する課題】

（N=43）

 

 

⑥インバウンド事業に関して必要な支援 

・インバウンド事業に関して必要な支援として、「現地でのプロモーション支援」

（47％・20 組織）や「共同プロモーション」（44％・19 組織）といったプロモーシ

ョン支援が多く挙げられた。また、「インバウンド事業に関するノウハウの普及・
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啓発」（42％・18 組織）なども期待されている。 

47%

44%

42%

19%

16%

7%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

現地でのプロモーション支援

共同プロモーション

（共同宣伝、共同商談会の開催等）

インバウンド事業に関するノウハウの普及･啓発

海外旅行会社等の紹介

インバウンド事業の専門人材の派遣･紹介

地域連携の仲介

その他

【インバウンド事業に関して必要な支援】

（N=43）

 

 

 

（６）人材育成事業について 

①観光産業において必要と考える人材（特に重点をおくべき人材） 

・観光産業において必要と考える人材として、「観光地全体の経営・リーダー」（84％・

36 組織）が最も多く、次いで「旅行業に関わる専門人材」「ガイド・インストラク

ター」（いずれも 60％・26 組織）などが多く挙げられている。 

・特に重点をおいて育成を図るべき人材についても、同様の項目が多く挙げられてい

る。 

84%

60%

60%

42%

35%

26%

23%

21%

21%

5%

40%

23%

26%

14%

9%

12%

5%

2%

2%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

観光地全体の経営・リーダー

旅行業に関わる専門人材

ガイド・インストラクター等

宿泊施設・料飲施設等の現場スタッフ

タクシー・バス等の乗務員

宿泊施設・料飲施設等の経営者

通訳（通訳案内士含む）

宿泊施設・料飲施設等の管理職

一般市民

その他

【観光産業において必要な人材】

必要な人材

重点をおく人材

（N=43）

 

 

 

②観光人材育成について今後行っていく予定の取り組み 

・観光人材育成について今後行っていく予定の取り組みとして、「研修プログラム・セ
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ミナーの開催、参加支援（１～数週間程度）」（60％・26 組織）や「講演会の開催（１

～２日程度）」（58％・25 組織）が多い。次いで、「各観光地へ講師・アドバイザー

の派遣」（33％・14 組織）が多いことが特徴的である。 

60%

58%

33%

14%

2%

2%

5%

7%

0% 20% 40% 60% 80%

研修プログラム・セミナーの開催、参加支援

（１～数週間程度）

講演会の開催（１～２日程度）

各観光地へ講師・アドバイザーの派遣

実地研修・インターンシップ等の実施・支援

手引書等のテキストの作成・配付

不足している観光人材の斡旋・紹介

その他

特になし

【人材育成について今後行っていく予定の取り組み】

（N=43）

 

 

③人材育成に関する課題 

・人材育成に関する課題として、「講師やアドバイザー・研修先等の特定や確保が困難」

（37％・16 組織）や、「どのような講演、研修プログラム、セミナーにしたらよい

かノウハウが不足」（26％・11 組織）が多く挙げられ、研修・講演会等の企画に苦

慮している状況がうかがえる。また、「人材育成しても、活躍の場がない」（19％・

8 組織）との課題も比較的多い。 

37%

26%

19%

12%

9%

16%

2%

0% 10% 20% 30% 40%

講師やアドバイザー、研修先等の

特定や確保が困難

どのような講演、研修プログラム、セミナーに

したらよいかノウハウが不足

人材育成しても、活躍の場がない

人材育成事業を企画・開催しても、

参加者が集まらない

手間や費用がかかるわりには、

効果があがらない

その他

課題はない

【人材育成に関する課題】

（N=43）

 

 

④人材育成に関して必要な支援 

・人材育成に関して必要な支援として、「人材育成のための講師やアドバイザー等の紹

介・派遣」（58％・25 組織）、「研修プログラム、セミナー等の共同開催・開催指導」

（47％・20 組織）、「研修プログラム、セミナー等のモデルプログラムや教材の開発」
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（42％・18 組織）などが挙げられている。 

58%

47%

42%

2%

9%

9%

0% 20% 40% 60% 80%

人材育成のための講師やｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ等の

紹介・派遣

研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、ｾﾐﾅｰ等の共同開催・開催指導

研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、ｾﾐﾅｰ等のﾓﾃﾞﾙﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑや教材の

開発

不足している人材の斡旋・紹介

その他

特になし

【人材育成に関して必要な支援】

（N=43）

 

 

 

（７）組織上の課題について 

①組織上の課題 

・組織上の課題として、「予算不足」（60％・26 組織）を挙げる組織が最も多い。次い

で、約半数の組織が「会費や補助金等への依存体質」（49％・21 組織）を課題に挙

げている。補助金等に依存した運営のため厳しい財政状況の中で予算不足となって

いる組織も多いと考えられる。 

60%

49%

37%

33%

16%

9%

12%

5%

0% 20% 40% 60% 80%

予算不足

会費や補助金（助成金）等への依存体質

行政と民間事業者、あるいは国と市町村との

間で、役割が曖昧

人材不足

事業の“選択・集中”の必要性と、

会員への平等性への配慮とのジレンマ

ノウハウの不足

その他

特になし

【組織上の課題】

（N=43）
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ここでは、前述した都府県観光協会等へのアンケート調査回答結果、および各組織の

総会資料等に基づき、組織毎に組織運営と事業の実態を整理した。 

 

■総会資料の中で参考にした資料項目 

○2009（平成 21）年度事業報告 

○2009（平成 21）年度収支決算書 

○2010（平成 22）年度予算書 

 

 

 

 

３－２ 都府県観光協会等の組織運営と事業の実態 ～組織別実態～ 



青森県 
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○組織・事務所概要 

・2009（平成 21）年 4 月に、社団法人青森県産業振興協会および青森県大規模観光キャ

ンペーン推進協議会との合併により官民の力を統合・結集した新たな組織となった。 

 (2011 年 3 月末日時点) 

組織の法人形態： 役員数： 職員数： 会員数： 

社団法人（新公益法

人制度移行前） 

専従 2 名 

兼務 －(理事含まず) 

専従 55 名 

兼務  5 名 

正会員       262 組織 

賛助会員・準会員等 － 

出先機関名称： 所在地： 職員数： 主な業務内容： 

青森県東京観光案内所 東京都千代田区 3 名 観光案内等 

北東北三県・北海道ソウル事務所 韓国ソウル市 他県職員兼務 1名 情報発信等 

注）2010 年 5 月 31 日時点の会員数：259 組織 

内訳：県 1、市町村 40、市町村観光協会等 15、各種団体・業界 203 

 

○収支の概要 

〔事業総額および収支構成等〕 

・観光振興会計、キャンペーン会計、青森県観光物産館管理運営事業会計（以下、アス

パム会計）、青森県観光物産館駐車場管理等運営事業会計（以下、駐車場会計）の合

計の予算規模は 9.3 億円（2009 年度） 

・収益事業が収入の３割強を占める。 

〔収益事業〕 

・アスパム会計の事業収入が 295.8 百万円、駐車場会計の事業収入が 46.4 百万円とな

っている。アスパム会計の事業収入として、賃貸料収入（161.3 百万円）、共益費収入

（49.4 百万円）、地場産品収入（44.4 百万円）などがある。 

 

〔収支構成〕 

金額(千円) 比率 金額 増減

51,780      5.6% 54,350     2,570     会費負担金含む

123,298     13.2% 127,526    4,228     

73,197      7.9% 82,516     9,319     

342,178     36.7% 332,272    -9,906    

169,273     18.2% 526,071    356,798   

172,470     18.5% 401,151    228,681   基本財産運用収入､寄付金含

932,196     100.0% 1,523,886  591,690   

事業費 756,041     86.8% 1,384,626  628,585   

情報収集･発信 0.0% -         

インバウンド 0.0% -         

114,501     13.2% 121,914    7,413     

0.0% -         

870,542     100.0% 1,506,540  635,998   

その他

合計

雑収入

合計

一般管理費

2009(平成21)年度決算 2010(平成22)年度予算
項目

負担(分担)金

会費

補助金

委託金

収益事業

備　　　考

収入

支出

 

社団法人青森県観光連盟 



青森県 
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○2009（平成 21）年度の事業概要・特徴 

・2009（平成 21）年度は、2010（平成 22）年 12 月の東北新幹線全線開業を見据え、青

森県観光物産館アスパムの情報発信機能の強化や魅力向上策を進めるなど機能強化

を図っている。 

・東北新幹線全線開業に向けて、青森県および青森県新幹線開業対策推進本部と連携し、

各種キャンペーンやＰＲ活動を展開している。 

・インバウンドについては、韓国や台湾を重点市場と位置づけ、積極的な誘客活動を実

施しているほか、県のふるさと雇用再生特別対策事業を活用して、語学堪能な国際観

光サポートコーディネーター、アドバイザーを配置し、受入体制の整備を図っている。 

 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業・今後の重点事業 

 

事業区分 事業項目 
平成 22 年度の 

取り組み事業 

今後取り組みたい事業

（重点事業◎） 

①政策提言・調査 政策提言・戦略立案   

マーケティング･各種調査 ○  

②観光地域づくり 観光地域づくり基盤形成 ○ ◎ 

観光施設の管理・運営 ○ ◎ 

観光地美化・修景 ○  

③旅行商品・来訪者対応 旅行商品企画・流通促進 ○ ◎ 

観光案内・ランドオペレーター ○  

観光イベント ○  

④国内プロモーション等 セールス ○ ◎ 

観光情報媒体作成・配付 ○  

⑤海外プロモーション等 セールス ○ ◎ 

観光情報媒体作成・配付 ○  

⑥特定ターゲット誘致等

の取り組み 

教育旅行誘致 ○  

ＭＩＣＥ誘致 ○  

フィルムコミッション   

⑦人材育成 観光地経営・リーダー養成   

接遇スタッフ・ガイド等研修 ○  

観光関係者表彰   

⑧連携・受入体制づくり 農商工と連携・特産品開発   

住民組織（ＮＰＯ）との連携   

広域観光連携   

⑨会員支援 刊行物・資料等の発行   

会員の事業等の支援   

⑩その他 その他   
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〔2009（平成 21）年度事業概要シート〕 

観光地美化・修景

旅行商品造成・流通促進

観光イベント

セールス（宣伝､説明会･商談､
関係者招聘等）

ランドオペレーター･観光案内

政策提言･戦略立案

マーケティング・各種調査

観光地域づくり基盤形成

観光施設の管理・運営

会員の事業等の支援

観光関係者表彰

農商工と連携・特産品開発

観光地経営・リーダー養成

住民組織（ＮＰＯ）との連携

接遇スタッフ・ガイド等研修

人材育成事業

観光情報媒体作成･発信

⑥特定
ターゲッ

ト誘致

⑨会員
支援

着地型旅行商品造成

教育旅行誘致

フィルムコミッション

広域観光連携

刊行物・資料等の発行

ＭＩＣＥ誘致

事
業
概
要

収益事業

⑦人材
育成

⑧連携
・受入

体制

づくり

①政策
提言等

②観光
地域

づくり

③旅行
商品等

 ⑩その他

⑤海外
プロモ

ーション

備　　　　　考

事
業
詳
細

主な収益事業はなし

国際観光サポート事業（観光地外国語表記整備）（※１）

青森県観光物産館アスパム管理運営（各種展示コーナー・館内テナント・会議室等の運営、パノラ
マ映画更新等）

青森県観光物産館アスパム駐車場管理運営

「青森県地場セレクト」運営（地場産品の紹介・販売）

クリーン大作戦の開催（県内各地、参加人数約10万人）

インバウンド事業

※１　国際観光サポート事業・・・・・語学に堪能な人材4名（コーディネーター1名、アドバイザー3
名）を配置し、外国人観光客の受入体制を整備

　○外国人受入セミナーの開催（9市町村31回）

　○観光地の施設等の外国語表記にかかる助言（9市町村62件）

　○県や市町村のインバウンド事業における通訳・翻訳の支援（28件）

※２　韓国人観光客誘致拡大・・・・・主力商品販売対策（ゴルフファムツアー、スキーファムツ

アー）、閑散期販売対策（青森旅行商品テレビショッピングへの支援）、教育旅行誘致（中国・韓国

訪日教育旅行関係者意見交換会への参加）

※３　国際観光客誘客促進・・・・・

　〔韓国対策〕青森・ソウル線を利用した旅行商品造成の経費支援、観光資源検証・情報発信のた

めの韓国人専門家招聘、韓国全国紙への春季観光イメージ広告掲載等

　〔台湾・香港対策〕観光アドバイザーによるセミナー開催、台湾での観光プロモーション、台湾冬

期誘客支援（県産品提供）等

国際観光サポート事業（外国人受入セミナー開催）（※１）
観光ボランティアガイド県大会の開催

コンベンション誘致専門部会の開催、コンベンション開催費助成、コンベンション誘致活動（ＰＲ
リーフレット作成等）、コンベンション誘致環境等についての調査

北東北三県観光立県推進協議会
東北観光推進機構

④国内
プロモ

ーション

国際観光サポート事業（県や市町村のインバウンド事業において通訳・翻訳の支援）（※１）

観光案内所の運営（青森県観光総合案内所、東京観光案内所、青森空港総合案内所、青森県ミ
ニ観光案内所ネットワーク事業）

観光情報媒体作成･発信

「あおもり紀行ガイドブック」制作
青森県観光情報サイト「アプティネット」「あおもり観光サーベイネット」の運営

観光写真ポジフィルムライブラリー整備

教育旅行専門部会の開催、教育旅行誘致資料等の作成、教育旅行実施状況調査の実施、学校関
係者・旅行エージェントへの情報提供、教育旅行誘致広告の掲載

青森県郷土芸能フェスティバルの開催（青森県観光物産館）

東北新幹線全線開業に向けた大型観光キャンペーン推進（「とことん青森2010in原宿表参道」の
開催、首都圏等でのＪＲと連携したキャンペーン・広告宣伝、新幹線開業告知用のぼり・フラッグの

作成・配布）

「結集!! 青森力」協賛事業（協賛金を募り、県民向け広報活動や首都圏へのＰＲ等を実施）

青森デスティネーションキャンペーン推進（キャッチフレーズ作成、ガイドブック版下制作等）

首都圏等での観光宣伝（観光イベント等への参画、観光説明会開催、観光推進員配置等）

国際観光専門部会の開催
韓国人観光客誘致拡大（大韓航空・韓国旅行エージェント等とタイアップした誘客宣伝）（※２）

国際観光客誘客促進（韓国対策、台湾・香港対策）（※３）

「北東北三県・北海道ソウル事務所」運営への参画（商談会、共同プロモーション、イベント出展等）

ＰＲ画像作成・配布、韓国語による観光ポスターの制作・配布、ホームページ運営

セールス（宣伝､海外説明会･
商談､関係者招聘等）
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○組織・事務所概要 

・1964（昭和 39）年設立、2001（平成 13）年改称。 

 (2011 年 3 月末日時点) 

組織の法人形態： 役員数： 職員数： 会員数： 

財団法人（新公益法

人制度移行前） 

専従  1 名 

兼務 24 名 

専従 12 名 

兼務 － 

正会員       － 

賛助会員・準会員等 239 組織 

出先機関名称： 所在地： 職員数： 主な業務内容： 

なし    

注）2010 年度の会員数：243 組織 

内訳：県 1、市町村 34、市町村観光協会等 45、各種団体・業界 163 

 

○収支の概要 

〔事業総額および収支構成等〕 

・一般会計（観光振興事業会計）の予算規模は 1.3 億円（2009 年度） 

・2009（平成 21）年度の観光基盤整備事業清算特別会計については、2002（平成 14）

年度に事業廃止した観光施設建設譲渡事業の清算を完了し、本特別会計は 2009（平成

21）年 3 月 31 日をもって廃止された。 

・会費収入が収入の半分近くを占める。 

〔収益事業〕 

・一般会計の事業収入は 86 万円、推奨シール頒布代等の手数料収入である。 

 

〔収支構成〕 

金額(千円) 比率 金額 増減

58,118      45.7% 57,773    -345      

18,756      14.7% 16,865    -1,891    

31,896      25.1% 38,843    6,947     

863         0.7% 915       52        手数料収入

15,987      12.6% 13,883    -2,104    県業務移管特別負担金含む

1,631       1.3% 1,771     140       基本財産運用収入含む

127,251     100.0% 130,050   2,799     

事業費 97,986      72.5% 97,556    -430      

情報収集･発信 0.0% -         

インバウンド 0.0% -         

37,147      27.5% 35,565    -1,582    

0.0% 5,301     5,301     予備費、固定資産取得支出

135,133     100.0% 138,422   3,289     

備　　　考

収入

支出

2010(平成22)年度予算
項目

負担(分担)金

会費

補助金

委託金

収益事業

その他

合計

雑収入

合計

一般管理費

2009(平成21)年度決算

 

財団法人岩手県観光協会 
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○2009（平成 21）年度の事業概要・特徴 

・首都圏での観光誘致説明会の開催や「いわて・平泉観光キャンペーン」、ホームペー

ジでの積極的な情報発信などを行っている。 

・インバウンドについては、県や広域と連携して韓国や台湾などからの誘客促進を図っ

ている。 

・教育旅行誘致については、主要なターゲットである北海道（札幌市、函館市）および

東京都ならびに大阪府（岩手県県南広域振興局との共催）において説明会の開催等を

行っている。 

・人材育成については、観光施設等の従事者や観光関係団体の職員等を対象に、接遇や

観光知識に関する認定研修会を実施し、模範となる人材を「いわて観光おもてなしマ

イスター」として認定している。2007（平成 19）～2009（平成 21）年度に 126 名が

認定されている。 

 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業・今後の重点事業 

 

事業区分 事業項目 
平成 22 年度の 

取り組み事業 

今後取り組みたい事業

（重点事業◎） 

①政策提言・調査 政策提言・戦略立案   

マーケティング･各種調査   

②観光地域づくり 観光地域づくり基盤形成   

観光施設の管理・運営   

観光地美化・修景   

③旅行商品・来訪者対応 旅行商品企画・流通促進 ○ ◎ 

観光案内・ランドオペレーター ○ ○ 

観光イベント ○ ○ 

④国内プロモーション等 セールス ○ ◎ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ◎ 

⑤海外プロモーション等 セールス ○ ○ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ○ 

⑥特定ターゲット誘致等

の取り組み 

教育旅行誘致 ○ ◎ 

ＭＩＣＥ誘致   

フィルムコミッション   

⑦人材育成 観光地経営・リーダー養成 ○ ○ 

接遇スタッフ・ガイド等研修 ○ ◎ 

観光関係者表彰 ○ ○ 

⑧連携・受入体制づくり 農商工と連携・特産品開発 ○ ○ 

住民組織（ＮＰＯ）との連携   

広域観光連携 ○ ○ 

⑨会員支援 刊行物・資料等の発行   

会員の事業等の支援 ○ ○ 

⑩その他 その他   
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〔2009（平成 21）年度事業概要シート〕 

北海道・東京・大阪での教育旅行誘致説明会の開催、北海道の中学校訪問活動、教育旅行セミ
ナー開催、岩手教育旅行ガイドブック作成

各種イベントの後援・共催

新聞等のパブリシティ活用
首都圏等を対象とした広域観光キャンペーンへの支援

旅行エージェント対象の説明会（商談会）開催

マスコミ・エージェント招待

県外事務所の誘致宣伝事業等への支援

観光と物産展等の催事における情報発信

観光キャラクターによるイメージ情報発信

未知の奥・平泉観光振興事業（首都圏等トップセールス）

国際観光博への出展（東北ブロック広域観光振興事業推進協議会）
花巻空港国際チャーター便歓迎行事（中国語通訳配備）（※１）

県主催の台湾ミッション団への参加

北東北三県・北海道ソウル事務所の管理運営・観光商談会の実施

韓国トレッキング取材招請、韓国マスコミ招請

北東北観光センター（盛岡駅）運営、「Ｖ」案内所運営（嘱託職員1名配置）
東京案内所運営（※平成23年3月31日廃止、平成23年4月～県が運営）

協会内「いわて観光おもてなしセンター」管理運営（苦情等対応、観光相談、資料送付）

いわてのおもてなし推進事業（盛岡駅に観光サポーター配置）

観光情報媒体作成･発信

「おでんせ岩手観光マップガイド」等の作成
岩手県観光ポータルサイト「『こちら、岩手ナチュラル百貨店。』いわての旅」の管理運営

ＥＴＣ利用者誘客用リーフレットの作成

④国内
プロモ

ーション

「いわて観光おもてなしマイスター」育成（研修会実施、マイスター認定）（※２）
「いわて観光の日」事業（講演会の開催）

ボランティアガイド育成（岩手県観光ボランティアガイド連絡協議会への支援）

観光サービス研修事業（日本観光協会との共催）

岩手県地域限定通訳案内士対象の研修実施

観光業務優良従事者表彰

⑤海外
プロモ

ーション

セールス（宣伝､海外説明会･
商談､関係者招聘等）

外国語版観光案内図の作成
韓国語版観光ガイドブック・観光案内図作成

地域密着型観光人材育成研修（日本観光協会との共催）
訪日外国人誘客・受入研修（講演2回）

※２　「いわて観光おもてなしマイスター」育成・・・観光客等と接する機会の多い宿泊・観光・土産
品販売の施設の従事者や観光関係団体の職員等を対象に、接遇や観光知識に関する認定研修

会を実施し（41名受講）、模範となる人材を「いわて観光おもてなしマイスター」として36名認定

※１　花巻空港国際チャーター便歓迎行事・・・国際チャーター便（台湾、香港）の運航に対応し
て歓迎行事を実施（平成21年度運航回数36回、入国者数3，918人）

観光土産品の推奨

観光団体への負担金支出による事業支援

北東北三県観光立県推進協議会、北東北三県北海道合同事務所
東北観光推進機構

備　　　　　考

事
業
詳
細

主な収益事業はなし

岩手県観光統計概要の作成・取りまとめ（※平成22年度より県が実施）

旅行会社等から提案された新たな旅行商品造成の支援

インバウンド事業

事
業
概
要

収益事業

⑦人材
育成

⑧連携
・受入

体制

づくり

①政策
提言等

②観光
地域

づくり

③旅行
商品等

 ⑩その他

マーケティング・各種調査

人材育成事業

観光情報媒体作成･発信

⑥特定
ターゲッ

ト誘致

⑨会員
支援

着地型旅行商品造成

教育旅行誘致

広域観光連携

接遇スタッフ・ガイド等研修

観光地域づくり基盤形成

観光施設の管理・運営

観光地美化・修景

刊行物・資料等の発行

ＭＩＣＥ誘致

観光イベント

セールス（宣伝､説明会･商談､
関係者招聘等）

ランドオペレーター･観光案内

フィルムコミッション

会員の事業等の支援

観光関係者表彰

農商工と連携・特産品開発

観光地経営・リーダー養成

住民組織（ＮＰＯ）との連携

政策提言･戦略立案

旅行商品造成・流通促進
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○組織・事務所概要 

(2011 年 3 月末日時点) 

組織の法人形態： 役員数： 職員数： 会員数： 

社団法人（新公益法

人制度移行前） 

専従 － 

兼務 1 名(理事含まず) 

専従 11 名 

兼務  1 名 

正会員       149 組織 

賛助会員・準会員等  － 

出先機関名称： 所在地： 職員数： 主な業務内容： 

なし    

注）2010 年度の会員数：148 組織 

（第１種会員）市町村観光協会等 27 

（第２種会員）市町村 36、各種団体・業界 85 

・2011（平成 23）年の公益社団法人への移行を目指している。 

 

○収支の概要 

〔事業総額および収支構成等〕 

・一般会計・特別会計の合計の予算規模は 1.2 億円（2009 年度） 

・観光エコ活動推進事業（アサヒビール株式会社の社会貢献事業の一環として、寄付金

を財源として実施するもの）を特別会計にしている。 

・会費が収入の半分近くを占める。 

〔収益事業〕 

・収益事業として、仙台・宮城【伊達な旅】キャンペーン対応事業（観光ＰＲキャラク

ター「むすび丸」グッズの作成・配布）（事業収入 10.7 百万円）がある。 

 

〔収支構成〕 

金額(千円) 比率 金額 増減

55,704      45.1% 55,211    -493      

20,752      16.8% 24,339    3,587     県受託収入含む

2,489       2.0% 2,370     -119      

31,048      25.2% 19,272    -11,776   特定資産利息収入含む

2,231       1.8% 2,060     -171      

11,178      9.1% 10,060    -1,118    寄付金収入含む

123,402     100.0% 113,312   -10,090   運営準備金収入除く

事業費 91,726      84.8% 104,381   12,655    

情報収集･発信 43,319      40.1% 36,160    -7,159    

インバウンド 0.0% -         

16,416      15.2% 17,175    759       

0.0% -         

108,142     100.0% 121,556   13,414    運営準備金支出除く

その他

合計

雑収入

合計

一般管理費

2009(平成21)年度決算 2010(平成22)年度予算
項目

負担(分担)金

会費

補助金

委託金

収益事業

備　　　考

収入

支出
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○2009（平成 21）年度の事業概要・特徴 

・仙台・宮城【伊達な旅】キャンペーンを推進する県関係機関との連携により、情報発

信等を実施している。 

・旅行商品開発の支援については、テーマ性が高い旅行商品開発の促進を図るため、地

域等と連携しモデル旅行の企画を開発し、旅行会社等に提案するとともに支援を行っ

ている。 

・人材育成については、観光関係従事者を対象とするおもてなし講習会を、仙台・宮城

【伊達な旅】キャンペーン推進協議会及び地域関係団体と共同で実施している。 

 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業・今後の重点事業 

 

事業区分 事業項目 
平成 22 年度の 

取り組み事業 

今後取り組みたい事業

（重点事業◎） 

①政策提言・調査 政策提言・戦略立案   

マーケティング･各種調査   

②観光地域づくり 観光地域づくり基盤形成 ○ ○ 

観光施設の管理・運営   

観光地美化・修景   

③旅行商品・来訪者対応 旅行商品企画・流通促進 ○ ○ 

観光案内・ランドオペレーター ○ ○ 

観光イベント ○ ○ 

④国内プロモーション等 セールス ○ ○ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ○ 

⑤海外プロモーション等 セールス ○ ○ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ○ 

⑥特定ターゲット誘致等

の取り組み 

教育旅行誘致 ○ ○ 

ＭＩＣＥ誘致   

フィルムコミッション ○ ○ 

⑦人材育成 観光地経営・リーダー養成 ○ ○ 

接遇スタッフ・ガイド等研修 ○ ○ 

観光関係者表彰 ○ ○ 

⑧連携・受入体制づくり 農商工と連携・特産品開発   

住民組織（ＮＰＯ）との連携   

広域観光連携 ○ ○ 

⑨会員支援 刊行物・資料等の発行 ○ ○ 

会員の事業等の支援 ○ ○ 

⑩その他 その他※  ◎ 

※具体的に：震災復興に向けた取組 
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〔2009（平成 21）年度事業概要シート〕 

観光情報発信センター（県庁舎内）の運営

観光情報媒体作成･発信

「ウェルカムみやぎ観光ガイドブック」、「みやぎＥＶＥＮＴ JOY」、「みやぎ観光マップ」、観光カレン
ダー発行

ホームページ「宮城まるごと探訪」運営

観光写真ライブラリー運営管理

地域自慢の料理を集約したパンフレット・ウェブサイト改訂版の作成

地域イベントへの協賛・後援

高速道路利用料金の割引対応キャンペーン（地場産品等が当たる携帯を活用したスタンプラ
リー）

「宮城のお宿キャンペーン」（県内宿泊施設のペア宿泊券等が当たるキャンペーン）

「泊まって当ててネふた旅みやぎ」キャンペーン（旅行会社と共同で県産品が当たる宿泊キャン

ペーン）

旅行会社対象の栗原観光施設等視察の実施

各種観光展等への参加

県内広域県団体等の観光客誘致宣伝事業等への支援

観光キャラバン・マスコミ招請・旅行会社現地研修

冬季スキー客誘客宣伝、イベント支援

「宮城県観光の夕べ」開催（仙台金融経済懇話会会員に観光情報を提供、サポーター化）

仙台・宮城【伊達な旅】キャンペーン対応事業（キャンペーン推進協議会への職員派遣、観光ＰＲ

キャラクター「むすび丸」グッズの作成・配布、告知）

セールス（宣伝､海外説明会･
商談､関係者招聘等）

④国内
プロモ

ーション

※２　人材育成セミナー等の実施・・・・・２回（みやぎ景観フォーラム、観光コンベンションセミ
ナー）

※３　地域別・業種別おもてなし講習会の開催・・・・・10回、各回受講者25～100名

※１　旅行商品開発の支援・・・・・６企画
（栗原地域の復興支援対応の旅行企画、仙台・宮城【伊達な旅】キャンペーン対応の旅行企画、

インバウンド対応（韓国）の旅行企画など）

人材育成セミナー等の実施（※２）

地域別・業種別おもてなし講習会の開催（地域関係団体等と共同実施）（※３）

観光功労者の表彰

東北観光推進機構

備　　　　　考

事
業
詳
細

仙台・宮城【伊達な旅】キャンペーン対応事業（観光ＰＲキャラクター「むすび丸」
グッズの作成・配布）

企画専門委員会の開催（地域・各種業界で構成、重点事業等について協議）

観光振興調査・整備（県内のイベント情報及び観光・宿泊施設等の基礎資料を調査・整備）

新観光事業開発の推進（地域・業界が実施する新たな公益観光事業への支援）

観光エコ活動推進事業（アサヒビール寄付金を財源として団体等への支援を実施）

旅行商品開発の支援（地域等と連携しモデル旅行企画を開発、旅行会社に提案・開発支援）（※
１）

インバウンド事業

事
業
概
要

収益事業

⑦人材
育成

⑧連携
・受入

体制

づくり

①政策
提言等

②観光
地域

づくり

③旅行
商品等

 ⑩その他

⑤海外
プロモ

ーション

人材育成事業

観光情報媒体作成･発信

⑥特定
ターゲッ

ト誘致

⑨会員
支援

着地型旅行商品造成

教育旅行誘致

フィルムコミッション

広域観光連携

刊行物・資料等の発行

ＭＩＣＥ誘致

会員の事業等の支援

観光関係者表彰

農商工と連携・特産品開発

観光地経営・リーダー養成

住民組織（ＮＰＯ）との連携

接遇スタッフ・ガイド等研修

観光地美化・修景

旅行商品造成・流通促進

観光イベント

セールス（宣伝､説明会･商談､
関係者招聘等）

ランドオペレーター･観光案内

政策提言･戦略立案

マーケティング・各種調査

観光地域づくり基盤形成

観光施設の管理・運営
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○組織・事務所概要 

・1992（平成 4）年 7 月設立。 

 (2011 年 3 月末日時点) 

組織の法人形態： 役員数： 職員数： 会員数： 

社団法人（新公益法

人制度移行前） 

専従  1 名 

兼務 32 名 

専従 5 名 

兼務 － 

正会員       325 組織 

賛助会員・準会員等 425 組織 

出先機関名称： 所在地： 職員数： 主な業務内容： 

なし    

注）2010 年 5 月 25 日時点の会員数（正会員）：306 組織 

内訳：市町村 25、市町村観光協会 37、各種団体・業界 269 

 

○収支の概要 

〔事業総額および収支構成等〕 

・一般会計の予算規模は 1.5 億円（2009 年度） 

・特別会計は退職給与積立金のため含めていない。 

・県等からの受託金が収入の６割強を占める。 

〔収益事業〕 

・独自の収益事業をあげるための固定資産は保有していない。 

 

〔収支構成〕 

金額(千円) 比率 金額 増減

27,025      17.4% 26,764    -261      

26,286      16.9% 24,550    -1,736    県補助金、民間助成金

101,707     65.5% 51,056    -50,651   

255         0.2% -         -255      

0.0% -         

9           0.0% 50        41        

155,282     100.0% 102,420   -52,862   

事業費 138,859     89.1% 86,371    -52,488   

情報収集･発信 0.0% -         

インバウンド 76,227      48.9% 38,346    -37,881   

16,929      10.9% 20,690    3,761     

0.0% -         

155,788     100.0% 107,061   -48,727   

備　　　考

収入

支出

2010(平成22)年度予算
項目

負担(分担)金

会費

補助金

委託金

収益事業

その他

合計

雑収入

合計

一般管理費

2009(平成21)年度決算
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○2009（平成 21）年度の事業概要・特徴 

・組織強化事業として、観光協会合同会議、地域別懇談会、訪日観光客誘客委員会、教

育旅行誘致委員会を開催し、説明や講演、情報交換を行っている。 

・県からの受託事業の中でも、韓国、台湾を主なターゲットとする海外プロモーション

に力を入れている。連盟としても、単独あるいは広域組織と連携しながら、韓国、台

湾等からの誘客対策事業を行っている。 

・旅行商品企画・造成については、県内各地でのモニターツアーの実施やニューツーリ

ズムの取組みへの支援のほか、県からの受託事業として旅行商品造成支援事業を実施

している。 

 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業・今後の重点事業 

 

事業区分 事業項目 
平成 22 年度の 

取り組み事業 

今後取り組みたい事業

（重点事業◎） 

①政策提言・調査 政策提言・戦略立案   

マーケティング･各種調査 ○ ○ 

②観光地域づくり 観光地域づくり基盤形成 ○ ○ 

観光施設の管理・運営   

観光地美化・修景   

③旅行商品・来訪者対応 旅行商品企画・流通促進   

観光案内・ランドオペレーター   

観光イベント ○ ○ 

④国内プロモーション等 セールス ○ ○ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ○ 

⑤海外プロモーション等 セールス ○ ○ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ○ 

⑥特定ターゲット誘致等

の取り組み 

教育旅行誘致 ○ ○ 

ＭＩＣＥ誘致   

フィルムコミッション   

⑦人材育成 観光地経営・リーダー養成 ○ ○ 

接遇スタッフ・ガイド等研修 ○ ○ 

観光関係者表彰   

⑧連携・受入体制づくり 農商工と連携・特産品開発 ○ ○ 

住民組織（ＮＰＯ）との連携   

広域観光連携 ○ ○ 

⑨会員支援 刊行物・資料等の発行 ○ ○ 

会員の事業等の支援 ○ ○ 

⑩その他 その他   
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〔2009（平成 21）年度事業概要シート〕 

教育旅行誘致委員会の開催
北海道、首都圏、関西地区での誘致（教育旅行情報交換会への参加、キャラバンの実施等）

秋田県教育旅行総合パンフレットの作成

Ｂ級ご当地グルメin横手の開催

各団体の観光キャンペーン支援
「こころもあったまる冬の秋田路キャンペーン」の県・ＪＲとの共同実施

首都圏、大阪圏・名古屋、仙台圏での誘客（観光ＰＲ、旅行会社訪問、エージェント現地研修等）

秋田メディアトリップの実施

雑誌広告掲載、マスコミ取材への助成

「韓国テレビドラマアイリス」活用の観光ＰＲ（プレスリリース、プレスツアーの実施）

物産展等への協力・情報発信

訪日観光客誘客委員会の開催
韓国、台湾等からの誘客（国際旅行博等への参加、旅行会社訪問セールス等）（※３）

ソウル事務所運営、韓国現地コーディネーター設置、韓国共同プロモーション

台湾集中宣伝事業、台湾チャーター便誘致促進

香港・中国旅行市場開拓

観光情報媒体作成･発信
「秋田おんど」発行、観光宣伝資料の作成
「韓国テレビドラマアイリス」ロケ地マップ作成

④国内
プロモ

ーション

「観光サービス研修会」「観光業務従事者接遇向上研修会」の開催（各1回）
中国語研修会

⑤海外
プロモ

ーション

セールス（宣伝､海外説明会･
商談､関係者招聘等）

韓国向けポスター「Yokoso Akita」作成・配布

「地域の魅力を活かす観光振興セミナー」の開催（1回）

※１　花まるっモニターツアー推進事業・・・・・11回開催、各回18～45名参加
※２　ニューツーリズムへの取組みに対する支援・・・・・仙北市のヘルスツーリズム商品造成への

サポート

※３　韓国、台湾等からの誘客・・・・・
　［韓国］北東北3県・北海道観光商談会2回、旅行会社訪問セールス2回、ポスター300枚

　［台湾］東北プロモーションin台湾、台北国際旅行博、旅行会社訪問セールス2回

　［その他］香港国際旅行展、東北・栃木観光フェアin香港／広東省、香港旅行エージェント訪問2

回

あきた食・農・観光ＰＲイベント開催

組織強化事業（観光協会合同会議、地域別懇談会の開催等）

北前船寄港地フォーラムへの協力・支援
国内プロモーション：北東北三県合同事務所（北海道、名古屋、大阪）、東北観光推進機構

海外プロモーション：北東北三県観光立県推進協議会、北東北三県・北海道ソウル事務所、東北

ブロック広域観光進行事業推進協議会、東北観光推進機構

備　　　　　考

事
業
詳
細

主な収益事業はなし

秋田県観光統計事業

花まるっモニターツアー推進事業（※１）
ニューツーリズムへの取組みに対する支援（※２）

旅行商品造成支援事業、秋田泊旅行商品造成支援事業

インバウンド事業

事
業
概
要

収益事業

⑦人材
育成

⑧連携
・受入

体制

づくり

①政策
提言等

②観光
地域

づくり

③旅行
商品等

 ⑩その他

マーケティング・各種調査

人材育成事業

観光情報媒体作成･発信

⑥特定
ターゲッ

ト誘致

⑨会員
支援

着地型旅行商品造成

教育旅行誘致

広域観光連携

接遇スタッフ・ガイド等研修

観光地域づくり基盤形成

観光施設の管理・運営

観光地美化・修景

刊行物・資料等の発行

ＭＩＣＥ誘致

観光イベント

セールス（宣伝､説明会･商談､
関係者招聘等）

ランドオペレーター･観光案内

フィルムコミッション

会員の事業等の支援

観光関係者表彰

農商工と連携・特産品開発

観光地経営・リーダー養成

住民組織（ＮＰＯ）との連携

政策提言･戦略立案

旅行商品造成・流通促進
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○組織概要 

・新公益法人への移管に向け、会員の意向を勘案しつつ、国・県等の関係機関と調整を

図ることとしている。 

・会員数 市町村 35、市町村観光協会 41、各種団体・業界 411 の合計 487（2010 年 7

月 30 日現在） 

○収支の概要 

〔事業総額および収支構成等〕 

・公益事業（一般会計・特別会計）、収益事業の合計の予算規模は 9.7 億円（2009 年度） 

・やまがた観光情報センター事業を特別会計としている。 

・この他にも特別会計として、開発事業、民間事業活動支援事業（山形新幹線新庄延伸

事業に対する支援としてＪＲへの貸付）があるが、収支からは除く。 

・収益事業が収入の約８割を占める。 

〔収益事業〕 

・収益事業として、協会・東北６県及び百貨店主催による催事の開催、物産の移動販売

の実施、新催事場の確保を行っている。収益事業の予算規模は 7.6億円となっている。 

○2009（平成 21）年度の事業概要・特徴 

・事業は主に、観光振興部門、物産振興部門、観光事業部門、県外支部等の運営の４つ

に分かれる。 

・2009（平成 21）年はＮＨＫ大河ドラマ「天地人」の放映、映画「おくりびと」のアカ

デミー賞受賞、東京銀座のアンテナショップ「おいしい山形プラザ」オープンなどが

あり、これらを活用した観光誘客事業を展開している。 

・教育旅行誘致については、隣接県、首都圏、関西圏などからの誘客を目的としたセー

ルスやミッションを実施している。 

・県内関係団体と連携して、地域資源の情報収集により、着地型旅行商品の企画造成に

着手している。 

・県の委託事業として、本県各地で撮影される映画ロケ誘致補助事業を実施している。 

・アンテナショップ「おいしい山形プラザ」においては、観光情報コーナーの運営を行

うとともに、物販部門の民活事業主体ＹＹＣに参画し、関係機関と連携をとりつつ情

報発信等の機能充実を図っている。 

社団法人山形県観光物産協会 
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金額(千円) 比率 金額 増減

18,356      1.9% 18,162     -194      

106,741     11.0% 128,182    21,441    県補助金

64,529      6.6% 64,449     -80       県受託料

782,004     80.2% 853,585    71,581    

0.0% -         

2,979       0.3% -2,979    受取利息含む

974,609     100.0% 1,064,378  89,769    

事業費 905,172     92.9% 1,007,793  102,621   

情報収集･発信 0.0% -         

インバウンド 9,096       0.9% 12,558     3,462     

69,060      7.1% 72,529     3,469     

0.0% -         

974,232     100.0% 1,080,322  106,090   

「やまがた観光情報センター」（協会併設）の管理運営
天地人博2009での総合観光案内所の設置

観光情報媒体作成･発信
ニュースレター発行
ホームページ「やまがたへの旅」における情報発信・県産品紹介

宮城県、首都圏、関西圏、北海道地域からの教育旅行誘致
（旅行エージェント招請・説明会、学校セールス活動の実施）

花笠まつり実施への支援

関西圏、九州圏エージェント訪問セールス
首都圏、隣接県等での観光キャンペーンの実施（県、やまがた観光キャンペーン推進協議会等と

連携）

Ｊ１モンテディオ山形ホームゲームでの観光ＰＲ、「モンテといっしょにもてなし隊」企画運営

山形県スキー場誘客推進（県内、隣接県、首都圏、関西圏、九州エリア等で誘客宣伝を展開）

山形県奥の細道観光資源保存会事業（俳句大会等への支援、観光物産イベント参加等）

やまがた女将会と共同の観光キャンペーン実施

「山形県の観光と物産展」等の開催、新催事場の確保

物産の移動販売（大会や研修会等に出展）

本部、東京・大阪・北海道・名古屋支部の情報センター、県内外サービスステーションでの情報提

供

山形県ソウル事務所の運営（県内各地からの観光ミッションや旅行エージェント宣伝活動の支援）
韓国旅行エージェント商談会・セールス活動（※２）

台湾プログラムチャーター便受入支援

台湾学校・旅行エージェント訪問、説明会

山形県スキー場誘客推進（アジアへの観光プロモーション事業等の支援）

セールス（宣伝､海外説明会･
商談､関係者招聘等）

④国内
プロモ

ーション

収支状況欄では、開発事業特別会計、民間事業活動支援事業特別会計を除く

備　　　考

収入

支出

山形新幹線新庄延伸事業に対する支援（ＪＲへの貸付）

※１　着地型旅行商品造成の促進とランドオペレーター事業・・・・・県内観光関係団体と連携を図
り、地域の情報収集とともに商品造成を実施

※２　韓国旅行エージェント商談会・セールス活動・・・・・山形県ソウル事務所を拠点に活動し、韓
国スキーリゾートと蔵王スキー場との相互交流事業も推進

山形観光アカデミー開催、郷土芸能保存継承団体への支援
会員企業対象の研修会実施

「モンテといっしょにもてなし隊」もてなし塾の開講と実践イベントの実施
観光ボランティアガイド支援（研修、誘客、サービス提供）

やまがた女将会の研修会開催支援

山形県観光物産事業功労者の表彰

映画ロケ誘致促進事業

やまがた食の案内人事業（食の案内人がいる店のＰＲ等）

山形県観光ボランティアガイド連絡協議会との連携（上記⑦）

東北6県物産協会等連絡協議会（情報・意見交換）

会報「観光物産やまがた」発行

備　　　　　考

事
業
詳
細

協会・東北６県及び百貨店主催による催事の開催、物産の移動販売の実施、新催
事場の確保

取引信用調査に対する支援

県内市町村の観光団体等を対象とした観光施設整備融資事業

アンテナショップ「おいしい山形プラザ」（銀座）の運営参画（観光情報コーナー、山形ファンクラブ）
宿泊施設（いこいの村庄内、国民宿舎竜山荘）の管理運営

直営施設（山形駅西花笠駐車場）の管理運営

着地型旅行商品造成の促進とランドオペレーター事業（※１）
市町村観光物産協会との連携強化（着地型旅行商品造成に係る情報収集・企画研修会議の開

インバウンド事業

収
支
状
況

事
業
概
要

収益事業

⑦人材
育成

⑧連携
・受入

体制

づくり

①政策
提言等

②観光
地域

づくり

③旅行
商品等

 ⑩その他

⑤海外
プロモ

ーション

人材育成事業

観光情報媒体作成･発信

⑥特定
ターゲッ

ト誘致

⑨会員
支援

着地型旅行商品造成

教育旅行誘致

フィルムコミッション

広域観光連携

刊行物・資料等の発行

ＭＩＣＥ誘致

会員の事業等の支援

観光関係者表彰

農商工と連携・特産品開発

観光地経営・リーダー養成

住民組織（ＮＰＯ）との連携

接遇スタッフ・ガイド等研修

観光地美化・修景

旅行商品造成・流通促進

観光イベント

セールス（宣伝､説明会･商談､
関係者招聘等）

ランドオペレーター･観光案内

政策提言･戦略立案

マーケティング・各種調査

観光地域づくり基盤形成

観光施設の管理・運営

2010(平成22)年度予算
項目

負担(分担)金

会費

補助金

委託金

収益事業

その他

合計

雑収入

合計

一般管理費

2009(平成21)年度決算
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○組織概要 

・（財）物産プラザふくしま、（財）福島県観光開発公社及び（社）福島県観光連盟の三

つの団体が、2008（平成 20）年 4 月に統合して発足。 

・会員数 県 1、市町村 25、市町村観光協会等 43、各種団体・業界 97 の合計 166（2009

年 9 月 4 日現在） 

○収支の概要 

〔事業総額および収支構成等〕 

・公益事業（一般会計・特別会計）、収益事業の合計の予算規模は 8.5 億円（2009 年度） 

・観光振興事業を特別会計としている。 

・この他にも特別会計として職員退職手当管理会計があるが、収支からは除く。 

・収益事業が収入の約７割を占める。 

〔収益事業〕 

・収益事業として、福島県観光物産館の運営、物産展の開催、ふくしま市場の管理運営、

福島県八重洲観光交流館の運営、吾妻支所管理（浄土平レストハウスの管理）、翁島

支所管理（※）、くろがね小屋の運営がある。※国民宿舎翁島荘は 2008 年度末で廃止 

・収益事業の予算規模は 6.2 億円となっている。 

○2009（平成 21）年度の事業概要・特徴 

・８つの施策体系に基づき各種事業を展開し、観光と物産の振興を図っている。 

・福島県において着地型観光をテーマとした県民総参加の大型観光キャンペーンを 2012

（平成 24）年度に展開することを踏まえ、2010（平成 22）年度から人材育成事業に

取り組んでいる。 

・インバウンドについては、韓国等をターゲットとして、「福島風情」（高級和風温泉旅

館、食文化、伝統文化、特産品など）のコンセプトに沿ったプロモーション活動を展

開している。 

・教育旅行誘致については、学校や旅行代理店等への情報発信やキャラバンの他、本県

観光客の特徴である小学生連れの家族旅行や教育旅行をベースに、ふくしま型「旅育」

を推進している。 

財団法人福島県観光物産交流協会 
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金額(千円) 比率 金額 増減

7,517       0.9% 7,832     315       

81,350      9.6% 94,250    12,900    

124,316     14.7% 117,335   -6,981    建設受託事務費含む

632,392     74.6% 631,546   -846      基本財産運用益含む

731         0.1% 1,870     1,139     

1,530       0.2% 1         -1,529    

847,836     100.0% 852,834   4,998     

事業費 -         分類不可

情報収集･発信 -         

インバウンド -         

-         

-         

812,169     100.0% 838,839   26,670    

備　　　考

収入

支出

教育旅行推進委員会の開催
学校や旅行代理店等へのメールマガジンの発信、キャラバン実施

ふくしま型「旅育」推進（思い出づくり案内人、事前授業のサポート、旅行後のＰＴＡ通信）

東アジア等からの教育関係者招聘、商談会・説明会の実施、交流受入校支援

福島空港を利用する北海道地区の教育旅行エージェント招聘

浄土平地区、天鏡閣周辺でのイベント開催

高速道路を活用した誘客キャンペーン（ふくぱす）
福島空港誘客促進（札幌・大阪からの旅行エージェント招聘視察、旅行商品造成支援）

ふるさと産品展示ＰＲ、ふるさと産品フェアの開催、物産展の開催

県産品の首都圏販路開拓支援

「福島風情」魅力発信促進事業
　韓国マスコミ・エージェント招待、韓国誘客セールス、在東京ランドオペレーター訪問、

　韓国旅行商品広告支援、ソウル便旅行商品定着支援（モニターツアー）、中国誘客セールス

新市場誘客チャレンジプロジェクト

　台湾エージェント招待、台湾誘客セールス、台湾旅行商品広告支援、香港旅行商品広告支援

観光情報媒体作成･発信

ふくしまのお土産品ＰＲパンフレットの作成
ホームページを活用した情報発信

情報紙「くろがね小屋ニュース」発行

④国内
プロモ

ーション

旅館ホテルおもてなしマニュアル（外国人観光客向け）の作成

⑤海外
プロモ

ーション

セールス（宣伝､海外説明会･
商談､関係者招聘等）

多言語ホームページの制作（80コンテンツ掲載、４言語）
海外旅行者への情報提供誌の作成

「福島風情」パンフレット（英語版福島県温泉パンフレット）作成

着地型観光推進を通じた地域づくり（ワーキングループ設立）（※１）
「体験学習ふくしま」教育旅行セミナーの開催

※１　着地型観光推進を通じた地域づくり・・・・・平成24年度に展開する着地型観光をテーマとし
た大型観光キャンペーンに向けて、平成21年12月に「着地型観光推進へ向けたワーキンググ

ループ」を設立、5回の議論を重ね、平成22年度に展開する人材育成事業プログラムを策定

ふるさと産品開発・育成（新商品開発等の事業への助成）
ふくしま特産品コンクール開催・テストマーケティング調査

県産品振興戦略強化事業（生産者等への情報提供など）

観光みやげ品推薦審査

備　　　　　考

事
業
詳
細

主な収益事業はなし

教育旅行入込調査

浄土平レストハウス、給水発電設備、公衆便所・浄化槽の維持管理
迎賓館の維持管理（特別公開の実施）

福島県観光物産館の展示・販売
アンテナショップ「ふくしま市場」（東京葛西）の管理運営、福島県八重洲観光交流館の運営

浄土平レストハウス・不動沢橋レストハウス、くろがね小屋、天鏡閣の運営

インバウンド事業

収
支
状
況

事
業
概
要

収益事業

⑦人材
育成

⑧連携
・受入

体制

づくり

①政策
提言等

②観光
地域

づくり

③旅行
商品等

 ⑩その他

マーケティング・各種調査

人材育成事業

観光情報媒体作成･発信

⑥特定
ターゲッ

ト誘致

⑨会員
支援

着地型旅行商品造成

教育旅行誘致

広域観光連携

接遇スタッフ・ガイド等研修

観光地域づくり基盤形成

観光施設の管理・運営

観光地美化・修景

刊行物・資料等の発行

ＭＩＣＥ誘致

観光イベント

セールス（宣伝､説明会･商談､
関係者招聘等）

ランドオペレーター･観光案内

フィルムコミッション

委託金

収益事業

その他

合計

会員の事業等の支援

観光関係者表彰

農商工と連携・特産品開発

観光地経営・リーダー養成

住民組織（ＮＰＯ）との連携

政策提言･戦略立案

雑収入

合計

一般管理費

2009(平成21)年度決算

旅行商品造成・流通促進

2010(平成22)年度予算
項目

負担(分担)金

会費

補助金
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○組織・事務所概要 

・社団法人茨城県観光物産協会は一般社団法人への移行手続きを進め、2010（平成 22）

年 4 月に認可を受け、解散および設立登記を完了した。 

 (2011 年 3 月末日時点) 

組織の法人形態： 役員数： 職員数： 会員数： 

一般社団法人 専従 1 名 

兼務 －(理事含まず) 

専従 7 名 

兼務 － 

正会員       414 組織 

賛助会員・準会員等 26 組織 

出先機関名称： 所在地： 職員数： 主な業務内容： 

茨城県北海道観光案内所 北海道 3 名 観光情報の発信 

茨城県東京観光案内所 東京都 2 名 観光情報の発信 

茨城県大阪観光案内所 大阪府 3 名 観光情報の発信 

注）2010 年 5 月 20 日時点の会員数：409 組織 

内訳：市町村 6、市町村観光協会 38、各種団体・業界 365 

 

○収支の概要 

〔事業総額および収支構成等〕 

・一般会計・特別会計の合計の予算規模は 2.6 億円（2009 年度） 

・観光販売事業、物産品販売事業、ツアーオフィス事業を特別会計としている。 

・補助金（国庫補助金、県補助金等）が収入の約４割を占める。 

〔収益事業〕 

・一般会計における事業収入が 4.7 百万円、特別会計における事業収入が 40.5 百万円

となっている。 

・一般会計における事業収入は主に広告料収入（4.0 百万円）である。 

・特別会計における事業収入として、委託販売手数料収入（9.9 百万円）、物販事業収入

（27.7 百万円）、旅行事業収入（3.0 百万円）がある。 

〔収支構成〕 

金額(千円) 比率 金額 増減

17,081      6.6% 16,715    -366      入会金含む

103,579     40.1% 104,228   649       

51,069      19.7% 107,618   56,549    県受託等収入

45,221      17.5% 36,276    -8,945    

41,355      16.0% 34,625    -6,730    

294         0.1% 274       -20       

258,599     100.0% 299,736   41,137    

事業費 234,199     94.1% 291,452   57,253    

情報収集･発信 0.0% -         

インバウンド 0.0% -         

14,774      5.9% 15,088    314       

0.0% 1,095     1,095     予備費

248,973     100.0% 307,635   58,662    

その他

合計

雑収入

合計

一般管理費

2009(平成21)年度決算 2010(平成22)年度予算
項目

負担(分担)金

会費

補助金

委託金

収益事業

備　　　考

収入

支出

 

一般社団法人茨城県観光物産協会 
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○2009（平成 21）年度の事業概要・特徴 

・旅行業事業として、市町村と連携しながら隠れた名所を巡るまちなか観光商品、ワン

デープラン（いばらきよいとこプラン）等を実施している。茨城県観光物産協会内の

「いばらきツアーオフィス」（第２種旅行業登録）が旅行企画・実施主体となってい

る。 

・水戸ひたち観光圏整備事業（県内 13 市町村、2010～2012 年度）により、周遊・滞在

を目的とした各種事業（周遊バスの試験運行、着地型旅行商品企画、夜のイベント等）

に取り組んでいる。 

・茨城の魅力を総合的にＰＲする「いばらき夢ガイド」を採用し、ＳＡやニュータウン、

茨城空港などにおいて観光キャンペーンを実施している。 

 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業・今後の重点事業 

 

事業区分 事業項目 
平成 22 年度の 

取り組み事業 

今後取り組みたい事業

（重点事業◎） 

①政策提言・調査 政策提言・戦略立案   

マーケティング･各種調査   

②観光地域づくり 観光地域づくり基盤形成   

観光施設の管理・運営   

観光地美化・修景   

③旅行商品・来訪者対応 旅行商品企画・流通促進   

観光案内・ランドオペレーター ○ ○ 

観光イベント ○ ○ 

④国内プロモーション等 セールス  ○ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ○ 

⑤海外プロモーション等 セールス ○ ○ 

観光情報媒体作成・配付   

⑥特定ターゲット誘致等

の取り組み 

教育旅行誘致   

ＭＩＣＥ誘致   

フィルムコミッション   

⑦人材育成 観光地経営・リーダー養成   

接遇スタッフ・ガイド等研修   

観光関係者表彰 ○ ○ 

⑧連携・受入体制づくり 農商工と連携・特産品開発   

住民組織（ＮＰＯ）との連携   

広域観光連携 ○ ○ 

⑨会員支援 刊行物・資料等の発行   

会員の事業等の支援   

⑩その他 その他   
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〔2009（平成 21）年度事業概要シート〕 

セールス（宣伝､説明会･商談､
関係者招聘等）

東京・大阪・北海道の観光案内所において観光案内および相談
水戸の梅まつり期間中の臨時観光案内所設置（偕楽園内）

観光情報媒体作成･発信

初詣ポスターの製作・掲出
観光パンフレットの製作（いばらきの夏観光パンフレット、観光マップいばらき、おでかけ情報誌）

ラジオによる観光情報提供

ホームページ「観光いばらき」「茨城名産市場」の運営

観光写真ライブラリーの整理

トレイルレース全国大会に併せた交流イベント開催(*)
笠間の菊まつり期間中のライトアップ・筒灯り装飾等の実施(*)

水戸の梅まつりのライトアップや園内装飾による規模拡大(*)

水戸黄門さま漫遊ウォークの実施(*)

「いばらき夢ガイド」による県内外イベント等でのＰＲ実施
ＳＡ、ニュータウン等にて観光キャンペーンの開催（パンフレット・ノベルティ配布、アトラクション

等）

観光展への参加、いばらきの物産と観光展の開催

新聞・雑誌・生活情報誌広告の実施

漫遊いばらきファンクラブの運営

台北国際旅行博への参加
セールス（宣伝､海外説明会･
商談､関係者招聘等）

笠間名物・稲荷寿司の魅力アップ（新商品開発、笠間焼とのコラボ等）(*)

④国内
プロモ

ーション

(*)水戸ひたち観光圏整備事業

※１　ツアーオフィス事業・・・市町村と連携し、隠れた名所・旧跡を巡るまちなか観光としてのワン
デープラン（いばらきよいとこプラン）等を実施

　春・初夏　８コース実施・計277名参加

　秋　　　　１９コース実施・計595名参加

北関東三県（茨城県・栃木県・群馬県）合同の物産と観光展開催

インバウンド事業

観光大使等の接遇マナー研修

観光事業功労者表彰、県観光物産協会長賞の交付

⑤海外
プロモ

ーション

備　　　　　考

事
業
詳
細

観光販売事業（偕楽園、県庁売店等での土産品展示・販売）、物産品販売事業
（物産展等）、ツアーオフィス事業（いばらきよいとこプラン）

水戸の梅まつりでの実態調査

笠間市レンタサイクルステーション設置(*)
いばらきさとやま周遊バスの試験運行(*)

観光圏内の案内標識整備(*)

ＪＲと連携した海と山周遊事業（周遊バスの運行による道路渋滞解消の実証実験）(*)

ツアーオフィス事業（第２種旅行業）（※１）
常陸太田周辺観光魅力アップ事業（共通入場券の開発、夕食メニュー開発等）(*)

茨城空港就航想定先の旅行エージェントへの訪問ＰＲ活動・街頭キャンペーン(*)

首都圏旅行事業者対象の観光宣伝会議・モニターツアー開催(*)

観光圏魅力再発見ツアー実施事業（市町村・観光事業者と共同で企画、パンフレット作成）(*)

美術館・商店街等との連携による周遊観光の促進(*)

ＭＩＣＥ誘致

事
業
概
要

収益事業

⑦人材
育成

⑧連携
・受入

体制

づくり

①政策
提言等

②観光
地域

づくり

③旅行
商品等

 ⑩その他

接遇スタッフ・ガイド等研修

人材育成事業

観光情報媒体作成･発信

⑥特定
ターゲッ

ト誘致

⑨会員
支援

着地型旅行商品造成

教育旅行誘致

フィルムコミッション

広域観光連携

刊行物・資料等の発行

観光施設の管理・運営

観光地美化・修景

旅行商品造成・流通促進

観光イベント

ランドオペレーター･観光案内

会員の事業等の支援

観光関係者表彰

農商工と連携・特産品開発

観光地経営・リーダー養成

住民組織（ＮＰＯ）との連携

観光地域づくり基盤形成

政策提言･戦略立案

マーケティング・各種調査
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○組織・事務所概要 

・2009（平成 21）年 10 月に社団法人栃木県観光協会と財団法人とちぎ県産品振興協会

が合併し、社団法人栃木県観光物産協会が設立された。 

 (2011 年 3 月末日時点) 

組織の法人形態： 役員数： 職員数： 会員数： 

社団法人（新公益法

人制度移行前） 

専従 2 名 

兼務 1 名(理事含まず) 

専従 21 名 

兼務 － 

正会員       447 組織 

賛助会員・準会員等 － 

出先機関名称： 所在地： 職員数： 主な業務内容： 

なし    

注）2010 年 5 月 24 日時点の会員数：474 組織 

内訳：市町 27、地区観光協会 36、その他協会 2、各種団体・業界 409 

 

○収支の概要 

〔事業総額および収支構成等〕 

・一般会計・特別会計の合計の予算規模は 1.7 億円（2009 年度） 

・とちぎ県産品センター事業、日光湯元レストハウス事業、観光事業基金造成積立金

（2010 年度～おいでよ！とちぎ館事業）を特別会計としている。 

・補助金等（県補助金、公社等交付金等）が収入の約６割を占める。 

〔収益事業〕 

・一般会計における事業収入が 1.1 百万円、特別会計における事業収入が 37.1 百万円

となっている。 

・一般会計における事業収入は主に広告収益（1.0 百万円）である。 

・特別会計における事業収入として、とちぎ県産品センターの商品売上収益（22.3 百万

円）、県産品センター収益（14.8 百万円）、日光湯元レストハウス事業収入（1.4 百万

円）がある。 

〔収支構成〕 

金額(千円) 比率 金額 増減

14,168      8.4% 14,638    470       

109,202     64.9% 120,939   11,737    

0.0% -         

38,168      22.7% 77,755    39,587    

2,752       1.6% 5,097     2,345     

3,844       2.3% 2,246     -1,598    基本財産運用益等含む

168,134     100.0% 220,675   52,541    

事業費 99,975      55.1% 102,648   2,673     

情報収集･発信 0.0% -         

インバウンド 883         0.5% 1,300     417       

81,402      44.9% 148,388   66,986    

0.0% -         

181,377     100.0% 251,036   69,659    

その他

合計

雑収入

合計

一般管理費

2009(平成21)年度決算 2010(平成22)年度予算
項目

負担(分担)金

会費

補助金

委託金

収益事業

備　　　考

収入

支出

 

社団法人栃木県観光物産協会 
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○2009（平成 21）年度の事業概要・特徴 

・事業は大きく分けて、観光振興事業と物産振興事業からなる。物産振興事業の一つと

して、「とちぎ県産品センター」「おいでよ！とちぎ館」（2009 年度整備）の管理運営

を行っている。「おいでよ！とちぎ館」は、観光情報発信、アンテナショップ、交流

の３つの機能を有している。 

 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業・今後の重点事業 

 

事業区分 事業項目 
平成 22 年度の 

取り組み事業 

今後取り組みたい事業

（重点事業◎） 

①政策提言・調査 政策提言・戦略立案   

マーケティング･各種調査   

②観光地域づくり 観光地域づくり基盤形成   

観光施設の管理・運営 ○ ◎ 

観光地美化・修景   

③旅行商品・来訪者対応 旅行商品企画・流通促進   

観光案内・ランドオペレーター   

観光イベント ○ ◎ 

④国内プロモーション等 セールス ○ ◎ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ◎ 

⑤海外プロモーション等 セールス ○ ◎ 

観光情報媒体作成・配付   

⑥特定ターゲット誘致等

の取り組み 

教育旅行誘致   

ＭＩＣＥ誘致   

フィルムコミッション   

⑦人材育成 観光地経営・リーダー養成   

接遇スタッフ・ガイド等研修 ○  

観光関係者表彰 ○  

⑧連携・受入体制づくり 農商工と連携・特産品開発 ○  

住民組織（ＮＰＯ）との連携   

広域観光連携 ○  

⑨会員支援 刊行物・資料等の発行 ○  

会員の事業等の支援 ○  

⑩その他 その他   
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〔2009（平成 21）年度事業概要シート〕 

セールス（宣伝､説明会･商談､
関係者招聘等）

観光情報媒体作成･発信

ホームページ「とちぎ観光・物産ガイド」運営（とちぎ路オンラインショップの管理運営）
「観光月報」の作成、記者クラブ定例連絡会等での情報提供

観光地図作成・配布

各種イベントへの後援・賞状の贈与

「やすらぎの栃木路」宣伝事業
（観光情報誌「おいでよ！とちぎ」作成・配布、交通広告、宿泊客数アップキャンぺーン、首都圏マ

スコミ対象の現地取材会、旅フェアへの出展、県外への観光キャラバン、ＰＲイベント）

各種観光展への参加

高速道路サービスエリアでのキャンペーン実施

物産展・食品催事等の開催・参加

商談会（フーデックスジャパン全国食品博）への出展支援

伝統工芸品の常設展示場運営、栃木県伝統工芸品展の開催（県庁内）

台北国際旅行博への出展（関東ブロック広域観光振興事業推進協議会）
ＶＪＣ地方連携事業（上海市、杭州市等で観光説明会、意見交換会の開催）

ホームページ「とちぎ観光・物産ガイド」での通訳案内士の紹介
ホームページ「とちぎ観光・物産ガイド」掲載の観光情報の多言語化、外国人向け観光情報の収

集・データ整備（ふるさと雇用再生特別事業）

セールス（宣伝､海外説明会･
商談､関係者招聘等）

「とちぎ特産品」の推奨・「とちぎ特産品ガイド」発行

④国内
プロモ

ーション

※１　ホスピタリティ研修会・・・・・観光関係団体の経営者等に対し、ホスピタリティ意識と接客マ
ナーの向上を図るための研修会を実施

　交通事業者研修会3回、観光事業者研修会3回

インバウンド事業

ホスピタリティ研修会の実施（※１）
県産品流通実践セミナーの開催

観光事業功労者・観光功労施設等の表彰

⑤海外
プロモ

ーション

備　　　　　考

事
業
詳
細

とちぎ県産品センター事業、日光湯元レストハウス事業、（2010年度以降）おいで
よ！とちぎ館事業

「とちぎ県産品センター」（宇都宮駅）の管理運営
日光湯元レストハウスの運営

「おいでよ！とちぎ館」（宇都宮市）の整備

ＭＩＣＥ誘致

事
業
概
要

収益事業

⑦人材
育成

⑧連携
・受入

体制

づくり

①政策
提言等

②観光
地域

づくり

③旅行
商品等

 ⑩その他

接遇スタッフ・ガイド等研修

人材育成事業

観光情報媒体作成･発信

⑥特定
ターゲッ

ト誘致

⑨会員
支援

着地型旅行商品造成

教育旅行誘致

フィルムコミッション

広域観光連携

刊行物・資料等の発行

観光施設の管理・運営

観光地美化・修景

旅行商品造成・流通促進

観光イベント

ランドオペレーター･観光案内

会員の事業等の支援

観光関係者表彰

農商工と連携・特産品開発

観光地経営・リーダー養成

住民組織（ＮＰＯ）との連携

観光地域づくり基盤形成

政策提言･戦略立案

マーケティング・各種調査
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○組織・事務所概要 

・2007（平成 19）年 4 月に財団法人群馬県国際交流協会を母体とし、財団法人群馬県観

光開発公社、社団法人群馬県観光協会、群馬県温泉旅館協同組合が再編・統合され財

団法人群馬県観光国際協会が設立された。 

 (2011 年 3 月末日時点) 

組織の法人形態： 役員数： 職員数： 会員数： 

財団法人（新公益法

人制度移行前） 

専従 1 名 

兼務 －(理事含まず) 

専従 9 名 

兼務 － 

正会員       82 組織 

賛助会員・準会員等 16 組織 

出先機関名称： 所在地： 職員数： 主な業務内容： 

群馬県東京観光案内所 東京都中央区銀座 正職員 1 名 観光案内、物産販売、宿泊斡旋 

群馬県高崎観光案内所 群馬県高崎市 正職員 1 名 観光案内、宿泊斡旋 

注）2010 年 6 月 15 日時点の会員数：81 組織 

内訳：市町村 34、市町村観光協会等 28、各種団体 9、業界 10 

 

○収支の概要 

〔事業総額および収支構成等〕 

・一般会計・特別会計の合計の予算規模は 4.4 億円（2009 年度） 

・外国人未払医療費対策事業、観光施設事業、宿泊斡旋事業、ぐんま総合情報センター

事業を特別会計としている。 

・収益事業が収入の半分近くを占める。 

〔収益事業〕 

・一般会計における事業収入が 2.0 百万円、特別会計における事業収入として、宿泊斡

旋事業（110.9 百万円）、観光施設事業（55.4 百万円）、ぐんま総合情報センター事業

（33.7 百万円）がある。 

 

〔収支構成〕 

金額(千円) 比率 金額 増減

11,160      2.6% 9,000     -2,160    

136,520     31.2% 189,999   53,479    受託金含

0.0% -         上欄参照

201,975     46.2% 168,470   -33,505   

56,315      12.9% 57,132    817       

31,475      7.2% 15,327    -16,148   基本財産運用収入等含

437,445     100.0% 439,928   2,483     国際交流事業収入を含む

事業費 370,453     89.2% 418,484   48,031    

情報収集･発信 0.0% -         内訳不明

インバウンド 0.0% -         内訳不明

36,842      8.9% 34,079    -2,763    

8,243       2.0% 9,277     1,034     医療費補填金支出等

415,538     100.0% 461,840   46,302    国際交流事業支出を含む

その他

合計

雑収入

合計

一般管理費

2009(平成21)年度決算 2010(平成22)年度予算
項目

負担(分担)金

会費

補助金

委託金

収益事業

備　　　考

収入

支出

 

財団法人群馬県観光国際協会  ※詳細はヒアリング調査結果(３－３)参照 
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○2009（平成 21）年度の事業概要・特徴 

・事業は大きく分けて、国際交流事業、観光振興事業、収益事業からなる（事業概要で

は国際交流事業については省略する）。 

・旅行商品企画・造成については、地域関係者との連携の中で、県内外からの観光客を

呼び込む着地型ツアーを群馬県全域で造成し、「はばたけ群馬観光博覧会」と題して

積極的に宣伝している。旅行主催は社団法人群馬県観光国際協会（第２種旅行業）。 

・また、県内の宿泊につながる企画商品（宿泊券、平日宿泊プラン「温泉三昧」）を開

発し、宿泊斡旋事業を行っている。 

 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業・今後の重点事業 

 

事業区分 事業項目 
平成 22 年度の 

取り組み事業 

今後取り組みたい事業

（重点事業◎） 

①政策提言・調査 政策提言・戦略立案   

マーケティング･各種調査   

②観光地域づくり 観光地域づくり基盤形成 ○ ◎ 

観光施設の管理・運営 ○  

観光地美化・修景   

③旅行商品・来訪者対応 旅行商品企画・流通促進 ○ ◎ 

観光案内・ランドオペレーター ○ ◎ 

観光イベント ○ ◎ 

④国内プロモーション等 セールス ○ ○ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ○ 

⑤海外プロモーション等 セールス ○ ○ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ○ 

⑥特定ターゲット誘致等

の取り組み 

教育旅行誘致  ○ 

ＭＩＣＥ誘致   

フィルムコミッション   

⑦人材育成 観光地経営・リーダー養成  ◎ 

接遇スタッフ・ガイド等研修 ○  

観光関係者表彰 ○ ○ 

⑧連携・受入体制づくり 農商工と連携・特産品開発  ○ 

住民組織（ＮＰＯ）との連携   

広域観光連携 ○ ○ 

⑨会員支援 刊行物・資料等の発行   

会員の事業等の支援 ○ ○ 

⑩その他 その他   

 



群馬県 

 - 110 - 

〔2009（平成 21）年度事業概要シート〕 

セールス（宣伝､説明会･商談､
関係者招聘等）

群馬県高崎観光案内所（ビジットジャパン案内所を兼ねる）の運営

観光情報媒体作成･発信

「はばたけ群馬観光博覧会」パンフレット作成
県内スキー場総合パンフレット作成

インターネットを中心とした観光情報の収集・発信（HP、ブログ）

メールマガジン発信事業

東京・銀座のぐんま総合情報センター（ぐんまちゃん家）におけるイベントスペース運営（観光、物
産PR）

観光展（旅フェア、駅・ＳＡでの観光展など）への参加

新聞・雑誌への広告掲載、旅行雑誌とのタイアップ

ラジオ･テレビによる情報発信

セールス（宣伝､海外説明会･
商談､関係者招聘等）

④国内
プロモ

ーション

※３　観光ガイドタクシー事業・・・・・観光ガイドタクシー会社、ドライバーへの観光情報の提供
　　　　　登録事業者：69社　認証ドライバー：131名

※４　観光地情報収集調査事業・・・・・関越自動車道上里サービスエリア案内所職員による観光

地の現地調査や観光関係者との交流を行い、今後の観光情報の発信に役立たせるため実施

※１　着地型ツアー造成　「はばたけ群馬観光博覧会」・・・・・地域関係者と連携し着地型ツアー
を県全域で造成・実施　　設定：76コース（126本）　催行：47本、696名

※２　宿泊斡旋事業・・・・・協会本部、高崎駅、東京（ぐんまちゃん家）の観光案内所を中心とした

宿泊斡旋、企画商品（温泉三昧）等の旅行商品の販売、予約システム、旅行に関する広告の取扱

を実施（4,945名を送客）　　また、群馬県庁内旅行コーナーは県内外の旅行商品等の代理販売

の取扱を実施

インバウンド事業

正会員等が実施する観光関係事業への助成・表彰

観光ガイドタクシー事業（※３）
観光地情報収集調査事業（サービスエリア案内所職員による現地調査・交流）（※４）

⑤海外
プロモ

ーション

備　　　　　考

事
業
詳
細

宿泊斡旋事業
ぐんま総合情報センター（ぐんまちゃん家）物産販売事業

観光施設事業（赤城事業、榛名事業）

赤城事業（県立赤城公園内において、赤城レストハウス運営、ビジターセンター管理業務、厚生・
文教施設地区の給水維持管理事業）

榛名事業（県立榛名公園内において、榛名ロッジ運営、ボート貸出、榛名湖オートキャンプ場運

営、ビジターセンター管理業務）

着地型ツアー造成「はばたけ群馬観光博覧会」（第２種旅行業）（※１）
宿泊施設等の企画商品開発（宿泊券提供、平日宿泊プラン「温泉三昧」）（※２）

ＭＩＣＥ誘致

事
業
概
要

収益事業

⑦人材
育成

⑧連携
・受入

体制

づくり

①政策
提言等

②観光
地域

づくり

③旅行
商品等

 ⑩その他

接遇スタッフ・ガイド等研修

人材育成事業

観光情報媒体作成･発信

⑥特定
ターゲッ

ト誘致

⑨会員
支援

着地型旅行商品造成

教育旅行誘致

フィルムコミッション

広域観光連携

刊行物・資料等の発行

観光施設の管理・運営

観光地美化・修景

旅行商品造成・流通促進

観光イベント

ランドオペレーター･観光案内

会員の事業等の支援

観光関係者表彰

農商工と連携・特産品開発

観光地経営・リーダー養成

住民組織（ＮＰＯ）との連携

観光地域づくり基盤形成

政策提言･戦略立案

マーケティング・各種調査
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○組織・事務所概要 

・2009（平成 21）年 4 月に埼玉県物産振興協会、埼玉県観光連盟が合併して発足。埼玉

県観光課と一体になって観光と物産の相乗効果を発揮させる事業に取り組んでいる。 

 (2011 年 3 月末日時点) 

組織の法人形態： 役員数： 職員数： 会員数： 

社団法人（新公益法

人制度移行前） 

専従 1 名 

兼務 －(理事含まず) 

専従 20 名 

兼務 － 

正会員      約 600 組織 

賛助会員・準会員等 － 

出先機関名称： 所在地： 職員数： 主な業務内容： 

なし    

注）2010 年 5 月 1 日時点の会員数：594 組織 

内訳：市町村 44、市町村観光協会等 68、各種団体 31、業界 451 

 

○収支の概要 

〔事業総額および収支構成等〕 

・一般会計・特別会計の合計の予算規模は 2.4 億円（2009 年度） 

・埼玉県物産観光館そぴあ事業を特別会計としている。 

・収益事業が収入の約６割を占める。 

〔収益事業〕 

・一般会計（公益事業）における事業収入が 6.2 百万円、特別会計（そぴあ事業）にお

ける売上収入等が 144.1 百万円となっている。 

・一般会計（公益事業）における事業収入として、広告収入（2.7 百万円）、ブランド品

推奨制度収入（3.1 百万円）などがある。 

 

〔収支構成〕 

金額(千円) 比率 金額 増減

11,388      4.8%

35,087      14.8%

37,766      15.9%

150,276     63.4% そぴあ事業売上収入等含

1,655       0.7%

719         0.3%

236,891     100.0%

事業費 164,505     67.9%

情報収集･発信 0.0% 内訳不明

インバウンド 0.0% 内訳不明

77,783      32.1%

0.0%

242,288     100.0%

備　　　考

収入

支出

委託金

収益事業

合計

雑収入

合計

一般管理費

2009(平成21)年度決算 2010(平成22)年度予算
項目

負担(分担)金

会費

補助金

その他

 

社団法人埼玉県物産観光協会 
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○2009（平成 21）年度の事業概要・特徴 

・埼玉県観光・物産情報誌「ちょこたび埼玉」を創刊し、年３回発行、鉄道駅や県内の

施設、市町村観光協会、ＪＴＢ支店などで配布している。 

・埼玉初の着地型日帰り旅行商品として「埼玉体験旅くらぶ」を販売開始し、埼玉県観

光課、各市町村・観光協会、ＪＴＢと連携してＰＲを行っている（運営はＪＴＢ関東）。 

・新宿「ナチュラルローソン」に埼玉県専用コーナーを開設し、埼玉県産品の販売に加

え、埼玉県観光情報コーナーを常設してＰＲを行っている。 

 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業・今後の重点事業 

 

事業区分 事業項目 
平成 22 年度の 

取り組み事業 

今後取り組みたい事業

（重点事業◎） 

①政策提言・調査 政策提言・戦略立案   

マーケティング･各種調査   

②観光地域づくり 観光地域づくり基盤形成   

観光施設の管理・運営   

観光地美化・修景   

③旅行商品・来訪者対応 旅行商品企画・流通促進   

観光案内・ランドオペレーター   

観光イベント ○ ○ 

④国内プロモーション等 セールス   

観光情報媒体作成・配付 ○ ◎ 

⑤海外プロモーション等 セールス ○ ○ 

観光情報媒体作成・配付   

⑥特定ターゲット誘致等

の取り組み 

教育旅行誘致   

ＭＩＣＥ誘致   

フィルムコミッション   

⑦人材育成 観光地経営・リーダー養成   

接遇スタッフ・ガイド等研修 ○  

観光関係者表彰 ○ ○ 

⑧連携・受入体制づくり 農商工と連携・特産品開発 ○ ◎ 

住民組織（ＮＰＯ）との連携   

広域観光連携 ○ ○ 

⑨会員支援 刊行物・資料等の発行 ○ ○ 

会員の事業等の支援 ○ ○ 

⑩その他 その他※ ○ ◎ 

※具体的に：県産品の外商販売（百貨店など） 
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〔2009（平成 21）年度事業概要シート〕 

観光・レジャー記者発表会（月1回都内で開催）
ＦＭ浦和「大人のちょこたび埼玉」（当協会でレギュラー出演）

新聞・雑誌への観光情報の掲載

県内大手スーパーへの出店（埼玉県フェアの開催）

県内外のイベントにおける物産・観光ＰＲ

「川の国埼玉フォトコンテスト」の主催

埼玉県観光交流会「埼玉トラベルマート」の開催

観光イベント

セールス（宣伝､説明会･商談､
関係者招聘等）

県職員等を対象とした物産斡旋事業

※１　埼玉県体験旅行商品開発事業「埼玉体験旅くらぶ」のＰＲ・・・・・埼玉初の着地型日帰り旅行
商品として平成21年11月に23プランを先行販売、3月には27プランを販売。埼玉県観光課、各市

町村・観光協会、ＪＴＢと連携し、各種イベント等で集客に向けたＰＲを実施

「彩の国優良ブランド品」推奨事業

「地域交流ビジネス研修会」の開催（※２）

食品の安全・安心と接客についての研修会の開催（※３）

※２　「地域交流ビジネス研修会」の開催・・・・・協会会員企業・団体を対象に、観光による地域交
流・活性化を共通テーマにした研修会を平成21年11月に初めて開催（約100名参加）

※３　食品の安全・安心と接客についての研修会の開催・・・・・協会会員企業・団体を対象に開催

し、食品の衛生管理や接客・接遇の基本について日々の業務に実用的な研修を実施

ランドオペレーター･観光案内

刊行物・資料等の発行

ＭＩＣＥ誘致

埼玉県物産観光館「そぴあ」（大宮ソニックシティ）
埼玉県物産観光館「川越店」（鏡山酒造跡地）（川越市と連携）

新宿「ナチュラルローソン」に埼玉アンテナショップを開設（県産品の販売、埼玉県観光情報コー

ナーを常設）

観光情報媒体作成･発信

埼玉県観光・物産情報誌「ちょこたび埼玉」の制作・配布
埼玉県公式観光サイト「ちょこたび埼玉」の運営（埼玉オンラインアンテナショップの開設）

ＥＴＣ休日割引利用者向け「ちょこたび埼玉クーポン」の制作・配布

埼玉県観光ＭＡＰ「彩の国お出かけＭＡＰ」の制作・配布

①政策
提言等

②観光
地域

づくり

③旅行
商品等

④国内
プロモ

ーション

人材育成事業

観光情報媒体作成･発信

教育旅行誘致

フィルムコミッション

広域観光連携

接遇スタッフ・ガイド等研修

⑥特定
ターゲッ

ト誘致

⑨会員
支援

観光関係者表彰

農商工と連携・特産品開発

観光地経営・リーダー養成

住民組織（ＮＰＯ）との連携

備　　　　　考

事
業
詳
細

着地型旅行商品造成

インバウンド事業

 ⑩その他

政策提言･戦略立案

マーケティング・各種調査

観光地域づくり基盤形成

観光施設の管理・運営

事
業
概
要

収益事業

⑦人材
育成

⑧連携
・受入

体制

づくり

会員の事業等の支援

⑤海外
プロモ

ーション

セールス（宣伝､海外説明会･
商談､関係者招聘等）

埼玉県体験旅行商品開発事業「埼玉体験旅くらぶ」のＰＲ（※１）

観光地美化・修景

旅行商品造成・流通促進

埼玉県物産観光館そぴあ事業（埼玉県物産観光館「そぴあ」「川越店」において埼
玉県産品を販売）
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○組織・事務所概要 

・2011（平成 23）年 4 月 1 日より社団法人千葉県観光協会と社団法人千葉県物産協会が

合併して社団法人千葉県観光物産協会となる予定。 

 (2011 年 3 月末日時点) 

組織の法人形態： 役員数： 職員数： 会員数： 

社団法人（新公益法

人制度移行前） 

専従 1 名 

兼務 23 名 

専従 14 名 

兼務 － 

正会員       338 組織 

賛助会員・準会員等  2 組織 

出先機関名称： 所在地： 職員数： 主な業務内容： 

海ほたる観光案内所 千葉県木更津市 － 観光案内、パンフレットの配布 

注）2011 年 3 月 31 日時点の会員数：338 組織 

内訳：市町村 13、市町村観光協会等 49、各種団体 25、業界 251 

 

○収支の概要 

〔事業総額および収支構成等〕 

・一般会計・観光振興基金会計の合計の予算規模は 1.7 億円（2009 年度） 

・県等からの補助金が収入の約４割を占める。 

〔収益事業〕 

・独自の収益事業をあげるための固定資産は保有していない。 

・事業収入は書籍販売収入（7 万円）のみである。 

 

〔収支構成〕 

金額(千円) 比率 金額 増減

9,657       5.6% 9,500     -157      

69,715      40.6% 76,324    6,609     

52,199      30.4% 56,507    4,308     ふるさと雇用基金事業等

70          0.0% 50        -20       

38,222      22.3% 36,913    -1,309    

1,719       1.0% 296       -1,423    観光振興基金取崩収入含

171,582     100.0% 179,590   8,008     

事業費 113,434     66.2% 118,580   5,146     

情報収集･発信 107,649     62.8% 112,445   4,796     

インバウンド 0.0% -         内訳不明

57,859      33.8% 65,244    7,385     

0.0% 500       500       

171,293     100.0% 184,324   13,031    

その他

合計

雑収入

合計

一般管理費

2009(平成21)年度決算 2010(平成22)年度予算
項目

負担(分担)金

会費

補助金

委託金

収益事業

備　　　考

収入

支出

 

社団法人千葉県観光協会 
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○2009（平成 21）年度の事業概要・特徴 

・協会の自主事業では、2009（平成 21）年度からの新たな取組みとして、協会会員等を

対象に着地型観光への取組みをテーマとした「観光マーケティングセミナー」及び、

「市町村観光担当課長・市町村観光協会事務局長会議」を開催している。 

・千葉県からの受託事業では、「観光リーダー養成事業」として県内各地で実践型講座

を開催している。内容は、専門家を招いて講座やフィールドワーク、着地型旅行商品

等の企画造成などを行う。 

 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業・今後の重点事業 

 

事業区分 事業項目 
平成 22 年度の 

取り組み事業 

今後取り組みたい事業

（重点事業◎） 

①政策提言・調査 政策提言・戦略立案 ○ ◎ 

マーケティング･各種調査   

②観光地域づくり 観光地域づくり基盤形成   

観光施設の管理・運営   

観光地美化・修景   

③旅行商品・来訪者対応 旅行商品企画・流通促進  ◎ 

観光案内・ランドオペレーター   

観光イベント ○  

④国内プロモーション等 セールス ○ ◎ 

観光情報媒体作成・配付 ○  

⑤海外プロモーション等 セールス ○ ◎ 

観光情報媒体作成・配付   

⑥特定ターゲット誘致等

の取り組み 

教育旅行誘致   

ＭＩＣＥ誘致   

フィルムコミッション   

⑦人材育成 観光地経営・リーダー養成 ○ ◎ 

接遇スタッフ・ガイド等研修 ○  

観光関係者表彰 ○  

⑧連携・受入体制づくり 農商工と連携・特産品開発   

住民組織（ＮＰＯ）との連携 ○  

広域観光連携 ○  

⑨会員支援 刊行物・資料等の発行 ○  

会員の事業等の支援 ○  

⑩その他 その他   
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〔2009（平成 21）年度事業概要シート〕 

政策提言･戦略立案

観光関係者表彰

農商工と連携・特産品開発

観光地経営・リーダー養成

住民組織（ＮＰＯ）との連携

観光施設の管理・運営

観光地域づくり基盤形成

教育旅行誘致

フィルムコミッション

マーケティング・各種調査

②観光
地域

づくり

③旅行
商品等

観光地美化・修景

旅行商品造成・流通促進

観光イベント

ランドオペレーター･観光案内

備　　　　　考

事
業
詳
細

主な収益事業はなし

千葉県観光推進の環境・システム強化（地域観光資源の収集・調査、着地型商品の調査・研究
等）

成田空港内案内板の保守管理

観光地美化事業（白子町観光協会の活動助成）

広域観光連携

刊行物・資料等の発行

会員・関係機関等が実施する諸行事への後援・共催
観光宣伝ノベルティ費用補助

観光マーケティングセミナーの開催（※１）
観光リーダー養成事業（※２）

観光ボランティアガイド養成（スキルアップ研修会、地域ワークショップ、全体会議）
ユニバーサルツーリズム推進事業（ユニバーサルサービス研修）

外国人観光客受入体制向上のための講演会開催

千葉県観光大会の開催（千葉県の観光振興に顕著な功績のあった個人や団体を表彰）

 ⑩その他

接遇スタッフ・ガイド等研修
⑦人材
育成

⑧連携
・受入

体制

づくり

会員の事業等の支援

ＭＩＣＥ誘致

事
業
概
要

収益事業

①政策
提言等

⑨会員
支援

⑤海外
プロモ

ーション

各市町村観光協会事務局長・市町村観光担当課長会議の開催
千葉県観光振興アドバイザー派遣事業（8名をアドバイザーとして委嘱）

外房・いすみ観光田舎暮らし取材会の開催（いすみ市まちづくり協議会からの受託事業）

関東甲信越静観光協会・連盟協議会
日本観光協会関東ブロック広域観光振興事業推進協議会

広域観光振興助成事業（広域観光連盟が実施する事業に対して助成金交付）

千葉県外国人観光客誘致促進研究会の開催
台北国際旅行博への出展

セールス（宣伝､海外説明会･
商談､関係者招聘等）

企業・団体向け里山活動モニターツアーの開催（ちば里山センターからの受託事業）

④国内
プロモ

ーション

※１　観光マーケティングセミナーの開催・・・・・平成21年度から協会会員を対象に、着地型観光
をテーマとした「観光マーケティングセミナー」を開催。第１回（平成21年7月）は観光庁職員による

講演（47名参加）

※２　観光リーダー養成事業・・・・・観光まちづくりや体験・交流型プログラム開発、着地型旅行商

品開発などができる人材の育成を目的とした実践型講座を県内各地で開催（平成21年度は6回開

催）

インバウンド事業

人材育成事業

観光情報媒体作成･発信

⑥特定
ターゲッ

ト誘致

千葉県観光イメージパンフレット（英語版）作成

着地型旅行商品造成

セールス（宣伝､説明会･商談､
関係者招聘等）

海ほたる観光案内所運営

観光情報媒体作成･発信

観光地図の作成・配布
観光情報誌「ちばの旅」発行

夏のイベントガイドブック制作・配布・アンケート集計

教育旅行誘致モニターツアー企画運営

ツール・ド・ちばの開催

会員の動態情報・イベント・祭等の情報の収集・提供
テレビ・ラジオ放送による観光情報の提供

千葉県観光協会ホームページ更新

横浜ランドマークフラワーフェスタ（観光展）の開催

関東甲信越静観光協会・連盟協議会と共同で観光展開催

旅フェア参加

早春の観光キャンペーンイベント運営・情報発信・プロモーション

秋季観光キャンペーン新規コンテンツ制作・発信

アクアライン800円告知イベント運営

関東ブロック記者会等参加

在京メディアモニターツアー実施
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○組織・事務所概要 

・2011（平成 23）年 4 月に公益財団法人へ移行する予定。 

 (2011 年 3 月末日時点) 

組織の法人形態： 役員数： 職員数： 会員数： 

財団法人（新公益法

人制度移行前） 

専従 3 名 

兼務 －(理事含まず) 

専従 38 名 

兼務 － 

正会員       － 

賛助会員・準会員等 353 組織 

出先機関名称： 所在地： 職員数： 主な業務内容： 

なし    

注１）理事は別途 20 名、計 23 名 

注２）2009 年 10 月時点の賛助会員数：349 組織 

   内訳：ホテル・旅館等観光関係 113、コンベンション関係 63、各種サービス・メーカー116、

区市町村等 57 

・常勤役職員計 41 という体制となっている。 

・アンケート調査の回答によると､東京観光財団においても会員数は減少傾向とされている。 

○収支の概要 

〔事業総額および収支構成等〕 

・総事業費は約 11 億円の規模を持つ。収益事業、貸付事業、受託事業をそれぞれ特別

会計としている。 

〔収益事業〕 

・東京国際ホステルの管理運営、旅券交付に伴う証紙及び印紙の販売、「YES！TOKYO」

グッズの販売、ガイドマップの販売等が収益事業して計上されている。収益事業特別

会計は、1.9 億円の規模となる。 

・このうち東京国際ホステルは、2009（平成 21）年度の年間宿泊者数が 31 千人、利用

率 54.3％となっている。外国人の利用が 57％にのぼる。 

〔収支構成〕 

金額(千円) 比率 金額 増減

47,155      4.4% 48,500      1,345    

71,993      6.7% 85,714      13,721   

671,198     62.5% 697,169     25,971   ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ開催助成基金含

202,298     18.8% 235,680     33,382   

69,181      6.4% 26,220      -42,961  

12,536      1.2% 88,586      76,050   基本財産運用収入等含

1,074,361   100.0% 1,181,869   107,508  事業活動収入に限る

事業費 884,246     81.7% 826,774     -57,472  

情報収集･発信 -        内訳不明

インバウンド -        内訳不明

197,570     18.3% 356,245     158,675  

0.0% -        

1,081,816   100.0% 1,183,019   101,203  事業活動支出に限る

委託金

収益事業

その他

合計

雑収入

合計

一般管理費

2009(平成21)年度決算 2010(平成22)年度予算
項目

負担(分担)金

会費

補助金

備　　　考

収入

支出

 

財団法人 東京観光財団 
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○2009（平成 21）年度の事業概要・特徴 

・旅行商品企画・販売については、各地観光協会と

の連携によるモニターツアーの開催等に力点がお

かれている。 

・インバウンド事業については、道府県観光協会等と

は異なり、特定の国、地域に焦点をあてた取り組み

は行っていない。また観光客以外のビジネス目的の

ビジターやＭＩＣＥの誘致にも取り組んでいる。 

・東京への国際コンベンション誘致を促進する人材

育成プログラム「MICE 人材育成講座」を実施して

いる。 

・都内における映画、ドラマ等の撮影に係わる各種

の相談窓口として「東京ロケーションボックス」

を運営している。ロケ地情報や撮影許可に関する

施設との調整、警察・消防への許可申請手続きの

指導・助言などに取り組んでいる。 

 

 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業・今後の重点事業 

事業区分 事業項目 
平成 22 年度の 

取り組み事業 

今後取り組みたい事業

（重点事業◎） 

①政策提言・調査 政策提言・戦略立案   

マーケティング･各種調査 ○ ○ 

②観光地域づくり 観光地域づくり基盤形成 ○ ○ 

観光施設の管理・運営 ○ ○ 

観光地美化・修景   

③旅行商品・来訪者対応 旅行商品企画・流通促進 ○ ○ 

観光案内・ランドオペレーター ○ ○ 

観光イベント ○ ○ 

④国内プロモーション等 セールス ○ ○ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ○ 

⑤海外プロモーション等 セールス ○ ○ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ○ 

⑥特定ターゲット誘致等

の取り組み 

教育旅行誘致 ○ ○ 

ＭＩＣＥ誘致 ○ ○ 

フィルムコミッション ○ ○ 

⑦人材育成 観光地経営・リーダー養成 ○ ○ 

接遇スタッフ・ガイド等研修 ○ ○ 

観光関係者表彰 ○ ○ 

⑧連携・受入体制づくり 農商工と連携・特産品開発   

住民組織（ＮＰＯ）との連携 ○ ○ 

広域観光連携 ○ ○ 

⑨会員支援 刊行物・資料等の発行 ○ ○ 

会員の事業等の支援 ○ ○ 

⑩その他 その他   

資料）2009（平成 21）年度事業報告より 
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〔2009（平成 21）年度事業概要シート〕 

東京観光情報センターの管理運営（都庁第一庁舎、羽田空港、京成上野駅）
全国観光PRコーナーの管理運営

国内外からのビジターに対して、東京シティガイドクラブと連携した観光案内サービスを提供

観光イベント

セールス（宣伝､説明会･商談､
関係者招聘等）

ランドオペレーター等

欧米、アジアの主要都市の旅行博等への出展、セールス（※２）
海外エージェント等招聘（※３）

④国内
プロモ

ーション 観光情報媒体作成･発信

東京マラソン関連事業（応援観光マップ作成､臨時観光案内所設置､フォトコンテスト主催）

ホームページによる東京情報の発信、メール速報発信

海外の有力な旅行雑誌等への広告掲載（※４）
韓国ガイドブック「お元気ですか？東京」の改訂

観光情報媒体作成･発信

※７　MICE人材育成講座･･････東京への国際コンベンション誘致を促進する人材育成
　　　　　　　　　　本講座：平成21年8/24～8/26（３日間）､平成22年2/8～2/10（３日間）

　　　　　　　　　　フォローアップ講座　平成21年8/27、平成22年2/12

※８　東京シティガイド検定････受験者数329名、合格者216名　試験対策セミナー参加者数48名

地域観光協会が実施する新たな観光魅力の発掘､観光資源開発などの事業９件を助成
見本市・博覧会等出展への助成

ウェルカムカードの作成（※６）

※１　YES!TOKYOツアー
　島嶼の観光協会・連盟と共同企画し6月､7月､10月､3月の計4回ツアーを開催、計100名が参加

※２　欧米地域への観光プロモーション･･････
　　　　　カナダ､ロンドン､パリにおけるセミナー、商談会､PRイベント開催

　　　アジア地域への観光プロモーション･･････

　　　　　主要旅行エージェントへのセールスコール実施、旅行博出展

※３　海外エージェント等招聘･････欧米豪及びウェルカムアジアキャンペーン加盟都市等を対象

　　　　　　　　　　エージェント71名、メディア関係者63名を招聘

　　　　　　　　　　別途中国（上海）のエージェント９社を招聘し、視察旅行を実施

※４　東アジア向け広告宣伝･･････

　　　　　有力な旅行雑誌にイメージ広告掲載､エージェント向けポスター等作成､ニュースレター

　　　　　よる東京情報の提供

※５　訪日教育旅行受入体制整備･･････

　　　　　シンガポール学校関係者招聘､都内学校関係者への説明会開催､他

※６　ウェルカムカード作成事業の詳細･･････

　　　　ハンディガイド･ハンディマップ･エリアガイドの8言語9種類の作成（年間130万部発行）

外国人旅行者向け文化体験プログラム実施（都庁舎を利用した茶道､東京銀器､江戸切子等）

メール速報発信、会報発行

コンベンション誘致・インセンティブツアーセールス
　主催者等へのセールス活動､キーパーソン視察受入支援､開催支援

国内外のプランナーへのPR ｢東京ミーティングプランナーズガイド2010-2011｣作成

英語版MICEパンフレット作成（東京･千葉･横浜のコンベンションビューローの共同）

MICE人材育成講座（※７）、前年度受講者を対象としたフォローアップ講座（２回開催）

東京シティガイド検定（※８）

東京ロケーションボックスの運営

東京シティガイドクラブとの連携

MICEに関する東京･千葉･横浜のコンベンションビューローとの連携

備　　　　　考

事
業
詳
細

③旅行
商品等

接遇スタッフ・ガイド等研修

セールス（宣伝､海外説明会･
商談､関係者招聘等）

⑨会員
支援

 ⑩その他

観光関係者表彰

農商工と連携・特産品開発

フィルムコミッション

インバウンド事業

人材育成事業

着地型旅行商品造成

⑥特定
ターゲッ

ト誘致

観光地経営・リーダー養成

住民組織（ＮＰＯ）との連携

広域観光連携

刊行物・資料等の発行

会員の事業等の支援

教育旅行誘致

①政策
提言等

②観光
地域

づくり

ＭＩＣＥ誘致

東京国際ホステル運営
収入証紙･印紙売捌(手数料収入)、グッズ･ガイドマップ･その他物販
各種委員会（例：タウンアメニティ委員会､コンベンション委員会等）
民間事業者からなるアドバイザリーボード開催（年４回開催）

コンベンション関連マーケティング調査
（国内の学会・協会事務局及び東京近郊の大学キーパーソンに対する開催意向調査）

島嶼地域への誘客促進のための｢YES!TOKYOツアー｣を計４回開催（※１）

⑤海外
プロモ

ーション

訪日教育旅行受入体制整備（※５）

東京国際ホステル運営（収益事業）

事
業
概
要

収益事業

⑦人材
育成

⑧連携
・受入

体制

政策提言･戦略立案

マーケティング・各種調査

観光地域づくり基盤形成

観光施設の管理・運営

観光地美化・修景

旅行商品造成・流通促進
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○組織・事務所概要 

(2011 年 3 月末日時点) 

組織の法人形態： 役員数： 職員数： 会員数： 

社団法人（新公益法

人制度移行前） 

専従 1 名 

兼務 －(理事含まず) 

専従 15 名 

兼務  － 

正会員       330 組織 

賛助会員・準会員等  － 

出先機関名称： 所在地： 職員数： 主な業務内容： 

なし    

注）2010 年 3 月 31 日時点の会員数：324 組織 

内訳：市町村 25、地区観光協会 31、一般会社・団体 137、業界 131 

 

○収支の概要 

〔事業総額および収支構成等〕 

・一般会計・特別事業会計の合計の予算規模は 3.5 億円（2009 年度） 

・県立芦ノ湖キャンプ村（受託）、花水レストハウス、城ヶ島大橋渡橋料徴収所（受託）、

湖尻林間駐車場、旅行業、物産販売を特別事業会計としている。 

・補助金等収入および収益事業収入が、それぞれ収入の半分近くを占める。 

〔収益事業〕 

・一般会計における事業収入が 3.9 百万円、特別会計における事業収入として、県立芦

ノ湖キャンプ村（121.9 百万円）、花水レストハウス（3.8 百万円）、城ヶ島大橋渡橋

料徴収所（13.8 百万円）、湖尻林間駐車場（10.5 百万円）、物産販売（5.0 百万円）が

ある。（旅行業収入は 0） 

 

〔収支構成〕 

金額(千円) 比率 金額 増減

12,900      3.7% 13,500    600       

160,840     45.6% 117,031   -43,809   受託事業収入含む

0.0% -         

158,802     45.0% 165,895   7,093     

9,753       2.8% 8,753     -1,000    

10,552      3.0% 351       -10,201   

352,847     100.0% 305,530   -47,317   

事業費 234,311     68.3% 256,646   22,335    

情報収集･発信 0.0% -         内訳不明

インバウンド 8,660       2.5% 8,547     -113      

104,260     30.4% 57,788    -46,472   

4,288       1.3% 1,600     -2,688    拠出金

342,859     100.0% 316,034   -26,825   

その他

合計

雑収入

合計

一般管理費

2009(平成21)年度決算 2010(平成22)年度予算
項目

負担(分担)金

会費

補助金

委託金

収益事業

備　　　考

収入

支出

 

社団法人神奈川県観光協会 
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○2009（平成 21）年度の事業概要・特徴 

・旅行商品企画・造成について、県内各地域の観光素材の発掘から開発、商品化までの

支援を一貫して行っている。具体的には、かながわ観光セリ市場、現地見学会、旅行

会社による旅行商品の開発支援等を実施している。 

・産業観光をテーマに京浜臨海部への誘客を図るため、巡回バスの運行実験を実施する

とともに、産業観光ツアーを商品化、催行している。旅行企画・実施は社団法人神奈

川県観光協会（第２種旅行業）。 

 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業・今後の重点事業 

 

事業区分 事業項目 
平成 22 年度の 

取り組み事業 

今後取り組みたい事業

（重点事業◎） 

①政策提言・調査 政策提言・戦略立案   

マーケティング･各種調査   

②観光地域づくり 観光地域づくり基盤形成 ○  

観光施設の管理・運営 ○  

観光地美化・修景 ○  

③旅行商品・来訪者対応 旅行商品企画・流通促進 ○  

観光案内・ランドオペレーター ○  

観光イベント ○  

④国内プロモーション等 セールス ○  

観光情報媒体作成・配付 ○  

⑤海外プロモーション等 セールス ○  

観光情報媒体作成・配付 ○  

⑥特定ターゲット誘致等

の取り組み 

教育旅行誘致 ○  

ＭＩＣＥ誘致   

フィルムコミッション   

⑦人材育成 観光地経営・リーダー養成  ◎ 

接遇スタッフ・ガイド等研修   

観光関係者表彰 ○  

⑧連携・受入体制づくり 農商工と連携・特産品開発   

住民組織（ＮＰＯ）との連携   

広域観光連携 ○  

⑨会員支援 刊行物・資料等の発行 ○  

会員の事業等の支援 ○  

⑩その他 その他   
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〔2009（平成 21）年度事業概要シート〕 

マーケティング・各種調査

政策提言･戦略立案

会員の事業等の支援

観光関係者表彰

農商工と連携・特産品開発

観光地経営・リーダー養成

住民組織（ＮＰＯ）との連携

観光地域づくり基盤形成

刊行物・資料等の発行

観光施設の管理・運営

観光地美化・修景

旅行商品造成・流通促進

観光イベント

ランドオペレーター･観光案内

 ⑩その他

接遇スタッフ・ガイド等研修

人材育成事業

観光情報媒体作成･発信

⑥特定
ターゲッ

ト誘致

⑨会員
支援

着地型旅行商品造成

教育旅行誘致

フィルムコミッション

広域観光連携

観光素材開発に係る基礎的セミナー開催、素材開発支援（団体を募集し専門家を派遣）
「かながわ観光セリ市場」（観光事業者から旅行業者へのプレゼン、商談会）の開催（※１）

旅行業者対象の現地見学会の実施

旅行会社による旅行商品の開発支援（バスの借り上げ、ＰＲ経費支援等を実施）（※２）

体験学習型の観光素材のプロモーション活動（旅行会社訪問）

京浜臨海部産業観光ツアー（募集型企画バスツアー）の商品化・催行（第２種旅行業）（※３）

湘南ゴールド産地へのモニターツアー企画・実施（コーディネーター依頼）

ＭＩＣＥ誘致

事
業
概
要

収益事業

⑦人材
育成

⑧連携
・受入

体制

づくり

①政策
提言等

②観光
地域

づくり

③旅行
商品等

⑤海外
プロモ

ーション

備　　　　　考

事
業
詳
細

県立芦ノ湖キャンプ村（受託）、花水レストハウス、城ヶ島大橋渡橋料徴収所（受
託）、湖尻林間駐車場、物産販売（物産・観光プラザ「かながわ屋」等）

京浜臨海部における産業観光施設巡回バスの運行実験（リーフレット作成・配布、アンケート実
施）

横浜市内のアンテナショップ「かながわ屋」運営

主要観光地の地域関係団体が実施する美化啓発事業への協力（美化啓発ポスター作成、丹沢ク
リーンピア21美化活動への協賛、神奈川県バス協会主催の観光地美化キャンペーンへの協力）

日本観光協会関東ブロック広域観光振興事業推進協議会
富士箱根伊豆国際観光テーマ地区

インバウンド事業

セールス（宣伝､海外説明会･
商談､関係者招聘等）

④国内
プロモ

ーション

かながわの名産展の開催・協力等（かながわの名産100選協議会への負担金支出）

※１　「かながわ観光セリ市場」・・・・・県内２回・県外（名古屋）１回、参加旅行業者計42社
※２　旅行会社による旅行商品の開発支援・・・・・６企画が催行

※３　京浜臨海部産業観光ツアー・・・・・１３企画を商品化、８企画を催行

※４　国内旅行博等におけるインバウンド商談会への参加・・・・・富士箱根伊豆国際観光テーマ
地区神奈川県協議会との共同事業。県として18件の商談を実施

セールス（宣伝､説明会･商談､
関係者招聘等）

「ｖ」案内所の運営（外国人観光客への案内）

観光情報媒体作成･発信

観光情報誌「観光ハイライトかながわ」発行、日本語パンフレット作成
観光ホームページ「観光かながわＮＯＷ」リニューアル・情報充実

「観光かながわメールマガジン」配信

県民・観光関連業者・市町村・専門学校等の共同による映像コンテンツ制作・発信

県配信の「かながわ映像ライブラリー」メンテナンス

観光行祭事への協賛

各地区協議会との共同宣伝（パンフレット作成・配布、観光キャンペーン、ファムトリップ、商談会
等）

県外観光・物産展への出展、長野県及び静岡県への観光キャラバン

首都圏メディア対象の記者会見開催、関東９県共同の観光展の開催

九州エリアから誘客のためのＰＲ活動実施（西日本鉄道・ＡＮＡと協力）

観光親善大使による観光ＰＲ実施

台北国際旅行博への派遣（関東ブロック広域観光振興事業推進協議会からの依頼を受け職員派
遣）

韓国・京畿道国際観光博覧会への資料等提供

国内旅行博等におけるインバウンド商談会への参加（※４）

友好県省道（中国遼寧省、韓国・京畿道）からの観光交流団の受入

外国人向けニュースレターの作成・発信・ＨＰへの掲載
外国語版ホームページの充実・整備
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○組織・事務所概要 

(2011 年 3 月末日時点) 

組織の法人形態： 役員数： 職員数： 会員数： 

社団法人（新公益法人制度

移行前） 

26 名 専従 19 名 

兼務  2 名 

正会員       162 組織 

賛助会員・準会員等 － 

出先機関名称： 所在地： 職員数： 主な業務内容： 

東京観光センター 東京都渋谷区 5 名 旅行商品販売 

大阪観光センター 大阪府大阪市 2 名 観光案内 

注）2010 年 5 月 1 日時点の会員数：163 組織 

内訳：市町村 3、市町村観光協会 54、団体・業界 106 

 

○収支の概要 

〔事業総額および収支構成等〕 

・一般会計の予算規模は 3.6 億円（2009 年度） 

・積立金として、市町村・市町村観光協会観光振興事業支援積立金、にいがた観光復興

キャンペーン積立金、ＤＣ実施準備積立金（～2009 年度）がある。 

・補助金等（県補助金、新潟県中越大震災復興基金補助金等）が収入の約６割を占める。 

〔収益事業〕 

・事業収入は東京観光センター、大阪観光センターの斡旋手数料のみである。 

 

〔収支構成〕 

金額(千円) 比率 金額 増減

59,955      16.7% 59,665    -290      

219,505     61.3% 186,615   -32,890   

0.0% -         

1           0.0% 1,075     1,074     

-           0.0% -         -         

78,639      22.0% 33,010    -45,629   積立金取崩収入含む

358,100     100.0% 280,365   -77,735   

事業費 253,607     70.4% 197,740   -55,867   

情報収集･発信 41,749      11.6% 47,300    5,551     

インバウンド 0.0% -         

102,093     28.4% 103,531   1,438     

4,382       1.2% 11,829    7,447     負担金含む

360,082     100.0% 313,100   -46,982   

その他

合計

雑収入

合計

一般管理費

2009(平成21)年度決算 2010(平成22)年度予算
項目

負担(分担)金

会費

補助金

委託金

収益事業

備　　　考

収入

支出

 

社団法人新潟県観光協会 
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○2009（平成 21）年度の事業概要・特徴 

・2009（平成 21）年は新潟デスティネーションキャンペーンや大河ドラマ「天地人」の

放送があったことから、新潟県の大観光交流年と位置づけてプロモーション等に取り

組んだ。 

・旅行商品企画・造成については、発地側エージェントへの働きかけが主だが、会員で

ある旅行エージェントや県内交通事業者が行う旅行商品造成の支援も行っている。 

・人材育成については、観光地づくり人材や観光ガイドを育成する講座・研修会、各地

域の人材育成・啓発に取り組む団体への助成など、各種事業を実施している。 

 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業・今後の重点事業 

 

事業区分 事業項目 
平成 22 年度の 

取り組み事業 

今後取り組みたい事業

（重点事業◎） 

①政策提言・調査 政策提言・戦略立案   

マーケティング･各種調査   

②観光地域づくり 観光地域づくり基盤形成   

観光施設の管理・運営   

観光地美化・修景   

③旅行商品・来訪者対応 旅行商品企画・流通促進   

観光案内・ランドオペレーター ○ ○ 

観光イベント ○ ◎ 

④国内プロモーション等 セールス ○ ◎ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ◎ 

⑤海外プロモーション等 セールス   

観光情報媒体作成・配付   

⑥特定ターゲット誘致等

の取り組み 

教育旅行誘致   

ＭＩＣＥ誘致   

フィルムコミッション   

⑦人材育成 観光地経営・リーダー養成 ○ ○ 

接遇スタッフ・ガイド等研修 ○ ○ 

観光関係者表彰 ○ ○ 

⑧連携・受入体制づくり 農商工と連携・特産品開発   

住民組織（ＮＰＯ）との連携   

広域観光連携   

⑨会員支援 刊行物・資料等の発行 ○ ◎ 

会員の事業等の支援 ○ ◎ 

⑩その他 その他   
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〔2009（平成 21）年度事業概要シート〕 

政策提言･戦略立案

観光関係者表彰

農商工と連携・特産品開発

観光地経営・リーダー養成

住民組織（ＮＰＯ）との連携

観光施設の管理・運営

観光地域づくり基盤形成

教育旅行誘致

フィルムコミッション

マーケティング・各種調査

②観光
地域

づくり

③旅行
商品等

観光地美化・修景

旅行商品造成・流通促進

観光イベント

ランドオペレーター･観光案内

備　　　　　考

事
業
詳
細

主な収益事業はなし

まちなみネットワーク支援事業（まちなみを生かした取組みを行う団体への支援）

広域観光連携

刊行物・資料等の発行

市町村・市町村観光協会の観光振興事業への支援金交付（新潟県大観光交流年への取組度按
分）

観光地づくり人材育成事業（市町村・市町村観光協会を対象とした研修会の開催）（※２）
観光開発促進支援事業（県内各地で意見交換会の開催）

着地型旅行商品開発モデル事業（地域の資源調査、地域関係者の研修会等）（※３）

「地域の魅力の語り部育成講座（観光ガイド人材育成講座）」の実施（新潟県観光ガイドネットワー
クへ委託）

地域の観光人材育成・啓発に取り組む団体への助成（10団体）

観光功労者および優良従業員の表彰

 ⑩その他

接遇スタッフ・ガイド等研修

⑦人材
育成

⑧連携
・受入

体制

づくり

会員の事業等の支援

エージェントの現地視察研修への補助、首都圏エージェント新潟県・長野県広域視察会の開催
首都圏エージェントの店頭ディスプレイコンテスト、観光商談会の開催

会員旅行エージェント・交通事業者の旅行商品造成への支援（※１）

首都圏旅行会社店頭におけるプロモーションの実施（ディスプレイ実施、パンフレット露出協力支

援等）

新潟空港国内就航地からの誘客を図る旅行代理店パンフレット造成支援

ＭＩＣＥ誘致

事
業
概
要

収益事業

①政策
提言等

⑨会員
支援

⑤海外
プロモ

ーション

※１　会員旅行エージェント・交通事業者の旅行商品造成への支援・・・・・旅行代理店７社、県内
バス会社３社

新潟県観光ガイドネットワーク
新潟県まちなみネットワーク

セールス（宣伝､海外説明会･
商談､関係者招聘等）

主要温泉地で飲食店と連携した「新潟ライスボウル」の開発・ＰＲ活動（新潟県旅館組合青年部に
委託）

④国内
プロモ

ーション

※２　観光地づくり人材育成事業・・・・・市町村・市町村観光協会を対象とした研修会を３回開催、
計69名参加

※３　着地型旅行商品開発モデル事業・・・・・地域の観光資源の発掘・調査や地域関係者を対象

とした研修会などを行い、地域主導の着地型旅行商品の開発をモデル的に実施（地域で各３回実

施）

インバウンド事業

人材育成事業

観光情報媒体作成･発信

⑥特定
ターゲッ

ト誘致

着地型旅行商品造成

セールス（宣伝､説明会･商談､
関係者招聘等）

観光情報媒体作成･発信

観光総合ガイドブック「にいがた観光ナビ！」、地図、総合ガイドブック「ぶらり新潟街道めぐり」印刷
ニュース番組でのイベント情報発信

メールマガジン「NIIGATA FAN CLUB」発行

新潟県公式観光情報サイト「にいがた観光ナビ」の管理・更新

「にいがた観光特使」任命
マスメディア活用（テレビ「サザエさん」オープニング映像制作、新聞掲載）

東京観光センター・大阪観光センターの観光宣伝活動

首都圏マスコミ視察会、消費者モニターツアー

会員との連携による百貨店・大型ショッピングセンター等での誘客イベント実施等、旅フェアへの

出展

新潟デスティネーションキャンペーンイベント「新潟うまさぎっしり博」開催

にいがた観光復興キャンペーン（ポスター掲出、観光通信配布、専用サイト開設、Ｗｅｂ広告、雑

誌・新聞編集タイアップ、フリーペーパー制作、ラジオＣＭ放送、近隣県メディアキャラバン、看板

等設置）
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○組織・事務所概要 

 (2011 年 3 月末日時点) 

組織の法人形態： 役員数： 職員数： 会員数： 

社団法人（新公益法

人制度移行前） 

専従 2 名 

兼務 －(理事含まず) 

専従 32 名 

兼務  － 

正会員       137 組織 

賛助会員・準会員等  － 

出先機関名称： 所在地： 職員数： 主な業務内容： 

東京観光情報センター 東京都千代田区有楽町 5 名 観光案内、物産販売 

名古屋観光情報センター 愛知県名古屋市中区栄 3 名 観光案内、物産販売 

大阪観光情報センター 大阪府大阪市北区梅田 3 名 観光案内 

 

・専従役職員計 34 名と、県レベルの観光協会のなかでは比較的充実した体制となって

いる。 

 

○収支の概要 

〔事業総額および収支構成等〕 

・事業総額としては８億円で、そのうち７割が収益事業となっている。 

〔収益事業〕 

・地域観光の基盤施設を整備するため、市町村等からの観光施設建設の要請を受け、協

会の資金により観光施設を建設・改修し、完成と同時に市町村へ引き渡し、建設費用

を長期で償還する事業を実施している。2009（平成 21）年度は箕輪町みのわ温泉なが

たの湯、松本市浅間温泉会館の増改築・改修等３施設計２億円の事業を実施している。 

・また協会が分譲した大町市高瀬別荘地に対して、温泉の供給や引湯施設の管理を実施

している。 

・その他南軽井沢の別荘地の賃貸事業や、土地および建物の管理業務を実施している。 

 

〔収支構成〕 

金額(千円) 比率 金額 増減

32,862      4.1% 32,722    -140      

48,668      6.1% 49,854    1,186     

54,878      6.9% 55,058    180       

573,881     71.7% 438,712   -135,169  

83,329      10.4% 72,052    -11,277   

6,541       0.8% 1,563     -4,978    基本財産運用収入含む

800,159     100.0% 649,961   -150,198  

事業費 413,597     71.0% 197,330   -216,267  

情報収集･発信 0.0% -         

インバウンド 0.0% -         

169,006     29.0% 154,741   -14,265   

0.0% -         

582,603     100.0% 352,071   -230,532  

委託金

収益事業

その他

合計

雑収入

合計

一般管理費

2009(平成21)年度決算 2010(平成22)年度予算
項目

負担(分担)金

会費

補助金

備　　　考

収入

支出

 

社団法人信州・長野県観光協会 
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○2009（平成 21）年度の事業概要・特徴 

・多数のスキー場をかかえる特性を踏まえ、スキー場の活性化への取り組みに特徴があ

る。長野県との連携事業である「スノーリゾート信州構築事業」では、スキー等のス

ノーリゾートの推進に取り組む７団体へ助成した他、東京都心においてスノーリゾー

トのオープニングイベントを開催した。また協会独自事業の「信州スノーキッズ倶楽

部事業」では、会員の加入促進を図るため、首都圏、中京圏、関西圏のスポーツショ

ップ等でプロモーションイベントを実施し、県内スキー場へのファミリー来場者の増

加につとめている。 

・インバウンド事業については、台湾、韓国、中国等の東アジアを中心に、単独または

各協議会事業およびＶＪＣ地方連携事業の活用、他県との連携等による海外エージェ

ントやマスコミ等の招聘事業、海外セールスに取り組んでいる。 

 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業・今後の重点事業 

 

事業区分 事業項目 
平成 22 年度の 

取り組み事業 

今後取り組みたい事業

（重点事業◎） 

①政策提言・調査 政策提言・戦略立案   

マーケティング･各種調査   

②観光地域づくり 観光地域づくり基盤形成   

観光施設の管理・運営  ○ 

観光地美化・修景   

③旅行商品・来訪者対応 旅行商品企画・流通促進 ○ ○ 

観光案内・ランドオペレーター ○ ○ 

観光イベント ○ ○ 

④国内プロモーション等 セールス ○ ○ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ○ 

⑤海外プロモーション等 セールス ○ ○ 

観光情報媒体作成・配付   

⑥特定ターゲット誘致等

の取り組み 

教育旅行誘致 ○ ○ 

ＭＩＣＥ誘致   

フィルムコミッション   

⑦人材育成 観光地経営・リーダー養成   

接遇スタッフ・ガイド等研修 ○ ○ 

観光関係者表彰 ○ ○ 

⑧連携・受入体制づくり 農商工と連携・特産品開発   

住民組織（ＮＰＯ）との連携   

広域観光連携 ○ ○ 

⑨会員支援 刊行物・資料等の発行 ○ ○ 

会員の事業等の支援 ○ ○ 

⑩その他 その他   
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〔2009（平成 21）年度事業概要シート〕 

※１　信州の食魅力向上事業･･････魅力的なメニューを提供する観光事業者や旅行会社等
　　　　　との連携による食をテーマとした旅行商品造成を支援　７社７コースを造成

※２　旅行商品造成事業･･････首都圏等の旅行会社を中心とする商談会・情報交換会、及び

　　　　　信州DC向け着地型旅行商品説明会を東京、名古屋等で開催。

　　　　　あわせて旅行商品造成助成も実施

情報交換会

観光情報媒体作成･発信
全県版観光パンフレット作成事業（｢信州を歩こう｣｢信州を味わおう｣ガイドブック）
長野県公式観光サイト（ホームページ）｢さわやか信州旅.net｣管理運営

長野県観光情報携帯サイト｢信州なび助｣管理運営

おもてなし講演会（情報交換会　※６）、着地型旅行商品に関する研修会（※７）

スノーリゾート信州構築事業（スキー場へのキャンペーンやイベントの助成）

観光案内事業（観光案内、観光写真等の貸し出し）

④国内
プロモ

ーション

観光物産展開催事業（東京､名古屋､大阪等の大都市において｢大信州展｣等開催）
スノーリゾート信州構築事業（｢スノーリゾート信州in赤坂サカス｣開催）

大都市圏郊外都市住民を対象としたPRイベントや観光相談（東京､埼玉､横浜､名古屋､大阪等）
信州道楽誘客促進事業　信州ぐるっと“ケータイ”キャンペーン

　　エージェント招聘事業（首都圏旅行会社6社招聘）

　　メディア関係者招聘事業（旅行ガイドブック出版社､新聞社等）

県民宿泊促進キャンペーン推進事業（PRイベント開催､宿泊プレゼント､パンフの配布物作成等）

信州スノーキッズ倶楽部事業　　県外観光情報センター運営事業

外国人旅行者戦略的誘致推進事業
　現地説明会･商談会等の海外プロモーション、旅行エージェント･メディア関係者招聘（※３）

全県版観光パンフレット作成事業（外国語版地図パンフレット）
長野県公式観光外国語サイト（ホームページ）｢Go!nagano｣管理運営（※４）

ザガット長野英語版促進事業（※５）

教育旅行誘致

農商工と連携・特産品開発

※６　おもてなし講演会･･････平成21年11月に４都市で開催　参加者数：252人
※７　着地型旅行商品に関する研修会･･････平成21年7月に２都市で開催　参加者数：98人

その他研修会･･････講演会を年２回開催　参加者数：243人

※３　外国人旅行者戦略的誘致推進事業
　○各協議会事業及びVJCや他県との連携により、海外の旅行エージェント･メディア関係者招聘

　　招聘数：アジア・オセアニアを中心に36件、245人

　○海外での旅行博に出展、現地説明会・商談会を開催

　　開催実績：台湾・中国を中心に８カ国･６件

※４　長野県公式観光外国語サイト（ホームページ）｢Go!nagano｣管理運営･･････

　　　　　英語､韓国語､中国語繁体字･簡体字の４カ国語のサイト管理運営を長野県と共同で実施

※５　ザガット長野英語版促進事業･･････｢ザガット長野｣の英語版を購入し､県内の食や宿泊

　　　　　施設等の観光情報を掲載して長野県の魅力を宣伝

施設事業（市町村等からの要請で施設整備を代替し、建設費用を長期で償還する事業）
温泉管理事業（当協会が分譲した別荘地への給湯・引湯施設管理）

別荘地管理業務（南軽井沢地区の別荘の賃貸業務および分譲地の管理業務）

備　　　　　考

事
業
詳
細

③旅行
商品等

接遇スタッフ・ガイド等研修

観光関係者表彰

フィルムコミッション

人材育成事業

⑤海外
プロモ

ーション

⑥特定
ターゲッ

ト誘致

着地型旅行商品造成

信州の食魅力向上事業（食をテーマとした旅行商品造成支援）　（※１）
旅行商品造成事業（信州DC向け着地型旅行商品説明会等）　（※２）

インバウンド事業

観光地経営・リーダー養成

住民組織（ＮＰＯ）との連携

⑨会員
支援

 ⑩その他

広域観光連携

観光情報媒体作成･発信

刊行物・資料等の発行

事
業
概
要

収益事業

⑦人材
育成

⑧連携
・受入

体制

①政策
提言等

②観光
地域

づくり

ＭＩＣＥ誘致

マーケティング・各種調査

観光地域づくり基盤形成

ランドオペレーター等

セールス（宣伝､海外説明会･
商談､関係者招聘等）

観光施設の管理・運営

会員の事業等の支援

観光地美化・修景

旅行商品造成・流通促進

観光イベント

セールス（宣伝､説明会･商談､
関係者招聘等）

政策提言･戦略立案

 

 



山梨県 

 - 129 - 

 

○組織・事務所概要 

・2009（平成 21）年 4 月に、社団法人山梨県観光物産連盟を母体として山梨県大型観光

キャンペーン推進協議会、やまなしインバウンド観光推進機構の 3 団体が統合され、

産学官が連携しオール山梨で観光と物産を振興する組織として設立された。 

 (2011 年 3 月末日時点) 

組織の法人形態： 役員数： 職員数： 会員数： 

社団法人（新公益法

人制度移行前） 

専従 2 名 

兼務 －(理事含まず) 

専従 22 名 

兼務  － 

正会員       278 組織 

賛助会員・準会員等  － 

出先機関名称： 所在地： 職員数： 主な業務内容： 

なし    

注）2010 年 8 月時点の会員数：269 組織 

内訳：県等 3、市町村 27、市町村観光協会 21、特定地域観光協会 10、団体・業界 208 

 

○収支の概要 

〔事業総額および収支構成等〕 

・一般会計・特別会計の合計の予算規模は 3.7 億円（2009 年度） 

・富士の国やまなし館業務受託事業を特別会計としている。 

・補助金等（県補助金、県受託料等）が収入の約７割を占める。 

〔収益事業〕 

・一般会計における事業収入が 16.3 百万円、特別会計における事業収入（物産販売手

数料・利益金等）が 15.4 百万円となっている。 

・一般会計における事業収入として、観光物産展等負担金収入（7.4 百万円）、着地型旅

行商品売上（4.1 百万円）、イベントガイドブック等広告料収入（2.5 百万円）などが

ある。 

 

〔収支構成〕 

金額(千円) 比率 金額 増減

26,129      7.2% 23,000    -3,129    

265,341     72.6% 249,281   -16,060   委託料含む

0.0% -         

31,700      8.7% 13,620    -18,080   

31,006      8.5% 25,006    -6,000    

11,128      3.0% 150       -10,978   寄附金収入含む

365,304     100.0% 311,057   -54,247   

事業費 236,106     65.5% 207,120   -28,986   会議費含む

情報収集･発信 0.0% -         

インバウンド 0.0% -         

122,327     33.9% 115,413   -6,914    

2,200       0.6% -         -2,200    全国旅行業協会への供託金

360,633     100.0% 322,533   -38,100   

その他

合計

雑収入

合計

一般管理費

2009(平成21)年度決算 2010(平成22)年度予算
項目

負担(分担)金

会費

補助金

委託金

収益事業

備　　　考

収入

支出

 

社団法人やまなし観光推進機構 ※詳細はヒアリング調査結果(３－３)参照 
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○2009（平成 21）年度の事業概要・特徴 

・2009（平成 21）年 5 月に第２種旅行業登録を行い、6 月から販売サイト「いい旅やま

なしナビ」を軸として着地型旅行商品の販売を開始した。地域と連携し着地型旅行商

品を造成・販売する窓口として、「富士の国やまなし旅センター」（県庁内）を開設し

ている。 

・インバウンドについては、県と連携して東アジアからの観光客誘致に取り組んでおり、

富士登山ツアーや個人旅行者、訪日教育旅行等の誘致に成功している。 

・県受託事業として、国内企業研修・セミナー等誘致促進事業（ＭＩＣＥ）を行ってい

る。機構の会員および有識者からなるＭＩＣＥ部会を設置し、団体旅行の受入メニュ

ーを作成しパンフレットに掲載している。これをもとに旅行会社への営業活動や下見

旅行を実施している。 

 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業・今後の重点事業 

 

事業区分 事業項目 
平成 22 年度の 

取り組み事業 

今後取り組みたい事業

（重点事業◎） 

①政策提言・調査 政策提言・戦略立案   

マーケティング･各種調査   

②観光地域づくり 観光地域づくり基盤形成   

観光施設の管理・運営  ○ 

観光地美化・修景   

③旅行商品・来訪者対応 旅行商品企画・流通促進 ○ ○ 

観光案内・ランドオペレーター ○ ○ 

観光イベント ○ ○ 

④国内プロモーション等 セールス ○ ○ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ○ 

⑤海外プロモーション等 セールス ○ ○ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ○ 

⑥特定ターゲット誘致等

の取り組み 

教育旅行誘致   

ＭＩＣＥ誘致 ○ ○ 

フィルムコミッション   

⑦人材育成 観光地経営・リーダー養成  ○ 

接遇スタッフ・ガイド等研修 ○ ○ 

観光関係者表彰 ○ ○ 

⑧連携・受入体制づくり 農商工と連携・特産品開発   

住民組織（ＮＰＯ）との連携   

広域観光連携  ○ 

⑨会員支援 刊行物・資料等の発行   

会員の事業等の支援 ○ ○ 

⑩その他 その他   
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〔2009（平成 21）年度事業概要シート〕 

政策提言･戦略立案

観光関係者表彰

農商工と連携・特産品開発

観光地経営・リーダー養成

住民組織（ＮＰＯ）との連携

観光施設の管理・運営

観光地域づくり基盤形成

教育旅行誘致

フィルムコミッション

マーケティング・各種調査

②観光
地域

づくり

③旅行
商品等

観光地美化・修景

旅行商品造成・流通促進

観光イベント

ランドオペレーター･観光案内

備　　　　　考

事
業
詳
細

富士の国やまなし館業務受託事業（物産販売）、県産品販路開拓事業等

二次交通整備促進（「桃の花バス」運行経費助成）
やまなし道の駅周遊観光促進（道の駅や観光施設にタッチパネル式情報端末を設置）

多言語自動音声翻訳技術の実証実験、ユビキタス特区（総務省事業）

富士の国やまなし館（東京日本橋）の運営

広域観光連携

刊行物・資料等の発行

ボランティア養成（通訳ボランティア、甲府城御案内仕隊、観光ガイド専門員の研修・活動支援）
経営者マネジメント力向上研修（「やまなし女将サミット」の開催）

山梨おもてなしタクシードライバー育成・認定

山梨通訳ボランティアネット（ＹＳＧＧ）の設立・活動（※３）

外国人観光客受入ホスピタリティ向上（受入マニュアルの作成、観光関連施設へのレクチャー等）

国内企業研修・セミナー等誘致促進説明会・研修会、ＭＩＣＥ部会（団体旅行の受入メニュー作
成）、旅行会社への営業活動、旅行会社対象の下見旅行

 ⑩その他

接遇スタッフ・ガイド等研修
⑦人材
育成

⑧連携
・受入

体制

づくり

会員の事業等の支援

着地型旅行商品造成・販売促進事業（第２種旅行業）（※１）

ＭＩＣＥ誘致

事
業
概
要

収益事業

①政策
提言等

⑨会員
支援

⑤海外
プロモ

ーション

関係団体事務局事業（富士の国やまなし農村休暇邑協会、山梨県観光果実園振興協議会等）

※１　着地型旅行商品造成・販売促進事業・・・・・着地型旅行商品造成説明会、エリア別造成推
進会議、市町村担当者会議、ＮＰＯ対象講演会の開催、商品造成ワークショップ（モニターツアー）

の実施、着地型旅行商品の販売促進

　販売概要（平成21年6月～平成22年3月）：

　　　　　商品造成数48、販売数延べ666人、販売金額410万円）

※２　訪日教育旅行誘致・受入・・・・・中国9団体、台湾4団体、韓国5団体　計683名

国際観光展等出展
海外でのＰＲ（富士山登山証明書の作成・発行）、香港・台湾のテレビ旅行番組の取材受入

訪日教育旅行誘致・受入（※２）

ＶＪＣ中国・韓国訪日教育旅行関係者意見交換会、訪日スノーレジャー意見交換会（ＪＮＴＯ）への

参加

春節祭in富士急楽園（富士五湖観光連盟）での観光ＰＲ

東アジア観光客誘致促進（ランドオペレーター対象の県内視察・商談会）

セールス（宣伝､海外説明会･
商談､関係者招聘等）

④国内
プロモ

ーション

※３　山梨通訳ボランティアネット（ＹＳＧＧ）の設立・活動・・・・・平成21年8月設立
　　　　　会員数：約30名

インバウンド事業

人材育成事業

観光情報媒体作成･発信

⑥特定
ターゲッ

ト誘致

富士山マップ（4カ国語併記）の作成配布
海外ネットへの情報発信（留学生や在住外国人にサイト書き込みを依頼）

着地型旅行商品造成

セールス（宣伝､説明会･商談､
関係者招聘等）

観光物産総合案内所運営（県庁西別館1階）
中央線沿線案内センター運営（ＪＲ新宿駅構内に長野県の沿線市町村と共同で設置）

観光情報媒体作成･発信

ホームページによる情報発信
イベントガイドブックの作成、ノベルティグッズ作成

タウン誌・新聞・雑誌等への広告掲載

富士の国やまなしメールマガジン発行

訪日教育旅行誘致・受入（上記⑤と重複）

広域イベント支援（「富士山ウォーキングフェスティバル」への助成）
信玄公祭り事業（実行委員会への助成等、記念事業実施）

旅行会社プロモーション活動（観光説明会・商談会、観光ＰＲキャラバン、営業）
ＪＲ・中日本高速道路等と連携したキャンペーン（駅・ＳＡでのポスター掲出、パンフレットラック設置

等）

ＦＭラジオによる観光情報提供、ＶＦ甲府広告、ワインツーリズム甲州等

県産品販路拡大（山梨の物産と観光展の開催、バイヤー等販路拡大、大型イベント等への出展）

ＥＴＣ1，000円キャンペーン（ふるさと雇用）、中京関西方面重点観光キャンペーン
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○組織・事務所概要 

(2011 年 3 月末日時点) 

組織の法人形態： 役員数： 職員数： 会員数： 

社団法人（新公益法

人制度移行前） 

専従  1 名 

兼務 28 名 

専従 14 名 

兼務 － 

正会員       107 組織 

賛助会員・準会員等 138 組織 

出先機関名称： 所在地： 職員数： 主な業務内容： 

東京観光案内所 東京都千代田区有楽町 4 名 観光情報の提供等 

名古屋観光案内所 愛知県名古屋市栄 3 名 観光情報の提供等 

大阪観光案内所 大阪府大阪市中央区備後町 2 名 観光情報の提供等 

富士山静岡空港総合(観光)案内所 静岡県牧ノ原市 4 名 観光情報の提供等 

注）2010 年 7 月 8 日時点の会員数： 

正会員 ：市町村 35、市町村観光協会 59、団体・法人 13 の合計 107 

特別会員：団体・法人 138 

 

○収支の概要 

〔事業総額および収支構成等〕 

・一般会計・特別会計の合計の予算規模は 3.5 億円（2009 年度）（大型観光キャンペー

ン推進協議会会計は含めていない） 

・斡旋事業を特別会計としている。 

・負担金等収入（県費委託金、県費負担金等）が収入の約８割を占める。 

〔収益事業〕 

・一般会計における事業収入はない。 

・特別会計における事業収入として、手数料等収入（5.4 百万円）、物販売上収入（4.7

百万円）がある。 

 

〔収支構成〕 

金額(千円) 比率 金額 増減

51,415      14.8% 50,047    -1,368    

0.0% -         

0.0% -         

10,135      2.9% 8,760     -1,375    

284,918     82.0% 207,798   -77,120   県費委託金等含む

842         0.2% 330       -512      

347,310     100.0% 266,935   -80,375   

事業費 301,169     86.8% 234,907   -66,262   

情報収集･発信 0.0% -         

インバウンド 71,904      20.7% 46,887    -25,017   

44,494      12.8% 34,867    -9,627    

1,474       0.4% 1,550     76        負担金支出等

347,137     100.0% 271,324   -75,813   

その他

合計

雑収入

合計

一般管理費

2009(平成21)年度決算 2010(平成22)年度予算
項目

負担(分担)金

会費

補助金

委託金

収益事業

備　　　考

収入

支出

 

社団法人静岡県観光協会 
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○2009（平成 21）年度の事業概要・特徴 

・社団法人静岡県観光協会が事務局となり、静岡県大型観光キャンペーン推進協議会を

組織し、2000（平成 12）年度以降､毎年度統一テーマを設け、キャンペーンや各種イ

ベント等を実施している。 

・インバウンドについては、富士山静岡空港を利用しての東アジア地域からの誘客を図

るため、観光プロモーション、ファムトリップ、訪日教育旅行誘致、台湾連絡員の配

置等を行っている。 

・静岡県独自の旅行商品造成支援システムを構築し、着地型旅行商品の開発支援を行う

とともに、旅行代理店による商品造成・販売促進活動の支援を行っている。 

 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業・今後の重点事業 

 

事業区分 事業項目 
平成 22 年度の 

取り組み事業 

今後取り組みたい事業

（重点事業◎） 

①政策提言・調査 政策提言・戦略立案   

マーケティング･各種調査   

②観光地域づくり 観光地域づくり基盤形成   

観光施設の管理・運営   

観光地美化・修景   

③旅行商品・来訪者対応 旅行商品企画・流通促進 ○ ◎ 

観光案内・ランドオペレーター ○ ◎ 

観光イベント   

④国内プロモーション等 セールス ○  

観光情報媒体作成・配付 ○ ◎ 

⑤海外プロモーション等 セールス ○  

観光情報媒体作成・配付 ○ ◎ 

⑥特定ターゲット誘致等

の取り組み 

教育旅行誘致 ○  

ＭＩＣＥ誘致   

フィルムコミッション   

⑦人材育成 観光地経営・リーダー養成   

接遇スタッフ・ガイド等研修 ○  

観光関係者表彰 ○  

⑧連携・受入体制づくり 農商工と連携・特産品開発   

住民組織（ＮＰＯ）との連携   

広域観光連携 ○ ◎ 

⑨会員支援 刊行物・資料等の発行 ○  

会員の事業等の支援 ○  

⑩その他 その他   
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〔2009（平成 21）年度事業概要シート〕 

政策提言･戦略立案

観光関係者表彰

農商工と連携・特産品開発

観光地経営・リーダー養成

住民組織（ＮＰＯ）との連携

観光施設の管理・運営

観光地域づくり基盤形成

教育旅行誘致

フィルムコミッション

マーケティング・各種調査

②観光
地域

づくり

③旅行
商品等

観光地美化・修景

旅行商品造成・流通促進

観光イベント

ランドオペレーター･観光案内

備　　　　　考

事
業
詳
細

主な収益事業はなし

富士山静岡空港窓口で得られる観光ニーズの把握・分析

広域観光連携

刊行物・資料等の発行

地区協議会、観光関係団体が行う事業への支援
観光おもてなし品質向上モデル事業（モデル地区の選定、事業費の支援）

訪日旅行専門家講演会（静岡県インバウンド観光推進ネットワーク）
各地の外国人観光客受入促進のためのおもてなし研修会でのツール配布・説明

観光功労表彰、しずおか観光大賞

 ⑩その他

接遇スタッフ・ガイド等研修
⑦人材
育成

⑧連携
・受入

体制

づくり

会員の事業等の支援

着地型商品造成団体が行う事業への支援（※１）
旅行会社訪問

販売促進支援（貸切バス代金支援、就航先旅行会社販売奨励金、レンタカープラン造成会社支

援等）

航空会社／旅行会社販売促進協働（広告、モニターツアー支援等）

ＭＩＣＥ誘致

事
業
概
要

収益事業

①政策
提言等

⑨会員
支援

⑤海外
プロモ

ーション

※１　着地型商品造成団体が行う事業への支援・・・・・1事業につき2/3補助1,500千円限度（支
援実績：6事業）

※２　静岡県インバウンド観光推進ネットワークの運営・・・・・県内外商談会（13回）、訪日旅行専
門家講演会

※３　東アジア等重点セールス事業・・・・・海外セールス活動、海外現地商談会・展示会等への参

加、ファムトリップ、訪日教育旅行誘致

関東甲信越静観光協会・連盟協議会

富士山静岡空港利用促進誘致対策事業（静岡県インバウンド観光推進ネットワークの運営（※
２）、東アジア等重点セールス事業（※３）、海外メディアの活用）

訪日教育旅行受入（記念品の提供）

台湾の新聞広告・記事掲載

台湾現地観光連絡・調整（台湾現地連絡員の配置）

ＯＰＥＮ！しずおかキャンペーン（県内施設のプレゼント割引利用、Ｖ案内所での抽選会）

中国富裕層等をターゲットとした誘客促進（上海セールス、メディア情報発信、ロケ地マップ作成

等）

静岡空港を利用した訪日旅行へのバス代支援

セールス（宣伝､海外説明会･
商談､関係者招聘等）

④国内
プロモ

ーション

インバウンド事業

人材育成事業

観光情報媒体作成･発信

⑥特定
ターゲッ

ト誘致

静岡県観光ホームページ「Ｓｈｉｚｕｏｋａ-Ｇｕｉｄｅ」の充実（ブログ情報の発信、おもてなしＤＶＤコン
テンツ掲載、外国人旅行者への情報提供システム構築、外国人レジャー記者情報掲載等）

ＯＰＥＮ！しずおかキャンペーン（オフィシャルガイドブック製作、特設ページ開設）

着地型旅行商品造成

セールス（宣伝､説明会･商談､
関係者招聘等）

静岡県観光案内所の運営（本部、東京、名古屋、大阪）
富士山静岡空港観光案内所の運営（韓国語対応も）

訪日教育旅行・エージェントファム等での中国語対応

観光情報媒体作成･発信

「しずおか観光情報」の発行、観光パンフレット等の発行、富士山カレンダーの作成
静岡県観光ホームページ「ハローナビしずおか」の充実（ブログ情報の発信等）

ふじのくに静岡大使の活用

観光写真ライブラリーの整備（観光写真コンテストの実施、デジタルフォトの充実）

空港ターミナルビル壁面広告

体験型学習旅行の推進（旅行エージェント訪問、ホームページ、「体験・産業観光ガイドブック」発
行）

地域行事育成事業（後援名義の貸与等）

各種催事への出展
七線会協力事業（県内私鉄7社とＪＲ東海静岡支社との協調によりポスター掲出等）

伊豆・浜松地区の観光交流拡大対策（キャッシュバック、土産品進呈）
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○組織・事務所概要 

（2011 年 3 月末日時点) 

組織の法人形態： 役員数： 職員数： 会員数： 

社団法人（新公益法

人制度移行前） 

専従 1 名 

兼務 －(理事含まず) 

専従 7 名 

兼務 － 

正会員       227 組織 

賛助会員・準会員等 － 

出先機関名称： 所在地： 職員数： 主な業務内容： 

なし    

注）前年時点の会員数：231 組織 

  内訳：県、市町村 15、市町村観光協会・広域観光推進組織等 23、各種団体 45、業界 147（内

訳、旅客運送業 24、宿泊業 15、旅行業 8、観光土産品販売 17 等） 

 

・専従職員数 7 名と比較的小規模な組織となっている。 

○収支の概要 

〔事業総額および収支構成等〕 

・一般会計の事業規模は 2.3 億円（2009 年度）。 

・会費という勘定科目ではなく、負担金としている。 

・富山県補助金、委託料収入が全体の７割を占める。アンケート調査の回答によると、

県からの補助金・委託金が増加していることから、予算額全体としては近年増加傾向

にあるとしている。 

〔収益事業〕 

・特に計上されていない。観光施設・駐車場等の管理運営はもともと実施していない。

また指定管理制度移行後も行っていない。 

 

〔収支構成〕 

金額(千円) 比率 金額 増減

52,995      22.8% 53,385    390       

153,684     66.1% 155,210   1,526     

13,077      5.6% 5,100     -7,977    

0.0% -         

12,360      5.3% 1,300     -11,060   

541         0.2% 660       119       

232,657     100.0% 215,655   -17,002   

事業費 204,082     89.3% 192,590   -11,492   

観光宣伝･普及活動 197,356     86.4% 183,390   -13,966   

観光振興整備 6,726       2.9% 9,200     2,474     

24,417      10.7% 25,351    934       

0.0% 50        50        

228,499     100.0% 217,991   -10,508   

委託金

収益事業

その他

合計

雑収入

合計

一般管理費

2009(平成21)年度決算 2010(平成22)年度予算
項目

分担金

負担金

補助金

備　　　考

収入

支出

 
注）2010 年 5 月末時点の調査によるデータ。 

社団法人富山県観光連盟 



富山県 

 - 136 - 

○2009（平成 21）年度の事業概要・特徴 

・2010（平成 22）年に富山県が策定した「富山県観光振興戦略プラン」によると、富山

県観光連盟の役割は次のように設定されており、こうした観点を重点において今後の

取り組みを進めていくとしている。旅行業登録の予定はない。 

○観光推進の中核的組織として、市町村観光協会、観光事業者との連携・協力のもと、

観光情報の収集につとめ、個人旅行者やエージェントのニーズに応じた情報の提

供・発信を行う。 

○旅行代理店への情報提供など、個人プロモーション機能を強化する。 

・国内プロモーションととも

に、立山黒部アルペンルー

トを擁する資源条件を活

かした海外プロモーショ

ンにも取り組んでいる。 

・特徴ある事業としては、地

域イベントの開催支援等

をはかる富山県観光イベ

ントスタッフの雇用や、富

山湾横断観光船船上ガイ

ドの提供等があげられる。 

 
 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業・今後の重点事業 

事業区分 事業項目 
平成 22 年度の 

取り組み事業 

今後取り組みたい事業

（重点事業◎） 

①政策提言・調査 政策提言・戦略立案   

マーケティング･各種調査   

②観光地域づくり 観光地域づくり基盤形成 ○ ○ 

観光施設の管理・運営   

観光地美化・修景   

③旅行商品・来訪者対応 旅行商品企画・流通促進   

観光案内・ランドオペレーター ○ ○ 

観光イベント ○ ○ 

④国内プロモーション等 セールス ○ ◎ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ◎ 

⑤海外プロモーション等 セールス ○ ○ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ○ 

⑥特定ターゲット誘致等

の取り組み 

教育旅行誘致 ○ ○ 

ＭＩＣＥ誘致 ○ ○ 

フィルムコミッション   

⑦人材育成 観光地経営・リーダー養成   

接遇スタッフ・ガイド等研修 ○ ○ 

観光関係者表彰 ○ ○ 

⑧連携・受入体制づくり 農商工と連携・特産品開発   

住民組織（ＮＰＯ）との連携   

広域観光連携 ○ ○ 

⑨会員支援 刊行物・資料等の発行   

会員の事業等の支援   

⑩その他 その他   

富山湾横断観光船船上ガイド事業 

資料）2009（平成 21）年度事業報告より 
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〔2009（平成 21）年度事業概要シート〕 

観光情報媒体作成･発信

政策提言･戦略立案

⑥特定
ターゲッ

ト誘致

⑨会員
支援

 ⑩その他

富山湾横断観光船船上ガイド・観光案内業務
県内観光情報発信ステーション事業　アルペンルート､黒部峡谷鉄道等で臨時の観光ブースを開

設

富山空港観光ガイド設置

観光案内ステーション設置　ガソリンスタンド､道の駅､ホテル･旅館等への観光紹介コーナー設置

促進

観光情報誌発行　「パノラマキトキト観光ガイド富山」及び「イベントガイド富山」発行
観光情報誌「るるぶ富山’10～11」の編集協力と発行協賛

観光情報誌「るるぶフリー富山」（フリーペーパー）の編集協力と広告協賛

新聞・雑誌・テレビを媒体とした広告、番組協賛　新聞27回（読売新聞､北國新聞等）

観光ホームページ等更新（2008年度にリニューアル）

④国内
プロモ

ーション

観光情報媒体作成･発信

農商工と連携・特産品開発

セールス（宣伝､海外説明会･
商談､関係者招聘等）

セールス（宣伝､説明会･商談､
関係者招聘等）

マーケティング・各種調査

観光地域づくり基盤形成

観光施設の管理・運営

着地型旅行商品造成

広域観光連携

刊行物・資料等の発行

会員の事業等の支援

接遇スタッフ・ガイド等研修

観光関係者表彰

観光地美化・修景

旅行商品造成・流通促進

観光イベント

ランドオペレーター・観光案内

人材育成事業

事
業
概
要

収益事業

⑦人材
育成

⑧連携
・受入

体制

づくり

①政策
提言等

②観光
地域

づくり

教育旅行誘致

備　　　　　考

事
業
詳
細

主な収益事業はなし

国際観光施設等魅力アップ支援事業　県内のホテル旅館をはじめとする７施設の整備費用一部
助成

産業観光魅力創出促進事業　県内企業８社の受入態勢整備費用の一部助成

定期観光バス助成事業

⑤海外
プロモ

ーション

インバウンド事業

全日本チンドンコンクール､富山まつり､新湊カニかに海鮮白えびまつり他のイベント助成

観光説明会　旅行会社やマスコミに対する最新の観光情報提供　東京２回、名古屋１回
観光展参加　旅フェア､名古屋､岐阜、長野等

旅行会社等出向宣伝（キャラバン）、着地型旅行会社への情報発信

旅行会社招聘・地元商談会開催、　国内メディア招聘

新富山百景 富山のベストショット整備　観光宣伝作成の映像素材として広く提供

県外（福井、長野、滋賀県草津）ショッピングセンターでの観光誘致イベント

札幌便活用促進のため、札幌での出向宣伝、観光説明会、広告宣伝を実施

戦略的広告活用・PR　首都圏、中京圏におけるJR駅や車両での大規模広告宣伝

関西等でのプロスポーツ連携観光キャンペーン

三大都市圏、東海圏等の郵便局と連携した観光PR　ポスター掲出等

ホタルイカ展示と観光PR　富山空港ターミナルビルにてゴールデンウィークを挟む1ヶ月開催

海外旅行博等への出展　東アジア国際観光博覧会、上海世界旅遊資源博覧会､
タイ国際観光展

海外旅行会社招聘宣伝事業（※１）、海外広告支援事業（※２）

海外広告事業（※３）

海外観光説明会　中国、台湾

上海便活性化旅行商品販売促進事業　中国旅行会社への助成28本､905人

　　上海～富山便を利用したモニターツアー実施

在住外国人観光情報発信事業

教育関係者（修学旅行担当）の下見旅行に対する助成

映画「劔岳 点の記」タイアップキャンペーン ロケ地マップ作成、首都圏への出向宣伝

観光イベントサポート事業　イベントサポートスタッフ２名を雇用

観光地経営・リーダー養成

外国語観光案内ボランティア育成　詳細は不明
富山県観光アカデミー事業（※４）

※４　富山県観光アカデミー事業･･････観光関連産業の従事者や観光ボランティアガイドの研修
　観光アカデミー（行政編）26名、ボランティアガイド研修会 71名、

　外国人受入接遇研修会 51名

※１　海外旅行会社招聘宣伝事業･･････中国､韓国､台湾､香港､東南アジア､欧米・ロシアを対象
※２　海外広告支援事業･･････中国､韓国､台湾の旅行会社による旅行商品に対して、広告支援

　　　　　また韓国の旅行会社とタイアップして、年間を通じた旅行商品のPR

※３　海外広告事業･･････韓国地下鉄ホームドア広告事業、上海戦略的広告活用事業

 （新聞・雑誌・ウェブサイト等でのPR）、欧米で配付されるフリーペーパーに観光情報を掲載、香港

雑誌等広告掲出等）

観光事業振興功労者表彰　個人２名、団体３名

住民組織（ＮＰＯ）との連携

富山県・岐阜県連携広域観光事業
　東海北陸自動車道全線開通を活用した共同キャンペーン

③旅行
商品等

フィルムコミッション

ＭＩＣＥ誘致
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○組織・事務所概要 

（2011 年 3 月末日時点) 

組織の法人形態： 役員数： 職員数： 会員数： 

社団法人（新公益法人

制度移行前） 

38 名 専従 13 名 

兼務 36 名 

正会員       166 組織 

賛助会員・準会員等 － 

出先機関名称： 所在地： 職員数： 主な業務内容： 

石川県名古屋観光物産案内所 愛知県名古屋市 2 名 観光プロモーション 

石川県金沢観光情報センター 石川県金沢市 2 名 観光案内 

能登の旅情報センター 石川県輪島市 1 名 観光案内 

注）前年の資料によると、会員内訳は 県、市町村 19、市町村観光協会・広域観光推進組織等

24、観光関係団体 11、業界 59（内訳、旅客運送業 9、宿泊業 12、旅行業 7、デベロッパー3、

観光土産品販売 6、観光施設 22）等）、その他賛助会員 52 

・専従職員数 13 名は北陸随一で、充実した体制となっている。 

 

○収支概要 

〔事業総額および収支構成等〕 

・一般会計、特別会計の合計の事業規模は約 3 億円（2009 年度）。 

・石川県温泉旅館緊急経営基盤強化保証制度事業の保証資金会計については、2007（平

成 19）年度で事業を完了しており、代位弁済の償還のみを実施。 

・また特別会計として、ほっと石川観光倶楽部事業を実施。 

〔収益事業〕 

・特に計上されていない。観光施設・駐車場等の管理運営はもともと実施していない。

また指定管理制度移行後も行っていない。 

 

〔収支構成〕 

金額(千円) 比率 金額 増減

22,172      7.6% 21,200   -972     

19,954      6.8% 15,274   -4,680   

30,684      10.5% 30,207   -477     

5,442       1.9% 4,822    -620     基金運用収入

201,750     68.9% 146,795  -54,955  

12,609      4.3% 11,952   -657     一部負担金を含む

292,612     100.0% 230,250  -62,362  

事業費 39,706      13.1% 74,733   35,027   

197,006     65.2% 137,445  -59,561  

30,684      10.2% 30,207   -477     

34,661      11.5% 30,290   -4,371   

0.0% -        

302,057     100.0% 272,675  -29,382  

委託金

収益事業

その他

合計

雑収入

合計

一般管理費

県受託事業費

県補助事業費

2009(平成21)年度決算 2010(平成22)年度予算
項目

負担金

会費

補助金

備　　　考

収入

支出

 

社団法人石川県観光連盟 



石川県 

 - 139 - 

○2009（平成 21）年度の事業概要・特徴 

・旅行商品の企画・販売を促進するため、旅行会社を対象に本県の観光素材を活用する

６つのテーマで石川を巡る旅行商品の企画コンペを実施しており、３社３商品の旅行

商品により 29,542 人の送客実績があった。 

・国内プロモーションのスローガンとして「三大都市圏誘客 1000 万人構想の推進」、一

方海外プロモーションのスローガンとして「海外誘客促進 10 倍増構想の推進」を掲

げている。 

・観光案内所として、石川県金沢観光情報センター、能登の旅観光情報センター、大阪

観光案内所、石川県名古屋観光物産案内所、有楽町石川県観光物産ＰＲセンター等の

運営を担っている。 

・着地型旅行商品の開発・販売を担う旅行業登録については、将来的には登録したいと

しているが、課題として中心的に取り組む人材不足をあげている。 

・観光ボランティアガイドによる 2 時間程度のガイドウォークツアーを多数設定し、観

光客に提供する加賀百万人ウォークを実施している。 

・インバウンド事業については、台湾、中国、韓国をメインターゲット国に設定し、海

外プロモーション・セールス（特に海外へのミッション派遣や旅行博等への参加・説

明会開催、海外のマスコミ・旅行会社招聘等）に重点をおいている。 

・小学生を対象とした観光教育にも力を入れており、お国自慢おもてなしハンドブックの

県内小学 6 年生への配付、小学生を対象としたおもてなし講座提供等に取り組んでいる。 

 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業・今後の重点事業 

事業区分 事業項目 
平成 22 年度の 

取り組み事業 

今後取り組みたい事業

（重点事業◎） 

①政策提言・調査 政策提言・戦略立案   

マーケティング･各種調査   

②観光地域づくり 観光地域づくり基盤形成 ○ ○ 

観光施設の管理・運営   

観光地美化・修景   

③旅行商品・来訪者対応 旅行商品企画・流通促進   

観光案内・ランドオペレーター ○ ○ 

観光イベント ○ ○ 

④国内プロモーション等 セールス ○ ○ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ○ 

⑤海外プロモーション等 セールス ○ ○ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ○ 

⑥特定ターゲット誘致等

の取り組み 

教育旅行誘致 ○ ○ 

ＭＩＣＥ誘致 ○ ○ 

フィルムコミッション   

⑦人材育成 観光地経営・リーダー養成 ○ ○ 

接遇スタッフ・ガイド等研修   

観光関係者表彰   

⑧連携・受入体制づくり 農商工と連携・特産品開発   

住民組織（ＮＰＯ）との連携   

広域観光連携 ○ ○ 

⑨会員支援 刊行物・資料等の発行 ○ ○ 

会員の事業等の支援   

⑩その他 その他   
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〔2009（平成 21）年度事業概要シート〕 

 ⑩その他

観光案内所運営（石川県金沢観光情報センター、能登の旅観光情報センター､大阪観光案内所､石
川県名古屋観光物産案内所､有楽町石川県観光物産ＰＲセンター等）

｢ｉ｣マークシステム推進事業　ガソリンスタンド､宿泊施設等を観光案内所に指定

加賀百万人ウォーク実施･････ボランティアガイドによる2時間のガイドウォーク提供

　参加者数9,442人

観光情報ウェブサイト「ほっと石川旅ねっと」運営 各地域のイベント情報を収集･毎月発信
観光広告宣伝 県内外の有力新聞・雑誌等を活用した広告　７件

観光パンフレット｢ほっと石川まるごと観光マップ｣作成・配付　84,000部

新魅力発信パンフレット作成・配付 50,400部　　産業観光案内パンフレット増刷 2,500部

グリーン・ツーリズム観光パンフレットの作成・配付　7,000部

④国内
プロモ

ーション

観光情報媒体作成･発信

農商工と連携・特産品開発

セールス（宣伝､海外説明会･
商談､関係者招聘等）

観光情報媒体作成･発信

⑥特定
ターゲッ

ト誘致

⑨会員
支援

観光施設の管理・運営

会員の事業等の支援

接遇スタッフ・ガイド等研修

観光関係者表彰

観光地美化・修景

旅行商品造成・流通促進

観光イベント

人材育成事業

事
業
概
要

収益事業

⑦人材
育成

⑧連携
・受入

体制

づくり

①政策
提言等

②観光
地域

づくり

備　　　　　考

事
業
詳
細

主な収益事業はなし

専門委員会運営（運営企画､事業推進､加賀地域､金沢･白山地域､能登地域）
「外国人受入推進プラン」の策定に向けたアドバイザー会議の開催

修学旅行アンケート調査等事業

セールス（宣伝､説明会･商談､
関係者招聘等）

ランドオペレーター・観光案内

インバウンド事業

栗原はるみ冬の旬料理トークショー

ほっと石川キャンペーン事業（三大都市圏誘客1000万人構想推進）
　三大都市圏における観光説明会・旅行会社訪問、団体旅行を実施している組織向ＰＲ

　旅行会社招聘事業　1泊２日のモニターツアーを開催し、４社８名を招聘

　（エコツーリズム推進事業）

　マスメディア等タイアップ事業　JRと連携した北陸三県観光情報誌｢北陸物語｣や、

　「夢新聞」発行

　近隣県向け観光情報発信 主要新聞への最新イベント情報の広告掲載

　ほっと石川イメージアップ推進　テレビ放送等を活用した観光情報発信

「ほっと石川おいであそばせ」運動の普及啓発　バッジ作成･配付等によるマスコットキャラクター普及

観光物産展開催・関係機関訪問セールス　仙台､東京､横浜､神戸等で開催

観光土産品コンクール・観光土産品パンフレット作成･配付

台湾・韓国対策　誘客コーディネイターを委嘱し、旅行会社との連絡調整、旅行動向など
　　　　　情報収集（※２）

中国対策　上海市内の旅行会社招聘等（※３）

小松空港国際定期便の利用または誘客促進に対する助成（※４）

観光情報ウェブサイト「ほっと石川旅ねっと」運営

関西および静岡の旅行会社を招聘し、能登半島教育旅行視察等を実施

着地型旅行商品造成

教育旅行誘致

※５　ホスピタリティ向上事業（研修会）･････金沢白山地域､加賀地域､能登地域で開催
　　　　　参加者数270人

※６　小学生を対象とした観光教育･････お国自慢おもてなしﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸの県内小学6年生への配付

　　　　　小学生を対象としたおもてなし講座の実施

※１　旅行商品の企画コンペ･････旅行会社を対象に、本県の観光素材を活用する６つの
　　　　　テーマで石川を巡る旅行商品の企画コンペを実施　３社３商品 送客実績29,542人

※２　台湾対策･････高雄市での観光セールス､旅行雑誌やTV番組招聘､サイクリング関係者招聘
※２　韓国対策･････釜山市等での観光セールス､ソウル国際ゴルフ＆リゾート博覧会出展等

※３　中国対策･････無錫市での観光セールス､小松と富士山静岡空港を結ぶ本州縦断観光

　　　　　ルートの造成

※４　小松空港国際定期便の利用または誘客促進に対する助成･････

　県内宿泊施設中国誘客記念品贈呈　実績宿泊客107名

　韓国旅行会社広告助成事業 実績３社､訪日バスツアー助成事業 実績46ツアー､1068人

　県内観光事業者海外誘客民間活動（出向宣伝や広告宣伝）支援奨励助成事業

ようこそ加賀百万石の旅事業の一環として、旅行商品の企画コンペを実施（※１）

③旅行
商品等

フィルムコミッション

ＭＩＣＥ誘致

ホスピタリティ向上事業（研修会）　（※５）

⑤海外
プロモ

ーション

広域観光連携

刊行物・資料等の発行

観光地経営・リーダー養成

住民組織（ＮＰＯ）との連携 ようこそ加賀百万石の旅事業の一環として、小学生を対象とした観光教育（※６）

北陸三県広域観光キャンペーン｢JAPANESE BEAUTY HOKURIKU｣事業等

政策提言･戦略立案

マーケティング・各種調査

観光地域づくり基盤形成
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○組織・事務所概要 

（2011 年 3 月末日時点) 

組織の法人形態： 役員数： 職員数： 会員数： 

社団法人（新公益法

人制度移行前） 

専従 1 名 

兼務 －(理事含まず) 

専従 9 名 

兼務 － 

正会員      160 組織 

賛助会員・準会員等 12 組織 

出先機関名称： 所在地： 職員数： 主な業務内容： 

なし    

注）資料に基づく前年度の会員数：181 組織 

  内訳：市町村 17、市町村観光協会・広域観光推進組織等 25、業界（民間）125、その他賛助

会員 13 

 

○収支の概要 

〔事業総額および収支構成等〕 

・一般会計、特別会計の合計の事業規模は約 2.3 億円（2009 年度）。 

・収入において補助金、委託料の占める比率が７割となっている。 

・特別会計として、観光情報発信特別会計、観光資源活用トータルプラン推進事業特別

会計、退職金特別会計がある。 

〔収益事業〕 

・特に計上されていない。観光施設・駐車場等の管理運営はもともと実施していない。

また指定管理制度移行後も行っていない。 

 

〔収支構成〕 

金額(千円) 比率 金額 増減

61,050      26.6% 57,997    -3,053    

155,133     67.7% 132,793   -22,340   

10,849      4.7% 13,203    2,354     

0.0% -         

1,015       0.4% 1,015     -         

1,088       0.5% 338       -750      

229,135     100.0% 205,346   -23,789   繰入金除く

事業費 170,046     76.0% 156,013   -14,033   

情報収集･発信 0.0% -         事業費の分別不可

インバウンド 0.0% -         

53,710      24.0% 50,333    -3,377    

0.0% -         

223,757     100.0% 206,346   -17,411   

収入

支出

備　　　考
2010(平成22)年度予算

項目

負担(分担)金

会費

補助金

委託金

収益事業

その他

合計

雑収入

合計

一般管理費

2009(平成21)年度決算

 

社団法人福井県観光連盟 
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○2009（平成 21）年度の事業概要・特徴 

・旅行商品の企画開発・販売促進については、着地型旅行商品の企画開発を進めるため

の専任職員（旅行会社出身者）を配置し、旅行会社や地域との連絡・連携にあたらせ

ている他、国内旅行商品、海外旅行商品ともに、旅行会社に対し旅行商品による送客

の実績に応じて助成する取り組みを実施している。 

・2010（平成 22）年 8 月に第２種旅行業登録を行ったばかりであり、アンケート調査の

回答では、まだ目に見えた効果は発現していないとしている。 

・国内のプロモーションについては、北陸三県誘客推進連携協議会（事務局：ＪＲ西日

本金沢支社）、北陸三県観光連盟、中部広域観光推進協議会、(財)高速道路交流推進

財団等、関係機関との連携によるものが目立つ。 

・海外プロモーションについても同様で、北陸三県観光連盟や中部広域観光推進協議会、

関西広域連携協議会との共同、連携事業のなかで取り組んでいるものが多い。 

・人材育成事業として、ボランティアガイド支援、タクシー運転手向け観光客おもてな

し講座（福井県タクシー協会と共催）、観光事業従業員を対象としたお客様満足度ア

ップのおもてなしセミナー開催や外国語おもてなし研修に取り組んでいる。 

 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業・今後の重点事業 

 

事業区分 事業項目 
平成 22 年度の 

取り組み事業 

今後取り組みたい事業

（重点事業◎） 

①政策提言・調査 政策提言・戦略立案  ○ 

マーケティング･各種調査   

②観光地域づくり 観光地域づくり基盤形成 ○ ◎ 

観光施設の管理・運営   

観光地美化・修景   

③旅行商品・来訪者対応 旅行商品企画・流通促進 ○ ◎ 

観光案内・ランドオペレーター ○ ○ 

観光イベント   

④国内プロモーション等 セールス ○ ○ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ○ 

⑤海外プロモーション等 セールス ○  

観光情報媒体作成・配付 ○ ○ 

⑥特定ターゲット誘致等

の取り組み 

教育旅行誘致 ○ ◎ 

ＭＩＣＥ誘致   

フィルムコミッション  ○ 

⑦人材育成 観光地経営・リーダー養成  ○ 

接遇スタッフ・ガイド等研修 ○ ○ 

観光関係者表彰 ○ ○ 

⑧連携・受入体制づくり 農商工と連携・特産品開発 ○ ○ 

住民組織（ＮＰＯ）との連携   

広域観光連携 ○ ◎ 

⑨会員支援 刊行物・資料等の発行 ○  

会員の事業等の支援 ○ ◎ 

⑩その他 その他   
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〔2009（平成 21）年度事業概要シート〕 

 

 

北陸三県誘客推進連絡協議会の取り組み
　広域観光キャンペーン｢JAPANESE BEAUTY HOKURIKU｣　旅行会社、レジャー記者招聘

中部広域観光推進協議会の取り組み

　国内旅フェアへ出展､中部広域観光セミナー参加、海外旅行博へ出展､海外旅行会社等招聘

③旅行
商品等

フィルムコミッション

ＭＩＣＥ誘致

ボランティアガイド支援（※８）
タクシー運転手向け観光客おもてなし講座（※９）､お客様満足度アップのおもてなしセミナー（※１０）､

外国語おもてなし研修会（※１１）､観光セミナー開催

ふくいやまぎわ天下一街道「語り部」交流・勉強会開催

※８　ボランティアガイド支援･････語り部発表会1回､先進地視察研修会2回、
　　地元住民対象研修会開催支援、小学校｢語り部｣訪問活動支援

※９　タクシー運転手向け観光客おもてなし講座

　　福井県タクシー協会と共催 2回の参加者は延19社47人

※１０　お客様満足度アップのおもてなしセミナー開催　参加者 74人

※１１　外国語おもてなし研修会開催　中国語会話研修等　開催2回の参加者は延60人

※１　ビジットふくい観光客誘致拡大事業･････旅行会社に対し旅行商品による送客の実績
　　　　　に応じて助成　　　送客実績41,120人､パンフレット発行部数4,986万部

※２　ふくいやまぎわ天下一街道事業の一環としてバスツアー･････

 　　　　　「ふくいやまぎわ天下一街道魅力再発見！バスツアー」を２回開催　参加者77人

※３　海外旅行会社との連携による旅行商品の企画造成･･･県内観光地と宿泊施設を含む旅行

　　　　　商品の造成に対して、その送客実績に応じて助成　送客実績8,452人

旅行商品企画開発事業 着地型旅行商品の企画開発を進めるための専任職員を配置

※４　海外旅行会社、旅行雑誌社等の招聘・観光地案内･････17回､95団体137人を招聘
　（JNTO､関西広域連携協議会､中部広域観光推進協議会等が主催するツアーに参加）

※５　観光商談会の開催･････県内で3回、韓国･台湾･中国の旅行会社がそれぞれ4社参加

※６　海外における訪問セールス、旅行博への出展、商談会開催･････韓国･台湾･中国で計5回

※７　中国浙江省との観光交流･･･観光大使の来福要請、浙江省・福井県観光大使懇談会開催

　　　　　浙江省・福井県観光大使モニター調査実施

外客誘致の専門家による指導助言

観光功労者の表彰　観光功労者5名、優良観光従事者5名

ビジットふくい観光客誘致拡大事業　送客に応じた旅行会社への助成（※１）
ふくいやまぎわ天下一街道事業の一環としてバスツアーを開催（※２）

海外旅行会社との連携による旅行商品の企画造成（※３）

（第２種旅行業）

⑤海外
プロモ

ーション

インバウンド事業

東尋坊夕陽イベントの開催 来場者3,730人　「越前すいせん号」の運行 乗車人数1,146人

ビジットふくい観光宣伝　観光出向宣伝、マスメディア（TV､ラジオ､新聞）活用情報発信
大都市圏における観光商談会開催 東京､名古屋､大阪､広島で開催

（福井県単独および北陸三県観光連盟共同事業で三県と連携して実施）

戦略的首都圏誘致促進　首都圏発観光団体専用列車運行、中期滞在モニターツアー実施

中京圏での観光PRキャンペーン　駅貼りおよび車両中吊りポスター

福井坂井広域観光圏ほんもの体験モデルツアー実施　旅行会社やマスコミ関係者の招聘

旅行会社等観光情報発信・交流強化 旅行会社本支店､旅行雑誌社等への観光情報提供

北陸三県誘客推進連絡協議会事業の一環としてJRと連携した北陸三県観光情報誌｢北陸物語｣発行

　JR西日本「駅から観タクン福井」の実施

観光デジタル画像配信　画像利用件数 43,454件

全国を走る大型トラック・スクールバスへの大型広告貼付

高速道路料金のETC割引に伴う高速道路SAでの出向宣伝

観光土産品コンクール・観光土産品ホームページ作成･配付

海外旅行会社、旅行雑誌社等の招聘・観光地案内（※４）
観光商談会の開催（※５）

海外における訪問セールス、旅行博への出展、商談会開催(※６）

中国浙江省との観光交流（※７）

観光情報ウェブサイト「ふくいドットコム」の外国語ホームページのリニューアル

県外（大阪市内他）学校、県外旅行会社訪問､受入地の体験プログラム整備への支援

主な収益事業はなし

観光プロデューサー、誘客アドバイザーの配置・派遣（民間の観光専門家の配置）

広域観光案内板管理運用　高速道路SAに設置された電光掲示板に観光情報を掲出

観光地美化キャンペーン　大野市にて清掃活動や啓発宣伝、観光地美化功労者表彰

①政策
提言等

②観光
地域

づくり

着地型旅行商品造成

教育旅行誘致

備　　　　　考

事
業
詳
細

観光地経営・リーダー養成

住民組織（ＮＰＯ）との連携

ランドオペレーター・観光案内

広域観光連携

観光情報媒体作成･発信

刊行物・資料等の発行

人材育成事業

事
業
概
要

収益事業

⑦人材
育成

⑧連携
・受入

体制

づくり

接遇スタッフ・ガイド等研修

観光関係者表彰

政策提言･戦略立案

マーケティング・各種調査

観光地域づくり基盤形成

観光施設の管理・運営

観光地美化・修景

旅行商品造成・流通促進

観光イベント

セールス（宣伝､説明会･商談､
関係者招聘等）

⑥特定
ターゲッ

ト誘致

⑨会員
支援

 ⑩その他

観光情報センターが行う観光案内等
まちかど案内所運営　ガソリンスタンド､道の駅､県外事務所等への資料提供

観光情報ウェブサイト「ふくいドットコム」の運営（コンテンツ作成、会員の情報発信支援等）
地域の営業力強化パンフレットの作成･配付

　公共交通機関で行くおすすめ観光プランハンドブック等

④国内
プロモ

ーション

観光情報媒体作成･発信

農商工と連携・特産品開発

セールス（宣伝､海外説明会･
商談､関係者招聘等）

会員の事業等の支援
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○組織・事務所概要 

（2011 年 3 月末日時点) 

組織の法人形態： 役員数： 職員数： 会員数： 

社団法人（新公益法人制度

移行前） 

専従  2 名 

兼務 28 名 

専従 14 名 

兼務  5 名 

正会員      535 組織 

賛助会員・準会員等 － 

出先機関名称： 所在地： 職員数： 主な業務内容： 

飛騨・美濃観光名古屋 

センター 

愛知県名古屋市 3 名 岐阜県の観光案内 

観光商品のＰＲ 

注）資料による前年の会員数：502 

  内訳：市町村および市町村観光協会等 104、業界（民間）398（内訳として旅客運送 18、

宿泊施設 144、旅行業 9、観光土産店 132、観光事業 44、その他 55）。 

 

・会員としては、宿泊施設や観光土産店の会員数が多いのが特徴となっている。 

○収支概要 

〔事業総額および収支構成等〕 

・一般会計、特別会計の合計の事業規模は約 1.3 億円（2009 年度）。 

・補助金収入が大半を占める。 

・特別会計は、飛騨・美濃じまん観光キャンペーン事業関連の会計である。 

〔収益事業〕 

・特に計上されていない。観光施設・駐車場等の管理運営はもともと実施していない。

また指定管理制度移行後も行っていない。 

 

〔収支構成〕 

金額(千円) 比率 金額 増減

14,291      11.1%

111,333     86.8%

2,659       2.1%

0.0%

0.0%

13          0.0%

128,297     100.0%

事業費 82,000      59.6%

一般会計 70,430      51.2%

特別会計 11,571      8.4%
飛騨美濃じまん
ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ

47,552      34.6%

8,008       5.8% 負担金支出

137,560     100.0%

事業収入

収益事業

 収集した資料への
記載なし

その他

合計

雑収入

合計

一般管理費

2009(平成21)年度決算 2010(平成22)年度予算
項目

負担(分担)金

会費

補助金

備　　　考

収入

支出

 

社団法人岐阜県観光連盟 
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○2009（平成 21）年度の事業概要・特徴 

・着地型旅行商品を扱う専門業者に業務委託し、岐阜の宝物等の観光素材を大手旅行会

社が魅力ある商品として企画・販売できるようなしかけと販売ルートづくりに関する

取り組みを実施している。またこれらの業務を独自に行えるようなスキルをもつ人材

育成のための取り組みも進めている。 

・国内プロモーションに力点がおかれている。特にパンフレットやガイドマップ類の作

成・配付が目立つ。 

・周辺県に比較すると、海外プロモーションの比重は低い。インバウンド事業のメイン

ターゲットは、台湾とシンガポールに設定し、海外へのミッション派遣、海外での商

談に力点をおいている。 

 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業・今後の重点事業 

事業区分 事業項目 
平成 22 年度の 

取り組み事業 

今後取り組みたい事業

（重点事業◎） 

①政策提言・調査 政策提言・戦略立案   

マーケティング･各種調査   

②観光地域づくり 観光地域づくり基盤形成 ○ ○ 

観光施設の管理・運営   

観光地美化・修景   

③旅行商品・来訪者対応 旅行商品企画・流通促進 ○ ◎ 

観光案内・ランドオペレーター ○ ○ 

観光イベント ○ ○ 

④国内プロモーション等 セールス ○ ◎ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ◎ 

⑤海外プロモーション等 セールス ○ ◎ 

観光情報媒体作成・配付   

⑥特定ターゲット誘致等

の取り組み 

教育旅行誘致 ○ ○ 

ＭＩＣＥ誘致   

フィルムコミッション   

⑦人材育成 観光地経営・リーダー養成   

接遇スタッフ・ガイド等研修 ○ ○ 

観光関係者表彰 ○ ○ 

⑧連携・受入体制づくり 農商工と連携・特産品開発   

住民組織（ＮＰＯ）との連携   

広域観光連携 ○ ○ 

⑨会員支援 刊行物・資料等の発行 ○ ○ 

会員の事業等の支援   

⑩その他 その他   
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〔2009（平成 21）年度事業概要シート〕 

セールス（宣伝､海外説明会･
商談､関係者招聘等）

観光情報媒体作成･発信

政策提言･戦略立案

マーケティング・各種調査

⑥特定
ターゲッ

ト誘致

⑨会員
支援

 ⑩その他

フリーダイヤルによる情報提供サービス
岐阜羽島駅広告塔等設置・運営､高速道路等案内看板設置・運営

県観光オールガイド「ぎふ観光読本」の増刷　10,000部
「ぎふ旅スタイル」作成･配付　80,000部

岐阜県観光ガイドマップ作成･配付 70,000部

紅葉桜33選ガイドマップ作成･配付　20,000部

ぎふキャンプ場ガイドの作成･配付　20,000部

イベント情報冊子「観光ぎふ」発行 20,000部×4季

イベント観光ガイドブック「ぎふ歩録」の作成、70,000部×2季（夏、秋号）

観光情報ウェブサイト「ぎふ観光ガイド」の運営、携帯電話対応ウェブサイトの運営

メールマガジンによる情報提供、ヤフープロメモによる情報発信

④国内
プロモ

ーション

観光情報媒体作成･発信

農商工と連携・特産品開発

旅行商品造成・流通促進

観光イベント

観光地域づくり基盤形成

観光施設の管理・運営

人材育成事業

事
業
概
要

収益事業

⑦人材
育成

⑧連携
・受入

体制

づくり

①政策
提言等

②観光
地域

づくり

広域観光連携

備　　　　　考

事
業
詳
細

主な収益事業はなし

観光連盟推奨旅館制度の取り組み　審査会を開催し、観光旅館の推奨

セールス（宣伝､説明会･商談､
関係者招聘等）

ランドオペレーター・観光案内

インバウンド事業

各種催物共催　美濃三山もみじ等全27件

飛騨美濃観光カルチャー講座 名古屋において飛騨・美濃の文化や観光の魅力について講演
宣伝広告　新聞や旅行雑誌等への観光宣伝広告掲出22件

国内観光展等参加　旅フェア等の計22の観光PR催事に出展

岐阜県スキー場展の開催　名古屋、大阪にて各2回開催　新聞へのスキー場広告掲出

飛騨・美濃じまん観光キャンペーン事業　メディア広告（インターネットおよび旅行雑誌）

　全国PRキャラバン、ノベルティ作成・配付（宿泊者プレゼント）

岐阜県観光連盟デジタルアーカイブ（観光写真収集・提供）

観光土産品コンクール

飛騨・美濃観光名古屋センター運営　ふるさとフェア開催､マスコミへの観光情報提供､観光案内等

海外旅行博等への出展（※２）、ミッション派遣（※３）

愛知県共同台湾訪日教育旅行誘致活動、VJC訪日台湾教育旅行関係者招聘事業へ参加
台湾からの教育旅行アテンド（岐阜県の高等学校との交流の場づくり）

着地型旅行商品造成

教育旅行誘致

※４　おもてなし研修事業･････観光事業従事者を対象　県内２会場で延104人参加

※１　着地型旅行商品を扱う専門業者（観光販売システムズ）に業務委託し、岐阜の宝物等の観光
素材を大手旅行会社が魅力ある商品として企画・販売できるようなしかけと販売ルートづくりに関す

る取り組みを実施。またこれらの業務を独自に行えるようなスキルをもつ人材育成のための塾を開

催。

※２　海外旅行博等への出展･････北京国際旅遊博覧会、台北国際旅行博
※３　ミッション派遣･････北京･上海ハイレベルミッション派遣事業への参加､

　　　　　台湾「立山黒部・富山･長野･岐阜広域観光商品提案会」への参加、

　　　　　シンガポールおよびタイでの当地プロモーション

観光事業功労者等の表彰　観光事業功労者18名･1団体、観光関係優良従業員52名

飛騨・美濃じまん観光キャンペーン事業の一環としての旅行商品化事業（※１）

③旅行
商品等

フィルムコミッション

ＭＩＣＥ誘致

おもてなし研修事業（※４）

⑤海外
プロモ

ーション

刊行物・資料等の発行

会員の事業等の支援

観光地経営・リーダー養成

住民組織（ＮＰＯ）との連携

接遇スタッフ・ガイド等研修

観光関係者表彰

観光地美化・修景
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○組織・事務所概要 

（2011 年 3 月末日時点) 

組織の法人形態： 役員数： 職員数： 会員数： 

社団法人（新公益法

人制度移行前） 

専従 1 名 

兼務 －(理事含まず) 

専従 16 名 

兼務 － 

正会員      402 組織 

賛助会員・準会員等 － 

出先機関名称： 所在地： 職員数： 主な業務内容： 

犬山国際ユースホステル 岐阜県犬山市 3 名 宿泊業 

注）資料による前年の会員数：391 

内訳：市町村 47、市町村観光協会等 44、各種団体 32、業界（民間）268（内訳として旅客運送 26、

宿泊施設 81、観光レクリエーション施設 76、旅行業 9、観光土産店 11、その他 65） 

 

○収支概要 

〔事業総額および収支構成等〕 

・一般会計、特別会計の合計の事業規模は約 1.9 億円（2009 年度）。 

・特別会計は、観光キャンペーン推進事業特別会計（観光キャンペーン会費および県負

担金、あいち中小企業応援ファンド助成金等の収入）、収益事業特別会計（印紙・証

紙売捌き手数料収入）、観光施設管理運営特別会計（県委託料収入および利用料金収

入等）の３会計がある。 

・普通会費および観光キャンペーン会費をあわせた会費収入が３割以上を占める。 

〔収益事業〕 

・愛知県旅券センターにおける旅券発給に伴うサービス事業としての収入印紙・愛知県

証紙等の販売手数料収入が 17 百万円ほどある。 

・愛知県から指定管理者の指定を受け、犬山国際ユースホステルの管理運営を行ってお

り、その委託料収入および企画商品販売による収入等が、独自財源となっている。 

・その他刊行物への広告料収入もある。 

〔収支構成〕 

金額(千円) 比率 金額 増減

63,038      32.8% 63,200    162       観光キャンペーン会費含

5,336       2.8% 1,397     -3,939    助成金含

48,959      25.5% 29,362    -19,597   

54,887      28.6% 58,830    3,943     観光施設管理運営含

19,606      10.2% 17,550    -2,056    美化事業負担金含

194         0.1% 72        -122      

192,021     100.0% 170,411   -21,610   繰入金収入除く

事業費 88,485      47.1% 74,270    -14,215   

観光宣伝 36,788      19.6% 31,950    -4,838    観光宣伝事業費支出

インバウンド 7,087       3.8% 8,500     1,413     海外誘客促進費支出

99,294      52.9% 111,785   12,491    

0.0% -         

187,779     100.0% 186,055   -1,724    

収入

支出

備　　　考
2010(平成22)年度予算

項目

負担(分担)金

会費

補助金

委託金

収益事業

その他

合計

雑収入

合計

一般管理費

2009(平成21)年度決算

 

社団法人愛知県観光協会 
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○2009（平成 21）年度の事業概要・特徴 

・旅行商品造成・販売促進については、旅行会社のバスツアー等を支援している他、モ

ニターツアーという形態で提供している。 

・海外プロモーションについては、独自プロモーションの他、ＶＪＣ事業、中部広域観

光推進協議会事業、岐阜県観光連盟共同事業、東海地区外国人観光客誘客促進協議会

事業との連携で取り組んでいる。岐阜県観光連盟との共同事業では、訪日台湾教育旅

行誘致をねらい、海外説明会、学校訪問、招聘ツアー･視察団交流会開催等に取り組

んでおり、成果を出している。 

・愛知県の観光資源特性を活かし、岐阜県や三重県とも連携しながら、産業観光振興に

取り組んでいる。その一環として、産業観光あないびと育成等の人材育成事業があげ

られている。 

 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業・今後の重点事業 

 

事業区分 事業項目 
平成 22 年度の 

取り組み事業 

今後取り組みたい事業

（重点事業◎） 

①政策提言・調査 政策提言・戦略立案   

マーケティング･各種調査   

②観光地域づくり 観光地域づくり基盤形成 ○ ○ 

観光施設の管理・運営 ○ ○ 

観光地美化・修景 ○ ○ 

③旅行商品・来訪者対応 旅行商品企画・流通促進 ○ ○ 

観光案内・ランドオペレーター ○ ○ 

観光イベント ○ ○ 

④国内プロモーション等 セールス ○ ○ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ◎ 

⑤海外プロモーション等 セールス ○ ◎ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ◎ 

⑥特定ターゲット誘致等

の取り組み 

教育旅行誘致 ○ ◎ 

ＭＩＣＥ誘致   

フィルムコミッション ○ ○ 

⑦人材育成 観光地経営・リーダー養成 ○ ○ 

接遇スタッフ・ガイド等研修 ○ ○ 

観光関係者表彰 ○ ○ 

⑧連携・受入体制づくり 農商工と連携・特産品開発 ○ ○ 

住民組織（ＮＰＯ）との連携 ○ ◎ 

広域観光連携 ○ ○ 

⑨会員支援 刊行物・資料等の発行   

会員の事業等の支援 ○ ○ 

⑩その他 その他※ ○ ◎ 

※具体的に：県内各地で開催される観光土産品審査会等の支援、優秀観光土産品表彰等観光土産品育成／

観光ボランティアガイドの育成 
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〔2009（平成 21）年度事業概要シート〕 

⑥特定
ターゲッ

ト誘致

⑨会員
支援

 ⑩その他

中部国際空港における観光案内実施

観光情報ウェブサイト｢愛知県観光ガイド｣運営、メルマガ｢お出かけ愛知｣発信
観光パンフレット 愛知見どころ地図 8万部､愛知ナビBOOK 3万部、目的別パンフレット5種

月刊広報誌｢旬感観光愛知｣の発行　2万部×12号　その他観光ポスター

④国内
プロモ

ーション

観光情報媒体作成･発信

農商工と連携・特産品開発

セールス（宣伝､海外説明会･
商談､関係者招聘等）

会員の事業等の支援

接遇スタッフ・ガイド等研修

観光関係者表彰

政策提言･戦略立案

マーケティング・各種調査

観光地域づくり基盤形成

観光施設の管理・運営

観光地美化・修景

旅行商品造成・流通促進

観光イベント

セールス（宣伝､説明会･商談､
関係者招聘等）

ランドオペレーター・観光案内

広域観光連携

観光情報媒体作成･発信

刊行物・資料等の発行

人材育成事業

事
業
概
要

収益事業

⑦人材
育成

⑧連携
・受入

体制

づくり

①政策
提言等

②観光
地域

づくり

着地型旅行商品造成

教育旅行誘致

備　　　　　考

事
業
詳
細

犬山国際ユースホステル運営（指定管理者）
収入証紙・印紙売捌（旅券発行に伴う手数料収入）、刊行物の広告料収入

犬山国際ユースホステル運営（収益事業参照）

県内主要観光地の美化清掃及び除草

地域ブランド育成･発信支援事業の一環として、JTBによる｢ばすの旅｣商品化支援
その他旅行会社｢旅行商品造成｣支援　催行本数64本､送客実績2,461人（※１）

　モニターツアーとして催行　5種類9本催行

⑤海外
プロモ

ーション

インバウンド事業

トコトコ東海道キャンペーン･オープニングイベント､豪華客船飛鳥Ⅱ入港歓迎セレモニー
その他各種観光行事に対する支援

観光展開催　首都圏5回･入場者数約45万人、長野1回、名古屋4回16万人
旅行会社に対する観光説明会（東京､大阪）　旅行会社等訪問セールス（東北､関東､関西､北陸等）

中部広域観光セミナー､中日本高速道路㈱との連携・その他PR

首都圏マスコミへの情報発信（愛知県東京事務所との連携）

メディア活用 CBCラジオ､NHKラジオ第一等への常設番組枠確保

産業観光等推進強化事業　産業観光スタンプラリー事業

ＶＪＣ事業と連携した誘客事業　教育関係者招聘、シンガポールにおける現地営業活動
海外プロモーション事業　中部広域観光推進協議会事業（※2）、岐阜県観光連盟共同事業（※3）､

　　　　　独自事業（※４）

　海外国際旅行博出展､現地セミナー・商談会への参加､ミッション派遣､現地旅行会社訪問セールス

東海地区外国人観光客誘客促進協議会事業　愛知・名古屋部会事業（※５）

あいち多言語パンフレット（英語､ハングル､繁体字、簡体字）､観光マップを各15,000部
ＤＶＤ おもてなし愛知ＤＶＤ多言語版

訪問宣伝　京都府､阪神地区､岐阜県､長野県･山梨県
旅行会社の招聘視察会 首都圏･関西圏　　ガイドブックの発行・配付 ｢教育旅行&体験学習｣

訪日台湾教育旅行誘致 海外説明会､学校訪問､交流座談会､招聘ツアー･視察団交流会等

訪日教育旅行受入　中国教育旅行受入 705人､県内視察受入、教育旅行関係者招聘

　　台湾教育旅行受入132人、韓国教育旅行受入38人､オーストラリア教育旅行受入24人

　　シンガポール教育旅行受入120人､交流下見アテンド　その他タイ、香港からも受入

フィルムコミッション研修会開催

愛知県観光交流サミット　蒲郡市と常滑市で計2回開催 参加者約700人
地域密着型観光人材育成研修愛知県講座開催（※６）

産業観光あないびと育成（※７）

※６　地域密着型観光人材育成研修愛知県講座開催･････
　　　　　日本観光協会と共催､2日間にわたるカラキュラムで、参加者23人

※７　産業観光あないびと育成･････研修会を２回開催､参加者計100名

県内各地で開催される観光土産品審査会等の支援 優秀観光土産品表彰等観光土産品育成

※１　旅行会社｢旅行商品造成｣支援･･････トコトコ東海道：東京発バスツアー､2泊3日 16本284人
　武将観光：関東バスツアー､1泊2日 21本958人　東海バスツアー日帰 26本1,198人　関西バス1本

※２　中部広域観光推進協議会事業への参加による海外プロモーション･････
　北京国際旅遊博覧会､台北国際旅行博への出展

　対インドネシア対策 現地セミナー・商談会開催、旅行会社・メディア関係者の招聘 29名

　上海ハイレベルミッション派遣　旅行会社等訪問セールス、中部観光セミナー

※３　岐阜県観光連盟との共同事業による海外プロモーション･････

　訪日台湾教育旅行誘致事業に参加するとともに、直接14校に訪問セールス

　台湾教育旅行関係者の招聘・交流座談会・交流会等開催　台湾側参加者84名

※４　独自事業としての海外プロモーション･････

　対中国　江西省･上海市セールス、江蘇省マスコミへのプロモーション

　対韓国　釜山国際観光展出展、旅行会社等への訪問セールス

　対タイ　旅行会社へのセールス及び国際観光展への出展

※５　東海地区外国人観光客誘客促進協議会愛知・名古屋部会事業としてのプロモーション･･･

　中国上海観光雑誌の取材招聘、中国のＴＶ番組取材協力､北京市・ソウル市で観光セミナー開催

観光事業功労者2名､優良従業員17名､観光ボランティアガイド団体3団体

産業観光スタンプラリー事業については、岐阜県・三重県と共同実施

協会会員企業の東京駐在員(16社)､大阪駐在員(11社)と定期的に情報交換会を開催

③旅行
商品等

フィルムコミッション

ＭＩＣＥ誘致

観光地経営・リーダー養成

住民組織（ＮＰＯ）との連携

 

 

 



三重県 

 - 150 - 

  

○組織・事務所概要 

・1950（昭和 25）年に設立、1992（平成 4）年に社団法人となる。2001（平成 13）年に

は大型キャンペーンを推進していた観光みえ推進協議会と統合合併を行った。 

 (2011 年 3 月末日時点) 

組織の法人形態： 役員数： 職員数： 会員数： 

社団法人（新公益法

人制度移行前） 

専従 1 名 

兼務 －(理事含まず) 

専従 10 名 

兼務  － 

正会員       266 組織 

賛助会員・準会員等  － 

出先機関名称： 所在地： 職員数： 主な業務内容： 

なし    

注）2010 年 6 月時点の会員数：263 組織 

内訳：市町村 29、市町村観光協会 31、各種団体 19、業界等 184 

 

○収支の概要 

〔事業総額および収支構成等〕 

・一般会計の予算規模は 1.1 億円（2009 年度）。 

・会費、県補助金、委託金がそれぞれ収入の約３割を占める。 

〔収益事業〕 

・事業収入は、広告収入（6.3 百万円）、交流会事業収入（2.8 百万円）である。 

 

〔収支構成〕 

金額(千円) 比率 金額 増減

38,159      34.6% 37,958    -201      

33,190      30.1% 34,630    1,440     県補助金

29,424      26.7% 31,760    2,336     県受託、団体受託

9,150       8.3% 8,000     -1,150    

0.0% -         

257         0.2% 150       -107      

110,180     100.0% 112,498   2,318     

事業費 76,225      69.5% 90,626    14,401    

情報収集･発信 36,193      33.0% 45,124    8,931     

インバウンド 7,460       6.8% 5,345     -2,115    

33,447      30.5% 32,634    -813      

0.0% -         

109,672     100.0% 123,260   13,588    

その他

合計

雑収入

合計

一般管理費

2009(平成21)年度決算 2010(平成22)年度予算
項目

負担(分担)金

会費

補助金

委託金

収益事業

備　　　考

収入

支出

 

社団法人三重県観光連盟 



三重県 

 - 151 - 

○2009（平成 21）年度の事業概要・特徴 

・インバウンドについては県受託事業として、外国メディア等受入対応、外国人観光客

受入研修会の開催、外国語パンフレット作成等を行っている。 

・人材育成については、おもてなし三重観光ボランティアガイド連絡協議会へ事業委託

を行い、研修会等への支援を行っている。 

・2009（平成 21）年度からの新規事業として「産業観光スタンプラリー」を愛知県、岐

阜県の観光連盟と共催で実施し、県内の産業観光施設への誘客を図っている。 

 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業・今後の重点事業 

 

事業区分 事業項目 
平成 22 年度の 

取り組み事業 

今後取り組みたい事業

（重点事業◎） 

①政策提言・調査 政策提言・戦略立案   

マーケティング･各種調査   

②観光地域づくり 観光地域づくり基盤形成 ○ ○ 

観光施設の管理・運営   

観光地美化・修景   

③旅行商品・来訪者対応 旅行商品企画・流通促進   

観光案内・ランドオペレーター ○ ◎ 

観光イベント   

④国内プロモーション等 セールス   

観光情報媒体作成・配付 ○ ◎ 

⑤海外プロモーション等 セールス   

観光情報媒体作成・配付 ○ ◎ 

⑥特定ターゲット誘致等

の取り組み 

教育旅行誘致   

ＭＩＣＥ誘致   

フィルムコミッション   

⑦人材育成 観光地経営・リーダー養成   

接遇スタッフ・ガイド等研修   

観光関係者表彰 ○ ○ 

⑧連携・受入体制づくり 農商工と連携・特産品開発   

住民組織（ＮＰＯ）との連携   

広域観光連携   

⑨会員支援 刊行物・資料等の発行 ○ ◎ 

会員の事業等の支援   

⑩その他 その他   
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〔2009（平成 21）年度事業概要シート〕 

フリーダイヤルによる観光案内
観光インフォメーション業務等強化（緊急雇用創出事業）

観光情報媒体作成･発信

ホームページ「観光三重」（インターネット・携帯）による情報提供
メールマガジン「観光三重便り」の発信

観光マップ作成、季刊観光情報紙「観光三重」の発行、三重県ＰＲ冊子作成

８耐ツーリングマップ作成

観光ＰＲポスターの作成

メディア向けメールマガジンの配信

関東地区を中心とした旅行エージェント等へのキャラバン実施
産業観光スタンプラリー（愛知・岐阜・三重の３県共催）

ハイウェイキャンペーン三重（中日本高速道路と共催）

各種イベント等とタイアップしたＰＲ

「美し国三重夏キャンペーン」の実施

プレスツアー実施

記者発表会および交流会の開催

中京圏でのラジオ番組制作

情報番組活動（広域で広報活動を行う市町等への広告費支援、テレビ・ラジオの活用等）

（協）三重県物産振興会と連携した観光キャンペーン

外国メディア等受入対応（※１）

観光マップ（英語版）作成
外国語版観光地チラシ作成（英・中・韓・仏）

外国人観光客向け案内表示シール作成（12カ国語併記）

外国語版ホームページ管理

セールス（宣伝､海外説明会･
商談､関係者招聘等）

④国内
プロモ

ーション

※２　観光ボランティアガイド事業・・・・・総会・全体研修会（25団体235名参加）、地区別研修会
（3回、各回30～106名参加）、ガイド養成講座に対する支援、ボランティアガイド全国大会への参

画（登録団体数：35団体）

会員研修会、地域懇談会の開催

※１　外国メディア等受入対応・・・・・関西広域「中国メディア招聘事業」取材同行、中部広域「台
湾メディアファムトリップ」取材同行、東海外客「中国訪日教育旅行推進事業」対応など

観光ボランティアガイド事業（おもてなし三重観光ボランティアガイド連絡協議会へ委託）（※２）
外国語対応語り部（ＳＧＧ伊賀研修会支援）

フィルムコミッション研修会の実施

おもてなし三重観光ボランティアガイド連絡協議会（上記⑦と重複）
外国語対応語り部（上記⑦と重複）

中部広域連携（中部広域セミナーへの参加、海外でのＰＲ活動）
関西広域連携（キャンペーン、観光展実施、ウエルカム関西観光ガイドブック作成）

会員向け情報の提供（メール配信）

備　　　　　考

事
業
詳
細

主な収益事業はなし

クリーンキャンペーン

インバウンド事業

事
業
概
要

収益事業

⑦人材
育成

⑧連携
・受入

体制

づくり

①政策
提言等

②観光
地域

づくり

③旅行
商品等

 ⑩その他

⑤海外
プロモ

ーション

人材育成事業

観光情報媒体作成･発信

⑥特定
ターゲッ

ト誘致

⑨会員
支援

着地型旅行商品造成

教育旅行誘致

フィルムコミッション

広域観光連携

刊行物・資料等の発行

ＭＩＣＥ誘致

会員の事業等の支援

観光関係者表彰

農商工と連携・特産品開発

観光地経営・リーダー養成

住民組織（ＮＰＯ）との連携

接遇スタッフ・ガイド等研修

観光地美化・修景

旅行商品造成・流通促進

観光イベント

セールス（宣伝､説明会･商談､
関係者招聘等）

ランドオペレーター･観光案内

政策提言･戦略立案

マーケティング・各種調査

観光地域づくり基盤形成

観光施設の管理・運営
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○組織・事務所概要 

・滋賀県が 2001（平成 13）年に策定した滋賀県観光振興指針に基づいて、2003（平成

15）年 4 月に（社）滋賀県観光連盟を母体として設立された。 

・2010（平成 22）年 4 月以降、管理、映像誘致、広報宣伝、誘致業務に携わる派遣県職

員が引き上げられることとなった。業務の一部が県に移管され、特に映像誘致業務は

全面的に県に移管された。 

 (2011 年 3 月末日時点) 

組織の法人形態： 役員数： 職員数： 会員数： 

社団法人（新公益法人

制度移行前） 

専従  1 名 

兼務 24 名 

専従 25 名 

兼務  － 

正会員       527 組織 

賛助会員・準会員等  － 

出先機関名称： 所在地： 職員数： 主な業務内容： 

滋賀観光物産情報センター 滋賀県大津市 4 名 観光情報提供、県産品展示販売 

注）2010 年度の会員数：673 組織 

内訳：市町村 33、市町村観光協会 49、各種団体・業界 591 

○収支の概要 

〔事業総額および収支構成等〕 

・一般会計・特別会計の合計の予算規模は 3.2 億円（2009 年度）。ただし、2010（平成

22）年度は業務の一部が県に移管され、予算規模は 2.0 億円に減少した。 

・観光開発基金運用資金、観光施設整備準備金、退職手当積立金、物産振興事業を特別

会計にしている。 

・収入としては、負担金（県負担金、事業負担金・協賛金）が過半を占める。 

〔収益事業〕 

・事業収入は 98 万円、ホームページ等広告料収入や琵琶湖一周ウォーキング認定料等

である。 

〔収支構成〕 

金額(千円) 比率 金額 増減

7,752       2.4% 7,802     50        

92,669      29.0% 37,346    -55,323   

41,937      13.1% 46,485    4,548     県受託金

976         0.3% 530       -446      

175,449     54.9% 108,812   -66,637   県負担金、事業負担・協賛金

1,028       0.3% 1,015     -13       

319,811     100.0% 201,990   -117,821  特定資産取崩収入除く

事業費 168,612     52.5% 101,586   -67,026   

情報収集･発信 45,857      14.3% 33,870    -11,987   

インバウンド 7,567       2.4% 3,444     -4,123    

152,259     47.5% 104,050   -48,209   

0.0% -         

320,871     100.0% 205,636   -115,235  

その他

合計

雑収入

合計

一般管理費

2009(平成21)年度決算 2010(平成22)年度予算
項目

負担(分担)金

会費

補助金

委託金

収益事業

備　　　考

収入

支出

 

社団法人びわこビジターズビューロー 
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○2009（平成 21）年度の事業概要・特徴 

・2009（平成 21）年度は新型インフルエンザの発生により観光関連産業に深刻な影響が

出たため、補正予算により観光キャンペーン等の誘致活動を積極的に実施している。 

・「近江みちの国事業」では、主に首都圏において本県の自然や歴史、文化を紹介する

講座やキャンペーン等を実施し、新たな誘客や滞在型観光の推進に努めている。 

・インバウンドについては、ビジット・ジャパン・キャンペーン事業を活用した広域連

携により、韓国、中国など東アジアをターゲットとして誘致活動を推進している。 

・コンベンションの誘致・開催支援、環境学習や体験学習プログラムを組み込んだ教育

旅行の誘致などにも取り組んでいる。 

 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業・今後の重点事業 

 

事業区分 事業項目 
平成 22 年度の 

取り組み事業 

今後取り組みたい事業

（重点事業◎） 

①政策提言・調査 政策提言・戦略立案   

マーケティング･各種調査   

②観光地域づくり 観光地域づくり基盤形成 ○ ○ 

観光施設の管理・運営   

観光地美化・修景   

③旅行商品・来訪者対応 旅行商品企画・流通促進 ○ ○ 

観光案内・ランドオペレーター ○ ○ 

観光イベント   

④国内プロモーション等 セールス ○ ◎ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ◎ 

⑤海外プロモーション等 セールス ○ ◎ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ◎ 

⑥特定ターゲット誘致等

の取り組み 

教育旅行誘致 ○ ◎ 

ＭＩＣＥ誘致   

フィルムコミッション   

⑦人材育成 観光地経営・リーダー養成 ○ ○ 

接遇スタッフ・ガイド等研修   

観光関係者表彰 ○ ○ 

⑧連携・受入体制づくり 農商工と連携・特産品開発   

住民組織（ＮＰＯ）との連携   

広域観光連携 ○ ○ 

⑨会員支援 刊行物・資料等の発行 ○ ○ 

会員の事業等の支援 ○ ○ 

⑩その他 その他   
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〔2009（平成 21）年度事業概要シート〕 

観光情報媒体作成･発信

観光物産情報データベース更新運用（メルマガ発行、ホームページ）
情報誌「たびゅうど」発行

観光パンフレット等の作成（総合パンフレット、観光地図、びわ湖一周サイクリングマップ）

観光ブランド発信事業（ホームページに「白州正子の愛した近江」コーナー新設）

教育旅行誘致キャラバンの実施、旅行会社の研修会・商談会の実施
知事メッセージ送付、教育旅行体験学習プログラムの送付

びわ湖大花火大会への参画、各種大会への後援

パブリシティの展開（プレスツアー、ニュースリリース、個別取材誘致等）
ＪＲ西日本共同キャンペーン（旅行商品素材開発・提案、記念イベント、駅でのキャンペーン実施

等）

近江みちの国事業（首都圏での講座・キャンペーン実施、ファンクラブ運営、パスポート印刷等）

地域元気発信事業「元気やで！おいで～な滋賀」（クーポン実施、旅行ブロガー招待、車内吊り

広告）

首都圏、中部圏、関西圏での観光キャンペーン実施

旅行業者へのＰＲ活動（キャラバン）、旅行業者研修会・商談会の実施

本県への宿泊観光助成事業（宿泊バスツアーへの助成）

郷土物産展開催、食の博覧会出展、観光大使「滋賀のええもん」発信事業

「琵琶湖一周ウオーカー」認定

訪日外国人誘客事業（東アジア等からのファムトリップ招請）（※１）
認知度向上事業（海外観光展、セミナー・商談会、ミッション派遣・助成等）（※２）

海外向け広報・観光情報の提供（海外メディア取材支援、各国客動向や情報収集）

パンフレット、英語版ＭＡＰ、インバウンド部会事業県内広報
韓国向け滋賀県観光情報ホームページの立上げ

セールス（宣伝､海外説明会･
商談､関係者招聘等）

④国内
プロモ

ーション

※３　観光物産研修会の実施・・・・・2回開催、計65名参加（観光・物産知識の習得、人権意識の
研鑽）

市町、地域観光協議会が実施する独自事業への支援

※１　訪日外国人誘客事業・・・・・関西広域機構との連携事業、中部広域観光推進協議会との連
携事業、VJC広域連携事業（三重県連携台湾教育旅行関係者ファム、京滋連携香港・台湾マスコ

ミファム）

※２　認知度向上事業・・・・・中部広域観光推進協議会との連携事業、VJC広域連携事業（三重

県連携訪日台湾教育旅行現地説明会、京滋連携香港ミッション）、滋賀県単独プロモーション（韓

国アウトバンド旅行会社商談会参加、JNTO主催商談会参加（台湾・タイ）、北京TOPセールス、シ

ンガポール出展・商談会参加）

ニューツーリズムに関する観光セミナー開催（日本観光協会との連携）
観光物産研修会の実施（会員・従業員等対象）（※３）

観光サービス研修の開催（日本観光協会との連携）
観光ボランティアガイドとの連携（市町の観光ボランティアガイド協会等の会議出席）

観光物産事業功労者等の表彰

情報交換会、情報提供・誘致活動（６地区合同セミナー実施、国際ミーティングエキスポ出展等）
大会支援（コンベンションガイド、パンフレット等）、会議開催経費の助成、滋賀コンベンション

映画等誘致支援事業（撮影支援、エキストラ登録、機関紙発行、映画の広報宣伝等）
ロケ地めぐりルート設定事業（ロケ地めぐり観光マップの作成・配布）

観光土産品認定審査会等への参加、滋賀の特産品・ブランドづくり事業、販路開拓の調査研究

観光ボランティアガイドとの連携（上記⑦と重複）

関西広域機構、中部広域観光推進協議会、京滋国際観光誘客推進委員会、三重県連携 台湾教
育旅行誘致促進協議会と連携した海外プロモーション

６地区（新潟、仙台、松本、高松、長崎、ＢＶＢ）合同セミナーによるコンベンション誘致

インターネット等を通した会員への情報提供

備　　　　　考

事
業
詳
細

主な収益事業はなし

滋賀観光物産情報センターの運営
東京・名古屋観光物産情報センターの受託管理

旅行商品化提携事業（首都圏旅行会社の企画等に対する助成）

インバウンド事業

事
業
概
要

収益事業

⑦人材
育成

⑧連携
・受入

体制

づくり

①政策
提言等

②観光
地域

づくり

③旅行
商品等

 ⑩その他

⑤海外
プロモ

ーション

人材育成事業

観光情報媒体作成･発信

⑥特定
ターゲッ

ト誘致

⑨会員
支援

着地型旅行商品造成

教育旅行誘致

フィルムコミッション

広域観光連携

刊行物・資料等の発行

ＭＩＣＥ誘致

会員の事業等の支援

観光関係者表彰

農商工と連携・特産品開発

観光地経営・リーダー養成

住民組織（ＮＰＯ）との連携

接遇スタッフ・ガイド等研修

観光地美化・修景

旅行商品造成・流通促進

観光イベント

セールス（宣伝､説明会･商談､
関係者招聘等）

ランドオペレーター･観光案内

政策提言･戦略立案

マーケティング・各種調査

観光地域づくり基盤形成

観光施設の管理・運営
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○組織・事務所概要 

・1951（昭和 26）年設立。 

・2011（平成 23）年度の役員改選期に向けて、新公益法人制度への移行手続きを進めて

いる。 

 (2011 年 3 月末日時点) 

組織の法人形態： 役員数： 職員数： 会員数： 

社団法人（新公益法

人制度移行前） 

専従 1 名 

兼務 －(理事含まず) 

専従 6 名 

兼務 － 

正会員       293 組織 

賛助会員・準会員等  － 

出先機関名称： 所在地： 職員数： 主な業務内容： 

丹後分室 京都府宮津市 1 名 主に府北部の観光情報発信 

注）2010 年 6 月 1 日時点の会員数：293 組織 

内訳：市町村 25、市町村観光協会等 33、観光関連団体 19、業界等 216 

 

○収支の概要 

〔事業総額および収支構成等〕 

・一般会計の予算規模は 2.2 億円（2009 年度）。ただし、2009（平成 21）年度は新型イ

ンフルエンザ対策のため、緊急誘致対策事業補助として 1.3 億円の府補助金が含まれ

ている。 

・京都府からの補助金等が収入の約９割を占める。 

〔収益事業〕 

・事業収入は 1.7 百万円、観光宣伝物販売収入、広告収入、フィルム貸出収入等である。 

 

〔収支構成〕 

金額(千円) 比率 金額 増減

11,930      5.4% 11,600    -330      

202,960     91.4% 47,933    -155,027  府補助金、助成金

4,644       2.1% 20,588    15,944    

1,670       0.8% 1,239     -431      

584         0.3% 2,905     2,321     

179         0.1% 40        -139      

221,967     100.0% 84,305    -137,662  

事業費 173,114     78.1% 46,319    -126,795  

情報収集･発信 0.0% -         

インバウンド 15,296      6.9% 1,300     -13,996   

44,918      20.3% 35,699    -9,219    組織活動費支出

3,500       1.6% 3,500     -         拠出金

221,532     100.0% 85,518    -136,014  

その他

合計

雑収入

合計

一般管理費

2009(平成21)年度決算 2010(平成22)年度予算
項目

負担(分担)金

会費

補助金

委託金

収益事業

備　　　考

収入

支出

 

社団法人京都府観光連盟 
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○2009（平成 21）年度の事業概要・特徴 

・2009（平成 21）年度は世界的な景気後退による海外からの観光客減少、新型インフル

エンザの影響により修学旅行のキャンセルなど大きな影響を受けた。そのため京都府

とともにインフルエンザ対策として、誘客キャンペーン「京都へおこしやす！」、観

光関連団体の活動への交付金支給、修学旅行に関わる「京都体感・感動発見事業」を

実施した。 

・インバウンドについては、京都府、滋賀県、（社）びわこビジターズビューローとと

もに、香港の個人旅行（ＦＩＴ）等をターゲットとした誘致事業をＶＪＣ地方連携事

業として実施している。また、京都府、京都市、（社）京都市観光協会ととともに海

外有力プレス関係者等の招請を行っている。 

・京都観光を担う人材を育成する京都観光未来塾では、修了生によるＯＢ会及び府内観

光ボランティアガイド団体の連絡組織を設立し、その取組みを支援している。 

・2010（平成 22）年 3 月から京都総合観光案内所に案内業務が一元化された。 

 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業・今後の重点事業 

 

事業区分 事業項目 
平成 22 年度の 

取り組み事業 

今後取り組みたい事業

（重点事業◎） 

①政策提言・調査 政策提言・戦略立案   

マーケティング･各種調査   

②観光地域づくり 観光地域づくり基盤形成 ○  

観光施設の管理・運営   

観光地美化・修景   

③旅行商品・来訪者対応 旅行商品企画・流通促進   

観光案内・ランドオペレーター ○  

観光イベント ○  

④国内プロモーション等 セールス ○ ◎ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ◎ 

⑤海外プロモーション等 セールス ○ ◎ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ◎ 

⑥特定ターゲット誘致等

の取り組み 

教育旅行誘致   

ＭＩＣＥ誘致   

フィルムコミッション   

⑦人材育成 観光地経営・リーダー養成 ○ ◎ 

接遇スタッフ・ガイド等研修 ○  

観光関係者表彰 ○  

⑧連携・受入体制づくり 農商工と連携・特産品開発   

住民組織（ＮＰＯ）との連携   

広域観光連携 ○  

⑨会員支援 刊行物・資料等の発行 ○  

会員の事業等の支援 ○  

⑩その他 その他   
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〔2009（平成 21）年度事業概要シート〕 

京都府観光情報センター、丹後観光情報センターの運営
京都総合観光案内所（京都府と京都市が共同設置）への職員派遣

京都ツーリストインフォメーション・カウンターの運営（外国人向け観光案内業務）

観光情報媒体作成･発信

観光宣伝媒体の作成（「マップ京都」「京都体験紀行」「京都再発見」）
「観光だより」の発行、全国関係者へ送付・販売

観光情報提供システムの運用、インターネット等による発信

観光写真の整備・活用

桜の開花情報及び紅葉情報の発信（インターネット・ファックス等）

京都体感・感動発見事業（修学旅行生への伝統文化や和装に親しむ機会の提供）

各種観光行催事への協賛・後援

首都圏での旅行記者クラブ等への情報発信
キャリアーとの連携（乙訓・八幡歴史ウォークの実施）

京都府・ＪＲ西日本観光連携協議会（パンフレット作成・設置）

京都市の宿泊事業者を対象とした「コンシェルジュ等に対する観光情報説明会」実施

マスコミ対策（観光スポット紹介、紙面掲載要請）

観光宣伝販売促進会議の開催（首都圏の旅行エージェント・キャリアー対象）

物産展・観光展等への出展

物産開発と連携した誘客促進（各種委員会への参画）

北海道、東京、福岡等での「京都へおこしやす！」キャンペーン実施

滋賀県と連携したＶＪＣ地方連携事業（香港での現地プロモーション、メディア招請）
関西クルーズ振興協議会ＶＪＣ実行委員会企画の韓国からのファムトリップ参画

日本観光協会台湾事務所での京都観光の宣伝・紹介

インバウンド商談会への参加、海外ネットワーク構築

海外有力プレス関係者等招請（京都府、京都市、京都市観光協会と連携）（※１）

セールス（宣伝､海外説明会･
商談､関係者招聘等）

④国内
プロモ

ーション

※２　「京都観光未来塾」・・・・・京都観光を担う人材の育成。対象者別に４コースに分け、「地域の
魅力づくり」「府域への外客誘客」の視点から、講義だけでなくケーススタディ演習、ワークショップ、

事例研究等による実践的な内容により開催（英会話研修、中国語・韓国語講座も含む）

京都観光振興交付金事業（府内の観光関連団体の誘致事業への支援）

京都府観光魅力創造会議の開催

※１　海外有力プレス関係者等招請・・・・・招請総数41件、延べ102社、20ヵ国・地域

「京都観光未来塾」経営企画セミナー、地域リーダー研修（※２）

「京都観光未来塾」ホスピタリティ（おもてなし）セミナー、ボランティアガイドリーダー研修（※２）

観光関連事業功労者等の表彰

「京都観光未来塾」修了生による「円卓会議」開催
京都府観光ボランティアガイド団体連絡協議会の設立

滋賀県と連携したＶＪＣ地方連携事業（上記⑤）

備　　　　　考

事
業
詳
細

主な収益事業はなし

インバウンド事業

事
業
概
要

収益事業

⑦人材
育成

⑧連携
・受入

体制

づくり

①政策
提言等

②観光
地域

づくり

③旅行
商品等

 ⑩その他

⑤海外
プロモ

ーション

人材育成事業

観光情報媒体作成･発信

⑥特定
ターゲッ

ト誘致

⑨会員
支援

着地型旅行商品造成

教育旅行誘致

フィルムコミッション

広域観光連携

刊行物・資料等の発行

ＭＩＣＥ誘致

会員の事業等の支援

観光関係者表彰

農商工と連携・特産品開発

観光地経営・リーダー養成

住民組織（ＮＰＯ）との連携

接遇スタッフ・ガイド等研修

観光地美化・修景

旅行商品造成・流通促進

観光イベント

セールス（宣伝､説明会･商談､
関係者招聘等）

ランドオペレーター･観光案内

政策提言･戦略立案

マーケティング・各種調査

観光地域づくり基盤形成

観光施設の管理・運営
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○組織・事務所概要 

・2003（平成 15）年 4 月 1 日に大阪府・大阪市・経済界の総意として、財団法人大阪コ

ンベンション・ビューロー、社団法人大阪観光協会、社団法人大阪府観光連盟の三者

が一体となり設立。 

(2011 年 3 月末日時点) 

組織の法人形態： 役員数： 職員数： 会員数： 

財団法人（新公益法人制

度移行前） 

専従  3 名 

兼務 23 名 

専従 60 名 

兼務  － 

正会員        － 

賛助会員・準会員等 634 組織 

出先機関名称： 所在地： 職員数： 主な業務内容： 

大阪市ＶＩＣ 梅田 大阪市北区ＪＲ大阪駅構内 4 ヶ所・ 

7 人で 

ローテー

ション 

観光案内業務 

大阪市ＶＩＣ 新大阪 大阪市淀川区ＪＲ新大阪駅構内 観光案内業務 

大阪市ＶＩＣ 難波 大阪市浪速区南海電車難波駅構内 観光案内 

大阪市ＶＩＣ 天王寺 大阪市天王寺区ＪＲ天王寺駅構内 観光案内 

注）2010 年 5 月 20 日時点の会員数：605 組織 

内訳：府 1、市町村 22、市町村観光協会 11、各種団体・業界 571 

 

○収支の概要 

〔事業総額および収支構成等〕 

・一般会計・特別会計の合計の予算規模は 14.0 億円（2009 年度）。 

・大阪城天守閣運営事業を特別会計としている。2010（平成 22）年度は大阪城天守閣の

管理者が移行するため、一般会計のみで 7.0 億円となっている。 

・2009（平成 21）年度は収益事業が収入の約半分を占めていたが、2010（平成 22）年

度予算では収益事業が大幅に縮小し、負担金が約６割を占める。 

〔収益事業〕 

・2009（平成 21）年度は大阪城天守閣運営事業（7.4 億円）が主な収益源となっている。

その他事業収入は 21.5 百万円で、チケット販売収入（4.5 百万円）などである。 

〔収支構成〕 

金額(千円) 比率 金額 増減

39,863      2.9% 40,000    137       

52,618      3.8% 45,265    -7,353    

143,226     10.3% 162,549   19,323    

759,183     54.4% 20,500    -738,683  基本財産運用収入等含む

399,465     28.6% 426,644   27,179    

1,288       0.1% 500       -788      寄付金収入含む

1,395,643   100.0% 695,458   -700,185  貸付金返還収入等除く

事業費 1,313,917   93.5% 643,370   -670,547  

情報収集･発信 115,094     8.2% 124,354   9,260     

インバウンド 77,925      5.5% 93,336    15,411    

90,837      6.5% 61,588    -29,249   

0.0% -         

1,404,754   100.0% 704,958   -699,796  

その他

合計

雑収入

合計

一般管理費

2009(平成21)年度決算 2010(平成22)年度予算
項目

負担(分担)金

会費

補助金

委託金

収益事業

備　　　考

収入

支出

 

財団法人大阪観光コンベンション協会 
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○2009（平成 21）年度の事業概要・特徴 

・協会が指定管理者として運営していた大阪城天守閣運営事業は、協会運営にとって貴

重な財源であったが、2010（平成 22）年 4 月より管理者が他団体へ移行した。 

・大阪ならではの魅力開発を推進するため、コミュニティ･ツーリズム推進事業等を展

開している。「大阪あそ歩」と題して、まちあるきコース、まち遊びプログラムを実

施している。また、携帯プレーヤーに取り込んだ音声ガイドを聞きながら観光･歴史

スポットをめぐる「大阪まちあるき」は、年間 139,945 のアクセス数があった。 

・若者をターゲットとした大阪イメージアップ事業として、大阪大学コミュニケーショ

ンデザイン･センターとの連携により大阪旋風プロジェクトを組織し、リサーチや情

報発信を実施している。 

・水の都大阪を中心とした国際観光都市･大阪の各種プロモーションを展開している。

2009（平成 21）年度はインフルエンザ対策のため「いらっしゃい！大阪キャンペーン」

を実施している。 

・インバウンドについては、中国（上海）、香港・台湾、ソウルを担当する現地の観光

コンシェルジュを通じてセールス・広報活動を行っている。 

 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業・今後の重点事業 

 

事業区分 事業項目 
平成 22 年度の 

取り組み事業 

今後取り組みたい事業

（重点事業◎） 

①政策提言・調査 政策提言・戦略立案   

マーケティング･各種調査   

②観光地域づくり 観光地域づくり基盤形成   

観光施設の管理・運営   

観光地美化・修景   

③旅行商品・来訪者対応 旅行商品企画・流通促進   

観光案内・ランドオペレーター ○ ◎ 

観光イベント ○ ○ 

④国内プロモーション等 セールス ○ ◎ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ○ 

⑤海外プロモーション等 セールス ○ ◎ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ○ 

⑥特定ターゲット誘致等

の取り組み 

教育旅行誘致 ○ ○ 

ＭＩＣＥ誘致 ○ ◎ 

フィルムコミッション ○ ○ 

⑦人材育成 観光地経営・リーダー養成   

接遇スタッフ・ガイド等研修   

観光関係者表彰   

⑧連携・受入体制づくり 農商工と連携・特産品開発   

住民組織（ＮＰＯ）との連携   

広域観光連携 ○  

⑨会員支援 刊行物・資料等の発行 ○  

会員の事業等の支援   

⑩その他 その他   
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〔2009（平成 21）年度事業概要シート〕 

市内４ヶ所のビジターズインフォメーションセンターでの情報提供
まちなか観光案内所「ＯＳＡＫＡ？たびナビ」（民間事業者との協働で市内90ヶ所にて実施）

観光情報媒体作成･発信

ガイドブック、マップ発行
観光情報ホームページ、メールマガジン、ブログ「大阪旅ログ」、twitter開始

大阪旋風プロジェクト（「osaka field trip」「インタビューズ」発行）

中国、台湾、韓国における誘致セミナー開催、招聘旅行実施
国内各地の主要旅行代理店への訪問セールス実施

天神祭の特別観覧席の運営、外国人招待

大阪観光キャンペーン「Cocodoko？」の実施（水都大阪2009に合わせた主要駅でのＰＲ）
旅行エージェント対象の情報交換会開催（金沢、名古屋、福岡、広島）

ローカル新聞・タウン誌取材招聘

主要旅行代理店へのセールス等（東京、金沢、仙台等）

京都・大阪・神戸「三都物語」マスコミ向け現地説明会、エージェント向け研修会の実施

首都圏観光プロモーション（情報交換会）

「いらっしゃい！大阪キャンペーン」実施（全国でのキャラバン、観光イベント等実施）

関西ブロック広域観光振興事業（ウェルカム関西ガイドブック、「ほんまにええとこ関西観光展」開

催）

大阪観光大使マナカナによる情報発信
大阪観光コンシェルジュによるセールス・広報活動（上海・香港・台湾・ソウル）

国際観光展への出展、旅行代理店へのセールス訪問・招聘（※２）、マスメディアによる情報発信

関西国際空港出国型ツアー商品造成促進、関西３府県観光トッププロモーション等

アジア観光都市連携事業（釜山・上海・大阪）、海外学校交流事業

ガイドブック、マップ発行（英・韓・中）
協会ホームページ"Osaka-info"のリニューアル、メールマガジン配信（英・韓・中）

中国のポータルサイトＪＡＰＡＮ在線に大阪特集掲載、韓国ブロガーの招聘・ブログ掲載

セールス（宣伝､海外説明会･
商談､関係者招聘等）

④国内
プロモ

ーション

府内市町村等が実施する観光普及啓発事業への後援・協賛
「会員の集い」等の開催（勉強会、交流会）、会員維持獲得活動

組織体制の強化（人事評価制度の本格実施、各種研修制度の充実）

※１　コミュニティ・ツーリズム「大阪あそ歩」・・・・・まち歩きコース、まち遊びプログラムを開発し、
春・秋の２回実施（春：まち歩き807名、まち遊び249名　秋：まち歩き1,338名、まち遊び162名）

※２　旅行代理店へのセールス訪問・招聘・・・・・韓国、中国･香港、台湾、タイ、シンガポールを訪
問（特にソウル市では大阪府とソウル市との友好協力協議書締結にあわせ、大阪観光の夕べ等を

開催）

大阪観光ボランティアガイドの運営支援、大阪ＳＧＧクラブ（善意通訳ボランティア）などとの連携

コンベンション、インセンティブ・ツアー誘致・支援（海外PR活動への職員派遣、商談会参加、海
外キーパーソン招聘、助成金交付、観光PRツール提供、コンベンションニュース発行等）

「水の都」を題材にした映像作品制作

関西広域機構、京都・大阪・神戸観光推進協議会「三都物語」、近畿６府県首都圏観光連絡協議
会

会員向け情報発信（「協会のいま」、メルマガ）、会報「OCT WAVE」発行

備　　　　　考

事
業
詳
細

主な収益事業はなし

大阪旋風プロジェクト（阪大学生が大阪の魅力をリサーチするプログラムの実施）
国内外会議情報（コンベンション開催状況等）の収集･分析

大阪城天守閣運営事業（イベント開催、広報活動、記念品売店の管理運営等）

コミュニティ・ツーリズム「大阪あそ歩」（※１）、音声ガイドプログラム「大阪まちあるき」、夜の観光メ
ニューのＰＲ

大阪集客プラン支援事業（民間企業・団体の事業を認定・助成）

大阪周遊パス・外客用大阪周遊２日券の企画・販売

「大阪参加体験プログラム」のメニュー充実、予約業務

インバウンド事業

事
業
概
要

収益事業

⑦人材
育成

⑧連携
・受入

体制

づくり

①政策
提言等

②観光
地域

づくり

③旅行
商品等

 ⑩その他

⑤海外
プロモ

ーション

人材育成事業

観光情報媒体作成･発信

⑥特定
ターゲッ

ト誘致

⑨会員
支援

着地型旅行商品造成

教育旅行誘致

フィルムコミッション

広域観光連携

刊行物・資料等の発行

ＭＩＣＥ誘致

会員の事業等の支援

観光関係者表彰

農商工と連携・特産品開発

観光地経営・リーダー養成

住民組織（ＮＰＯ）との連携

接遇スタッフ・ガイド等研修

観光地美化・修景

旅行商品造成・流通促進

観光イベント

セールス（宣伝､説明会･商談､
関係者招聘等）

ランドオペレーター･観光案内

政策提言･戦略立案

マーケティング・各種調査

観光地域づくり基盤形成

観光施設の管理・運営
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○組織・事務所概要 

・1952（昭和 27）年に社団法人兵庫県観光連盟が設立、2002（平成 14）年に改称。 

 (2011 年 3 月末日時点) 

組織の法人形態： 役員数： 職員数： 会員数： 

社団法人（新公益法

人制度移行前） 

専従  1 名 

兼務 45 名 

専従 11 名 

兼務  9 名 

正会員       239 組織 

賛助会員・準会員等 55 組織 

出先機関名称： 所在地： 職員数： 主な業務内容： 

なし    

注）2010 年 8 月 9 日時点の会員数：244 組織 

内訳：市町村 41、市町村観光協会 52、各種団体・業界 151 

 

○収支の概要 

〔事業総額および収支構成等〕 

・一般会計・特別会計の合計の予算規模は 5.2 億円（2009 年度）。ただし、2009（平成

21）年度は当初予算より 3.6 億円増額している。 

・外客誘致促進事業、温泉ツーリズム推進事業、あいたい兵庫キャンペーン事業を特別

会計としている。 

・県からの補助金等が収入の８割以上を占める。 

〔収益事業〕 

・一般会計の事業収入が 4.7 百万円で、販売収入などである。 

 

〔収支構成〕 

金額(千円) 比率 金額 増減

21,350      4.1% 21,960    610       

445,446     86.3% 87,113    -358,333  

10,423      2.0% 24,707    14,284    

4,748       0.9% 2,520     -2,228    

24,300      4.7% 24,300    -         

9,947       1.9% 5         -9,942    寄附金収入含む

516,214     100.0% 160,605   -355,609  

事業費 479,929     97.4% 165,453   -314,476  負担金等支出含む

情報収集･発信 0.0% -         

インバウンド 4,682       1.0% 9,301     4,619     

12,667      2.6% 15,183    2,516     

0.0% -         

492,596     100.0% 180,636   -311,960  

その他

合計

雑収入

合計

一般管理費

2009(平成21)年度決算 2010(平成22)年度予算
項目

負担(分担)金

会費

補助金

委託金

収益事業

備　　　考

収入

支出

 

社団法人ひょうごツーリズム協会 
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○2009（平成 21）年度の事業概要・特徴 

・2009（平成 21）年度は JR グループとタイアップして「あいたい兵庫デスティネーシ

ョンキャンペーン」を実施した。期間中に新型インフルエンザの風評被害を受けたた

め、地域元気回復支援事業（団体の取組み支援）と全国への大型キャンペーンを引き

続き実施している。 

・地域個性を活かした体験型ツーリズムの推進のため、地域と旅行会社が連携して取り

組む事業への支援や、地域関係者自らがツーリズム資源を旅行会社等にプレゼンテー

ションする事業を行っている。 

・インバウンドについては、県・市町・観光団体・民間企業等から構成される「兵庫県

外客誘致促進委員会」によりプロモーション活動が行われている。中国、韓国、台湾

等の東アジア地域をメインターゲットとして、広域連携による誘客促進を図る事業が

多い。 

・人材育成とおもてなし意識や接遇能力の向上を図るため、ツーリズム関係者やサービ

ス業従業員向けのおもてなし接遇研修を実施している。 

 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業・今後の重点事業 

 

事業区分 事業項目 
平成 22 年度の 

取り組み事業 

今後取り組みたい事業

（重点事業◎） 

①政策提言・調査 政策提言・戦略立案   

マーケティング･各種調査 ○  

②観光地域づくり 観光地域づくり基盤形成 ○  

観光施設の管理・運営   

観光地美化・修景   

③旅行商品・来訪者対応 旅行商品企画・流通促進 ○ ◎ 

観光案内・ランドオペレーター ○  

観光イベント ○  

④国内プロモーション等 セールス ○ ◎ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ◎ 

⑤海外プロモーション等 セールス ○ ◎ 

観光情報媒体作成・配付 ○  

⑥特定ターゲット誘致等

の取り組み 

教育旅行誘致 ○  

ＭＩＣＥ誘致 ○  

フィルムコミッション ○  

⑦人材育成 観光地経営・リーダー養成 ○  

接遇スタッフ・ガイド等研修 ○ ◎ 

観光関係者表彰   

⑧連携・受入体制づくり 農商工と連携・特産品開発 ○  

住民組織（ＮＰＯ）との連携 ○  

広域観光連携 ○  

⑨会員支援 刊行物・資料等の発行   

会員の事業等の支援 ○  

⑩その他 その他   
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〔2009（平成 21）年度事業概要シート〕 

ひょうごツーリストインフォメーションデスク（TID）の運営
関西国際空港観光案内所の共同運営への参画

観光情報媒体作成･発信
協会ホームページ「ひょうごツーリズムガイド」活用
ひょうごファンクラブの運営（メルマガ配信、サイト投稿システム）

「あいたい兵庫デスティネーションキャンペーン」実施
地域元気回復支援事業（団体の取組み支援）、「やっぱり、ひょうごキャンペーン」実施

ポストDC事業（全国への観光キャンペーン事業の継続実施）

産業ツーリズムの推進（施設の登録･紹介、パンフレット発行）

各種イベント・大会での観光･物産展の実施（兵庫県物産協会と連携）

ひょうごツーリズムバス事業（バス経費助成）、隣接県連携バス事業

近畿６府県首都圏情報交換会、関西ブロック広域観光展

関西３府県連携による東アジアからの教育旅行誘致促進（現地セミナー、ファムトリップ）
関西国際空港出国型ツアー造成促進（現地セミナー・広告宣伝、ファムトリップ）

台湾、中国インバウンド商品化（現地セミナー・広告宣伝、観光展、ブロガー招聘、視察ツアー）

「瀬戸内周遊美術・グルメの旅」商品造成（香港・台湾の旅行エージェント・マスコミ招請、広告宣

伝）

関西３府県観光プロモーション（中国杭州市で知事セミナー、商談会の開催）

中国等からの訪日教育旅行の誘致促進（現地セミナー、ファムトリップ）

米子空港イン関西空港アウトの旅行商品造成促進（ファムトリップ）

英語･中国語･韓国語版協会ホームページの改編

セールス（宣伝､海外説明会･
商談､関係者招聘等）

④国内
プロモ

ーション

※２　ツーリズム・セミナーの開催・・・・・３回開催
※３　おもてなし接遇研修の実施・・・・・

　①地域のホスピタリティ向上　32回・2,013名　　　②サービス業従業員向け　65回・2,548名

　③経営者･マネージャー向け　7回・923名　　　　④ひょうごおもてなしBOOK　5,000部

※１　観光地活性化・旅行商品造成支援・・・・・地域がテーマを設定し、旅行会社等と連携して旅
行商品化に取り組む事業を支援

　　　　　補助金認定事業数：７　　商談会参加：旅行会社34名、観光団体14名

ツーリズム・セミナーの開催（※２）

おもてなし接遇研修の実施（対象者別セミナー、ひょうごおもてなしBOOK）（※３）
観光ボランティアガイドの研修会・発表会の開催

「ひょうごロケ支援Ｎｅｔ」への参画（ロケ撮影地情報の発信）

観光土産品推奨・審査会の実施

観光ボランティアガイド（上記⑦）、小中学生を対象とした作文コンテスト開催

関西３府県（兵庫･大阪･京都）、瀬戸内広域連携等による海外プロモーション

備　　　　　考

事
業
詳
細

主な収益事業はなし

ツーリストのニーズ把握調査（1,000サンプル）
教育旅行動向調査（情報交換会）・現地視察

観光地活性化・旅行商品造成支援（地域の取組み支援、地域と旅行会社の商談会開催）（※１）
地域プレゼンテーション事業（地域が旅行会社・マスコミに対して現地視察を通じてアピール）

インバウンド事業

事
業
概
要

収益事業

⑦人材
育成

⑧連携
・受入

体制

づくり

①政策
提言等

②観光
地域

づくり

③旅行
商品等

 ⑩その他

⑤海外
プロモ

ーション

人材育成事業

観光情報媒体作成･発信

⑥特定
ターゲッ

ト誘致

⑨会員
支援

着地型旅行商品造成

教育旅行誘致

フィルムコミッション

広域観光連携

刊行物・資料等の発行

ＭＩＣＥ誘致

会員の事業等の支援

観光関係者表彰

農商工と連携・特産品開発

観光地経営・リーダー養成

住民組織（ＮＰＯ）との連携

接遇スタッフ・ガイド等研修

観光地美化・修景

旅行商品造成・流通促進

観光イベント

セールス（宣伝､説明会･商談､
関係者招聘等）

ランドオペレーター･観光案内

政策提言･戦略立案

マーケティング・各種調査

観光地域づくり基盤形成

観光施設の管理・運営
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○組織・事務所概要 

・2009（平成 21）年 4 月に社団法人奈良県観光連盟と財団法人奈良コンベンションビュ

ーローを統合して設立。 

 (2011 年 3 月末日時点) 

組織の法人形態： 役員数： 職員数： 会員数： 

一般社団法人 専従  1 名 

兼務 24 名 

専従 22 名 

兼務  － 

正会員        － 

賛助会員・準会員等 299 組織 

出先機関名称： 所在地： 職員数： 主な業務内容： 

なし    

注）2010 年 6 月 1 日時点の会員数：290 組織 

内訳：県 1、市町村 39、市町村観光協会 30、各種団体・業界 220 

 

○収支の概要 

〔事業総額および収支構成等〕 

・一般会計・特別会計の合計の予算規模は 2.5 億円（2009 年度）。 

・「知れば知るほど奈良はおもしろい」観光キャンペーン事業を特別会計としている。 

・補助金等収入（奈良県補助金、奈良市補助金等）が収入の約７割を占める。 

〔収益事業〕 

・一般会計の事業収入が 16.2 百万円で、主にカレンダー販売収入（15.6 百万円）であ

る。 

 

〔収支構成〕 

金額(千円) 比率 金額 増減

12,930      5.1% 13,000    70        

179,089     70.3% 123,932   -55,157   事業受託含む

0.0% -         

16,415      6.4% 15,260    -1,155    基本財産運用収入含む

45,953      18.0% 42,785    -3,168    

486         0.2% 221       -265      

254,873     100.0% 195,198   -59,675   

事業費 119,995     48.8% 169,193   49,198    

情報収集･発信 0.0% -         

インバウンド 0.0% -         

126,028     51.2% 31,541    -94,487   

0.0% -         

246,023     100.0% 200,734   -45,289   

その他

合計

雑収入

合計

一般管理費

2009(平成21)年度決算 2010(平成22)年度予算
項目

負担(分担)金

会費

補助金

委託金

収益事業

備　　　考

収入

支出

 

一般社団法人奈良県ビジターズビューロー 
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○2009（平成 21）年度の事業概要・特徴 

・事業の基軸として、観光モデルコース（着地型旅行商品）の企画提案、コンベンショ

ンの誘致・支援、観光情報の収集・発信を挙げている。 

・旅行商品の企画･造成については、冬季閑散期における誘客を狙いとした商品等の企

画を行い、旅行会社や雑誌社へ働きかけ、旅行商品・雑誌等での採用に結びつけてい

る。 

・コンベンションについては、県内の関係機関への誘致活動を中心に、学術会議やスポ

ーツ大会等の誘致・支援を行っている。2009（平成 21）年度実績は 196 件、83,371

人（国際コンベンションは 22 件、3,854 名）となっている。 

 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業・今後の重点事業 

 

事業区分 事業項目 
平成 22 年度の 

取り組み事業 

今後取り組みたい事業

（重点事業◎） 

①政策提言・調査 政策提言・戦略立案   

マーケティング･各種調査   

②観光地域づくり 観光地域づくり基盤形成   

観光施設の管理・運営   

観光地美化・修景   

③旅行商品・来訪者対応 旅行商品企画・流通促進 ○ ◎ 

観光案内・ランドオペレーター ○ ○ 

観光イベント ○ ○ 

④国内プロモーション等 セールス ○ ◎ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ◎ 

⑤海外プロモーション等 セールス   

観光情報媒体作成・配付   

⑥特定ターゲット誘致等

の取り組み 

教育旅行誘致 ○ ◎ 

ＭＩＣＥ誘致 ○ ◎ 

フィルムコミッション   

⑦人材育成 観光地経営・リーダー養成 ○  

接遇スタッフ・ガイド等研修 ○ ○ 

観光関係者表彰 ○ ○ 

⑧連携・受入体制づくり 農商工と連携・特産品開発   

住民組織（ＮＰＯ）との連携   

広域観光連携 ○ ○ 

⑨会員支援 刊行物・資料等の発行 ○ ○ 

会員の事業等の支援   

⑩その他 その他   

 



奈良県 

 - 167 - 

〔2009（平成 21）年度事業概要シート〕 

奈良県観光インフォメーションセンターの運営（外国客受入のための情報提供）

観光情報媒体作成･発信

観光情報提供システムの再構築（奈良県観光情報ホームページ「大和路アーカイブ」の更新）
グルメガイドの制作（60,000部）

奈良大和路カレンダーの制作･販売

各種行事等への協賛

「知れば知るほど奈良はおもしろい」観光キャンペーンの実施
関西観光展への出展（日本観光協会関西支部）

セールス（宣伝､海外説明会･
商談､関係者招聘等）

④国内
プロモ

ーション

※３　奈良県宿泊施設経営者セミナーの開催・・・・・宿泊事業の事業経営、食事商品力、接客技
術、施設商品認識の改善改革を目的として、3日間15講座を開催（参加者数42名）

※１　奈良大和路歴史巡行の開催・・・・・奈良ファン倶楽部の会員対象の、仏像、古道、宮跡をめ
ぐる宿泊ツアーを特別拝観も含め7回開催（約270名参加、講師同行）

※２　「むかし町」の情報発信・商品企画・・・・・伝建地区今井町再生実行委員会主催の「滞在型

観光メニューを用いた社会実験」に参加、旅行商品化の提案を行い、JTB商品化に成功

奈良県宿泊施設経営者セミナーの開催（※３）

コンベンションボランティアの展開

観光事業功労者の表彰

コンベンション誘致プロモーション活動
コンベンション開催支援

オフシーズンのスポーツを活用した宿泊推進

国際コンベンション開催助成

コンベンション関連団体との連携・情報発信

奈良インターカルチャーの協力による解説付特別拝観の実施（上記③）

会報誌「いにしえのかぜ」発行（当ビューローの活動状況、企画した着地型旅行商品の紹介、取扱
いコンベンションのサポート内容）

備　　　　　考

事
業
詳
細

主な収益事業はなし

企画提案書の策定、旅行会社・雑誌社への提案活動（「悠久の大和 冬のこころ旅」（日・中・韓国
語版）、「東大寺二月堂修二会（お水取り）セミナー」、「奈良大和路宿泊キャンペーン」）

大和路歴史文化講座の開催（東京、奈良）

奈良大和路歴史巡行（宿泊ツアー）の開催（※１）

解説付特別拝観の実施（奈良インターカルチャーの協力により文化財や行事の特別拝観を毎月

実施）

「あをによし奈良和婚」の企画提案（パンフレット作成、旅行会社・雑誌社への提供）

「むかし町」の情報発信・商品企画（※２）

古事記編纂1300年を契機とする企画提案（読書会を開催、ゆかりの地を抽出）

インバウンド事業

事
業
概
要

収益事業

⑦人材
育成

⑧連携
・受入

体制

づくり

①政策
提言等

②観光
地域

づくり

③旅行
商品等

 ⑩その他

⑤海外
プロモ

ーション

人材育成事業

観光情報媒体作成･発信

⑥特定
ターゲッ

ト誘致

⑨会員
支援

着地型旅行商品造成

教育旅行誘致

フィルムコミッション

広域観光連携

刊行物・資料等の発行

ＭＩＣＥ誘致

会員の事業等の支援

観光関係者表彰

農商工と連携・特産品開発

観光地経営・リーダー養成

住民組織（ＮＰＯ）との連携

接遇スタッフ・ガイド等研修

観光地美化・修景

旅行商品造成・流通促進

観光イベント

セールス（宣伝､説明会･商談､
関係者招聘等）

ランドオペレーター･観光案内

政策提言･戦略立案

マーケティング・各種調査

観光地域づくり基盤形成

観光施設の管理・運営
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○組織・事務所概要 

(2011 年 3 月末日時点) 

組織の法人形態： 役員数： 職員数： 会員数： 

社団法人（新公益法人制度

移行前） 

20 名 

 

専従 18 名 

兼務  － 

正会員       74 組織 

賛助会員・準会員等 66 組織 

出先機関名称： 所在地： 職員数： 主な業務内容： 

和歌山県わかやま喜集館 東京都千代田区 7 名 首都圏における和歌山県の観光 PR 等 

和歌山県名古屋観光センター 愛知県名古屋市 2 名 東海圏における和歌山県の観光 PR 等 

注）2010 年 7 月時点の会員数：  

正会員 ：市町村 30、市町村観光協会 36、法人・団体 8 の合計 74 

賛助会員：法人・団体 67 

 

○収支の概要 

〔事業総額および収支構成等〕 

・一般会計・特別会計の合計の予算規模は 3.1 億円（2009 年度）。 

・南紀白浜空港利用促進事業、熊野古道宿泊施設整備事業を特別会計としている。南紀

白浜空港利用促進事業特別会計の予算規模は 14.0 百万円で、収入はすべて基金取崩

金である。 

・県からの受託金が収入の約７割を占める。 

〔収益事業〕 

・一般会計の事業収入が 4.8 百万円で、広告掲載料や和歌山ファンクラブ会費、高野山

音声ガイド機使用料などである。熊野古道宿泊施設整備事業特別会計の事業活動収入

が 2.1 百万円となっている。 

 

〔収支構成〕 

金額(千円) 比率 金額 増減

17,013      5.5% 18,449    1,436     

52,531      16.9% 88,604    36,073    県補助金

216,764     69.7% 234,612   17,848    県受託事業

6,865       2.2% 3,400     -3,465    

3,555       1.1% 40        -3,515    分担金

14,426      4.6% 80        -14,346   基金取崩金含む

311,154     100.0% 345,185   34,031    減価償却引当収入除く

事業費 274,715     88.4% 322,070   47,355    

情報収集･発信 0.0% -         

インバウンド 28,448      9.2% -28,448   

36,079      11.6% 34,201    -1,878    

34          0.0% -34       基金へ繰戻支出

310,828     100.0% 356,271   45,443    

その他

合計

雑収入

合計

一般管理費

2009(平成21)年度決算 2010(平成22)年度予算
項目

負担(分担)金

会費

補助金

委託金

収益事業

備　　　考

収入

支出

 

社団法人和歌山観光連盟 
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○2009（平成 21）年度の事業概要・特徴 

・和歌山県並びに(社)和歌山県観光連盟では、各年度の観光振興施策をまとめた「和歌

山県観光振興アクションプログラム」を策定し、取組みを進めている。 

・世界遺産に関しては、登録５周年記念事業や地域主導の魅力づくりへの支援を行って

いる。また、体験型観光「ほんまもん体験」のプログラムを活用した旅行商品化の支

援や受入体制の整備を図っている。 

・人材育成については、地域全体の「おもてなしの心」を醸成するための観光セミナー

や、観光関係者の「おもてなし力」を向上させる接遇能力向上研修やリーダー養成研

修、和歌山大学観光学部との連携による観光カリスマ講座などを開催している。 

 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業・今後の重点事業 

 

事業区分 事業項目 
平成 22 年度の 

取り組み事業 

今後取り組みたい事業

（重点事業◎） 

①政策提言・調査 政策提言・戦略立案   

マーケティング･各種調査   

②観光地域づくり 観光地域づくり基盤形成 ○ ○ 

観光施設の管理・運営 ○ ○ 

観光地美化・修景   

③旅行商品・来訪者対応 旅行商品企画・流通促進 ○ ○ 

観光案内・ランドオペレーター   

観光イベント   

④国内プロモーション等 セールス ○ ◎ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ◎ 

⑤海外プロモーション等 セールス ○ ◎ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ◎ 

⑥特定ターゲット誘致等

の取り組み 

教育旅行誘致 ○ ○ 

ＭＩＣＥ誘致 ○ ○ 

フィルムコミッション ○ ○ 

⑦人材育成 観光地経営・リーダー養成 ○ ○ 

接遇スタッフ・ガイド等研修 ○ ○ 

観光関係者表彰 ○ ○ 

⑧連携・受入体制づくり 農商工と連携・特産品開発   

住民組織（ＮＰＯ）との連携   

広域観光連携   

⑨会員支援 刊行物・資料等の発行   

会員の事業等の支援 ○ ○ 

⑩その他 その他   
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〔2009（平成 21）年度事業概要シート〕 

観光情報媒体作成･発信

「わかやま花旅ガイドブック」「熊野古道 風」「熊野古道アクセスガイド時刻表」等の作成
観光情報誌季刊「紀州浪漫」作成・配布

和歌山県観光情報ホームページ運営

修学旅行誘致拡大（誘致セミナー開催、アピールキャラバン隊実施、下見支援、民泊出前講座
等）

早春わかやま宿泊得々キャンペーン実施
観光展・キャンペーンへの参加

JR・和歌山電鉄とのタイアップによるキャンペーン等実施

マスコミ取材招待、新聞広告、テレビ･ラジオによる情報発信、大阪市広報板へのポスター掲出

世界遺産登録5周年記念事業（シンポジウム等）　　年金旅行誘致（セミナー開催等）

キャンペーンスタッフの選考･活用、和歌山ファンクラブ運営

近畿２府５県協同事業（観光展実施、関西観光ガイドマップ作成）

首都圏対策（高野・熊野講座開催、旅行会社への営業、プレスツアー、マスコミ連携等）

近畿圏・東海圏対策（出前講座開催、ラジオ活用、スタンプラリー、高速道路SAでのキャンペーン

等）

体験観光ステップアップ事業（ほんまもん体験PR広告、PRブース設置）

南紀白浜空港利用促進事業（広告、イベント、キャンペーン等）

海外での旅行博出展・セールスコール等（※２）
県内への取材・視察の招請（※３）

南紀白浜空港を利用する国際チャーター便等就航支援

観光情報資料等の送付、観光情報ホームページの多言語化、外国語パンフレット作成

セールス（宣伝､海外説明会･
商談､関係者招聘等）

④国内
プロモ

ーション

※４　体験観光ステップアップ事業・・・・・観光ガイドレベルアップ支援（９団体）、語り部研修会実
施（県内外４回）、顧客満足度向上講座（３回）、地域コーディネート組織育成（１組織）

やる気観光地魅力アップ協働事業（地域の取組み支援）

※１　体験観光商品開発事業・・・・・着地型旅行商品の造成に係る研修会（２地域）、ほんまもん体
験現地研修会（３地域）、モニターツアー助成（１コース）、ファムトリップ実施（１回）

※２　海外での旅行博出展・セールスコール等・・・・・台湾、香港、韓国、中国、シンガポール、欧
州、米国で実施

※３　県内への取材・視察の招請・・・・・台湾、香港、韓国、中国、ドイツ、オーストラリアでメディア

ファム実施

観光セミナーの開催（２地域）、観光カリスマ講座の開催（和歌山大学との連携、９回）

おもてなしアドバイザー派遣（１１回）、おもてなしリーダー研修（２地域）、経営者特別研修（１回）
訪日外国人受入接遇研修会、外国人観光客受入アドバイザー派遣

体験観光ステップアップ事業（県内観光ガイド、体験インストラクター、コーディネート組織等の育

成）（※４）

観光功労者表彰

コンベンションへの助成、国際ミーティング・エキスポ出展
スポーツ合宿誘致促進（スポーツ王国わかやま合宿ガイドHP・ガイドブック等）

ホームページでのロケ適地情報提供、わかやまフィルムコミッションによる支援、映画祭（作品コン
ペ）

備　　　　　考

事
業
詳
細

主な収益事業はなし

熊野古道アクセスバスの運行（10～11月の土日祝運行、語り部付き）

わかやま喜集館、名古屋観光センターの運営
熊野古道宿泊施設整備事業（「熊野古道の宿 霧の郷たかはら」運営）

エージェント旅行商品造成支援
体験観光商品開発事業（研修会開催、販路開拓支援）（※１）

インバウンド事業

事
業
概
要

収益事業

⑦人材
育成

⑧連携
・受入

体制

づくり

①政策
提言等

②観光
地域

づくり

③旅行
商品等

 ⑩その他

⑤海外
プロモ

ーション

人材育成事業

観光情報媒体作成･発信

⑥特定
ターゲッ

ト誘致

⑨会員
支援

着地型旅行商品造成

教育旅行誘致

フィルムコミッション

広域観光連携

刊行物・資料等の発行

ＭＩＣＥ誘致

会員の事業等の支援

観光関係者表彰

農商工と連携・特産品開発

観光地経営・リーダー養成

住民組織（ＮＰＯ）との連携

接遇スタッフ・ガイド等研修

観光地美化・修景

旅行商品造成・流通促進

観光イベント

セールス（宣伝､説明会･商談､
関係者招聘等）

ランドオペレーター･観光案内

政策提言･戦略立案

マーケティング・各種調査

観光地域づくり基盤形成

観光施設の管理・運営
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○組織・事務所概要 

（2011 年 3 月末日時点) 

組織の法人形態： 役員数： 職員数： 会員数： 

社団法人（新公益法

人制度移行前） 

専従 1 名 

兼務 －(理事含まず) 

専従 14 名 

兼務  － 

正会員      171 組織 

賛助会員・準会員等 － 

出先機関名称： 所在地： 職員数： 主な業務内容： 

鳥取県東京本部 東京 2 名 観光プロモート、観光説明業務 

鳥取県名古屋本部 名古屋市 １名  

鳥取県関西本部 大阪市 １名  

 

注）2010 年 8 月 12 日時点の会員数：合計 166 組織 

  内訳：県 1、市町 19、市町観光協会 16、各種団体 23、業界 107 

○収支概要 

〔事業総額および収支構成等〕 

・一般会計の事業規模は 1.1 億円（2009 年度）。 

・県負担金（2010 年度は県会費）や県補助金が約 6 割を占める。 

〔収益事業〕 

・観光名刺販売の事業収入が 1.4 百万円となっている。 

・観光施設・駐車場等の管理運営はもともと実施していない。また指定管理制度移行後

も行っていない。 

 

〔収支構成〕 

金額(千円) 比率 金額 増減

29,202      25.9% 26,732    -2,470    

42,802      37.9% 17,730    -25,072   県補助金等

11,492      10.2% 44,859    33,367    

1,447       1.3% 1,000     -447      

27,877      24.7% 61,053    33,176    県負担金（会費）

37          0.0% 15        -22       

112,857     100.0% 151,389   38,532    

事業費 32,116      30.9% 133,652   101,536   

誘致対策 28,336      27.3% 82,973    54,637    

情報発信･宣伝 3,542       3.4% 28,015    24,473    

71,732      69.1% 22,737    -48,995   

0.0% -         

103,848     100.0% 156,389   52,541    

その他

合計

雑収入

合計

一般管理費

2009(平成21)年度決算 2010(平成22)年度予算
項目

負担(分担)金

会費

補助金

委託金

収益事業

備　　　考

収入

支出

 

 

社団法人鳥取県観光連盟 
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○2009（平成 21）年度の事業概要・特徴 

・山陰文化観光圏の取組みとして鳥取自慢観光素材ＰＲ事業を行い、県西部～中部地域

を周遊する旅行商品の開発を行っている。 

 

 

 

 

 

資料）2009（平成 21）年度事業報告より 

・2006（平成 18）年度に設置した地域別ワーキンググループによる創意工夫事業として、

「ゆるキャラカップ in 鳥取砂丘」、「鳥取牛骨ラーメン応麺団」、「美水の郷」の事業

を継続的に実施している。（山陰文化観光圏の事業も活用） 

・なお 2010（平成 22）年度事業計画では､新規事業として着地型旅行商品･旅行相談情報発

信事業が追加され､着地型旅行商品のパンフレット作成､イベント等での旅行相談を行う

としている。 

〔旅行業取得に向けた取り組み〕 

・旅行業登録は行っていないが、将来的には第２種旅行業の取得を目指している。 

・県内誘客促進による会員へのメリット還元の意味では、新たな観光商品(旅行商品)の

企画、提案、自主事業による誘客向上策を図りたいとしている。 

 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業・今後の重点事業 

事業区分 事業項目 
平成 22 年度の 

取り組み事業 

今後取り組みたい事業

（重点事業◎） 

①政策提言・調査 政策提言・戦略立案  ○ 

マーケティング･各種調査   

②観光地域づくり 観光地域づくり基盤形成 ○ ◎ 

観光施設の管理・運営   

観光地美化・修景 ○  

③旅行商品・来訪者対応 旅行商品企画・流通促進 ○ ◎ 

観光案内・ランドオペレーター ○ ○ 

観光イベント ○ ○ 

④国内プロモーション等 セールス ○ ○ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ◎ 

⑤海外プロモーション等 セールス  ○ 

観光情報媒体作成・配付  ○ 

⑥特定ターゲット誘致等

の取り組み 

教育旅行誘致 ○ ○ 

ＭＩＣＥ誘致 ○ ○ 

フィルムコミッション  ○ 

⑦人材育成 観光地経営・リーダー養成 ○ ○ 

接遇スタッフ・ガイド等研修 ○ ○ 

観光関係者表彰 ○ ○ 

⑧連携・受入体制づくり 農商工と連携・特産品開発   

住民組織（ＮＰＯ）との連携  ○ 

広域観光連携 ○ ○ 

⑨会員支援 刊行物・資料等の発行 ○  

会員の事業等の支援 ○ ○ 

⑩その他 その他   
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〔2009（平成 21）年度事業概要シート〕 

観光連盟推薦みやげ品の指定・ＰＲ

山陰観光連盟山陰路部会（ＪＲ博多駅でのＰＲイベント実施）

観光情報媒体作成･発信

④国内
プロモ

ーション

※１　山陰文化観光圏 鳥取県自慢観光素材ＰＲ事業・・・・・
　　　　　2泊３日以上の滞在を促進するため、本県西部～中部地域を周遊する旅の楽しみ方

　　　　　を提案するＰＲシートを作成。今後、旅行商品造成や取材を促進する。「絶景ぐるり

　　　　　満喫プラン」「山陰あそびつくしプラン」「たっぷり！ゆったり！アクティブプラン」

※２　「美水の郷」商品の開発・・・・・大山の水をテーマに食に絡めた商品を開発。

　　　　　メニュー内容：Ａ名水・湧き水探訪　Ｂ長寿食体験　Ｃスリミング・ステイ

　　　　　　　　　　　　　　Ｄ周辺の見所、遊び所体験など

観光素材集の作成
観光連盟ホームページの運営

「ゆるキャラカップin鳥取砂丘」開催
「鳥取牛骨ラーメン応麺団」結成イベント開催（食べ歩きマップ作成）

各種イベントの後援

エージェント招致（県外旅行会社の現地研修）
観光素材説明会

県外エージェント店頭キャンペーン協賛

ようこそようこそ鳥取県キャンペーン（首都圏、サービスエリア、大型ＳＣ）

鳥取県旅館ホテル生活衛生同業組合と共同の旅行会社招致（現地研修）

鳥取県観光施設連絡協議会と共同の四国地区誘致キャラバン

ＪＲ等との連携による観光キャンペーン事業

　（「鉄道でめぐる山陰遺産観光キャンペーン」、「大山・鬼太郎キャンペーン」大阪駅ＰＲ

　イベント等）

イベント・物産展等への参加・観光ＰＲ

とっとり観光親善大使の派遣

観光ＰＲノベルティ・観光名刺作成

観光従事者等育成事業（講演）

観光事業優良従業員表彰

主な収益事業はなし

湯～らんバス運行支援（県内滞在促進事業）
「鳥取砂丘イリュージョンⅦ」開催期間中の直行シャトルバス運行

美化キャンペーン（ゆるキャラカップin鳥取砂丘に合わせて実施）

備　　　　　考

事
業
詳
細

山陰文化観光圏 鳥取県自慢観光素材ＰＲ事業（※１）
「美水の郷」商品の開発（※２）、説明会参加、旅行業者等のモニター体験実施

インバウンド事業

事
業
概
要

収益事業

⑦人材
育成

⑧連携
・受入

体制

づくり

①政策
提言等

②観光
地域

づくり

③旅行
商品等

 ⑩その他

人材育成事業

観光情報媒体作成･発信

⑥特定
ターゲッ

ト誘致

⑨会員
支援

着地型旅行商品造成

教育旅行誘致

フィルムコミッション

広域観光連携

会員の事業等の支援

観光関係者表彰

農商工と連携・特産品開発

観光地経営・リーダー養成

住民組織（ＮＰＯ）との連携

接遇スタッフ・ガイド等研修

刊行物・資料等の発行

ＭＩＣＥ誘致

⑤海外
プロモ

ーション

セールス（宣伝､海外説明会･
商談､関係者招聘等）

政策提言･戦略立案

マーケティング・各種調査

観光地域づくり基盤形成

観光施設の管理・運営

観光地美化・修景

旅行商品造成・流通促進

観光イベント

セールス（宣伝､説明会･商談､
関係者招聘等）

ランドオペレーター･観光案内
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○組織・事務所概要 

（2011 年 3 月末日時点) 

組織の法人形態： 役員数： 職員数： 会員数： 

社団法人（新公益法人

制度移行前） 

専従  － 

兼務 25 名 

専従  9 名 

兼務  － 

正会員      125 組織 

賛助会員・準会員等  － 

出先機関名称： 所在地： 職員数： 主な業務内容： 

なし    

注）2010 年 6 月 23 日時点の会員数：125 組織 

市町村 21、市町村観光協会 24、各種団体・業界 80 の合計 125 

○収支の概要 

〔事業総額および収支構成等〕 

・一般会計、特別会計の合計の事業規模は 4.1 億円（2009 年度）。なお、2009（平成 21）

年度に仮受金収入として 2010（平成 22）年度分 1.7 億円等を計上しているが、収支

からは除く。 

・県等による補助金が約 7 割を占める。 

・銀の国・鐵の国 島根産業ジパング体験ルート創設事業※、観光立県しまね推進事業、

観光圏整備事業を特別会計としている。 

※銀の国・鐵の国 島根産業ジパング体験ルート創設事業は、(財)高速道路交流推進財団が募集した「観

光資源活用トータルプラン」に県、(社)島根県観光連盟､島根まちむらネットコンソーシアムが連携

して企画・応募し、優秀賞（支援金 1,000 万円）を受賞、2008～2010 年度の 3 年間行う事業である。 

〔収益事業〕 

・観光圏整備事業会計における事業収入（9.5 万円）の他は、特に計上されていない。 

・観光施設・駐車場等の管理運営はもともと実施していない。また指定管理制度移行後

も行っていない。 

〔収支構成〕 

金額(千円) 比率 金額 増減

19,380      4.7% 18,682    -698      

291,136     71.3% 92,219    -198,917  

25,007      6.1% 9,281     -15,726   

95          0.0% -         -95       

63,996      15.7% 53,617    -10,379   

8,665       2.1% 8,574     -91       
寄付金、支援金
含む

408,279     100.0% 182,373   -225,906  仮受金等除く

事業費 316,104     87.3% 352,851   36,747    

情報収集･発信 -         

インバウンド 6,062       1.7% 1,600     -4,462    

28,282      7.8% 33,127    4,845     

17,625      4.9% 12,510    -5,115    
補助金支出
事業収入支出

362,011     100.0% 398,488   36,477    

備　　　考

収入

支出

2010(平成22)年度予算
項目

負担(分担)金

会費

補助金

委託金

収益事業

その他

合計

雑収入

合計

一般管理費

2009(平成21)年度決算

 

社団法人島根県観光連盟 
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○2009（平成 21）年度の事業概要・特徴 

・県負担金事業や観光立県しまね推進事業等において、誘客宣伝活動を全国的に展開し

ている。 

・観光圏整備事業では、「神話の国縁結び」をテーマとした情報発信（神話の国縁結び

観光協会と連携）や、周遊性の向上や二次交通対策に取り組んでいる。 

・旅行業登録は行っていないが、将来的に登録を行う可能性があるとしている。着地型

旅行商品の開発・販売に関して、販売チャンネルの不足、中心的に取り組む人材の不

足、会員の民間旅行事業者との競合をあげている。 

・インバウンドについては、富裕層を中心に台湾からの誘客促進を図るとともに、他県

と連携して情報発信等を行っている。 

・人材育成については、各種観光研修会の開催、出雲神話ガイドの派遣・研修、観光事

業者等が行う研修等への助成を行っている。 

 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業・今後の重点事業 

 

事業区分 事業項目 
平成 22 年度の 

取り組み事業 

今後取り組みたい事業

（重点事業◎） 

①政策提言・調査 政策提言・戦略立案   

マーケティング･各種調査   

②観光地域づくり 観光地域づくり基盤形成 ○ ◎ 

観光施設の管理・運営   

観光地美化・修景   

③旅行商品・来訪者対応 旅行商品企画・流通促進  ○ 

観光案内・ランドオペレーター ○ ◎ 

観光イベント   

④国内プロモーション等 セールス ○ ◎ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ○ 

⑤海外プロモーション等 セールス ○ ○ 

観光情報媒体作成・配付  ○ 

⑥特定ターゲット誘致等

の取り組み 

教育旅行誘致  ◎ 

ＭＩＣＥ誘致  ○ 

フィルムコミッション   

⑦人材育成 観光地経営・リーダー養成 ○ ◎ 

接遇スタッフ・ガイド等研修 ○ ○ 

観光関係者表彰   

⑧連携・受入体制づくり 農商工と連携・特産品開発  ○ 

住民組織（ＮＰＯ）との連携  ○ 

広域観光連携 ○ ○ 

⑨会員支援 刊行物・資料等の発行 ○ ○ 

会員の事業等の支援 ○ ◎ 

⑩その他 その他   
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〔2009（平成 21）年度事業概要シート〕 

観光地美化・修景

マーケティング・各種調査

観光地域づくり基盤形成

観光施設の管理・運営

旅行商品造成・流通促進

政策提言･戦略立案

会員の事業等の支援

観光関係者表彰

農商工と連携・特産品開発

観光地経営・リーダー養成

住民組織（ＮＰＯ）との連携

観光イベント

セールス（宣伝､説明会･商談､
関係者招聘等）

広域観光連携

刊行物・資料等の発行

ＭＩＣＥ誘致

ランドオペレーター･観光案内

⑤海外
プロモ

ーション

セールス（宣伝､海外説明会･
商談､関係者招聘等）

人材育成事業

観光情報媒体作成･発信

⑥特定
ターゲッ

ト誘致

⑨会員
支援

着地型旅行商品造成

教育旅行誘致

フィルムコミッション

事
業
概
要

収益事業

⑦人材
育成

⑧連携
・受入

体制

づくり

①政策
提言等

②観光
地域

づくり

③旅行
商品等

接遇スタッフ・ガイド等研修

 ⑩その他

備　　　　　考

事
業
詳
細

主な収益事業はなし

観光客モニタリング調査（ＷＥＢ、グループインタビュー）（※４）

地域観光振興支援事業（申請団体の事業への助成）
周遊バス実証運行の検討、レンタカー活用検討（※４）

銀の国・鐵の国 島根産業ジパング体験ルート創設事業（体験リーダー育成、ビジターセンター整

備検討、古民家調査等）

誘客促進サポート事業（旅行会社・バス会社への誘客活動、割引企画等の実施）（※１）

インバウンド事業

島根県観光ホームページ（外国語版）の管理

観光情報研修会の開催（現地研修、座学研修）（※４）

※２　旅の案内人養成事業･･出雲神話ガイド派遣（46件）、ガイド研修（2回、各回20名）
※３　観光施設おもてなしスキルアップ・・観光事業者の研修等への助成（20件）

※４　観光圏整備事業（島根県観光連盟が実施主体となっている事業）

※１　誘客促進サポート事業の中で、地元旅行会社と連携した着地型商品「ぐるっと出雲路ご縁
PASS」を企画造成

出雲大社大遷宮工事特別見学共催（特別拝観期間に観光案内所の設置等の協力）

観光情報媒体作成･発信

ホームページ「しまね観光ナビ」の管理、メールマガジン発信
ふるさと案内人ホームページの管理、ＰＲ

二次交通マップ作成、共同周遊マップ作成（※４）

観光圏ポータルサイトの運営、観光圏ＰＲ用ツール作成（ロゴマーク、ポスター等）（※４）

コミュニケーションスキルアップ研修の開催（日本観光協会と共催）
神話に関する研修、中国人観光客インバウンドセミナーの開催

旅の案内人養成事業（※２）

観光施設おもてなしスキルアップ（※３）

県事業等との連携による訪問宣伝事業（イベント出展、観光素材説明会等）
誘客促進サポート事業（旅行会社・バス会社への誘客活動、キャンペーン等の実施）

岡山地区対象の割引特典ガイドブックの作成・配布

しまね観光大使の派遣等

高速道路誘客対策（広告、キャンペーン、観光ポスター増刷等）

観光素材集作成、エージェント・マスコミへの訪問セールス・視察受入

島根の特産品を活用した県内2泊促進事業（自主企画事業）

「神話の国縁結び」情報発信（テレビ・雑誌）（※４）

テレビ・ラジオ、ポータルサイト、紙媒体を活用したプロモーション、観光マスコットキャラクターの製

作

航空便を活用したプロモーション（旅行商品実施、空港利用促進協議会等への支援）

旅行会社の商品企画への経費支援

隠岐・石見地区クルーズ船受入促進（浜田港振興会への支援等）

台湾誘客促進（説明会・商談会、国際旅行博への出展、視察研修、ガイドブック製作等）

山陰観光連盟、山陰文化観光圏、中国5県・愛媛県共同のＶＪＣ連携事業、広島・山口県と共同のＶ
ＪＣ連携事業など

「島観連つうしん」の配信

④国内
プロモ

ーション
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○組織概要 

・1973（昭和 48）年 6 月に、県内の観光事業を振興するため設立。 

（2011 年時点) 

組織の法人形態： 役員数： 職員数： 会員数： 

社団法人（新公益法

人制度移行前） 

専従 1 名 

兼務 －(理事含まず) 

専従 18 名 

兼務 － 

正会員      375 組織 

賛助会員・準会員等 66 組織 

出先機関名称： 所在地： 職員数： 主な業務内容： 

大阪支部 大阪市 1 名  

注）2010 年 3 月時点の会員数：約 350 組織 

  内訳：正会員として市町村 27、民間 315（内訳として旅客運送 28、宿泊施設 88、観光・文

化施設 38、飲食関係 36、観光土産店 24、経済団体 17、その他 84） 

特別会員として地域観光協会 50 等 

 

○収支の概要 

〔事業総額および収支構成等〕 

・一般会計、特別会計の合計の事業規模は約 1.4 億円（2009 年度）。 

・特別会計は、販売会計（収益事業会計）を設定している。 

・収入としては、会費および負担金の比率が高い。 

〔収益事業〕 

・観光情報誌・ウェブサイト等への広告料収入、観光名刺販売収入等約 5 百万円程度の

収入をあげている。 

 

〔収支構成〕 

金額(千円) 比率 金額 増減

42,031      29.5% 38,750    -3,281    

25,013      17.6% 57,131    32,118    

5,112       3.6% 10,900    5,788     事業協賛金を含む

62,209      43.7% 39,000    -23,209   

7,772       5.5% 2,200     -5,572    

150         0.1% 102       -48       

142,287     100.0% 148,083   5,796     

事業費 116,174     81.9% 128,375   12,201    事業の内訳不明

宣伝誘客事業費等 0.0% 126,275   126,275   

収益事業費等 0.0% 2,100     2,100     

24,785      17.5% 23,067    -1,718    

907         0.6% -         -907      

141,866     100.0% 151,442   9,576     

収入

会費

補助金

収益事業

負担(分担)金

寄付金

雑収入

合計

項目
2009(平成21)年度決算 2010(平成22)年度予算

備　　　考

支出
一般管理費

その他

合計  

社団法人岡山県観光連盟 
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○2009（平成 21）年度の事業概要・特徴 

・国内プロモーション事業が中心となって

いる。観光物産展や観光展出展、旅行会

社やマスコミへの情報発信や訪問セール

ス、プレスツアー等のセールス・プロモ

ーションの他、各種キャンペーンや集客

用のスタンプラリー事業に取り組んでい

る。スタンプラリー事業は、ＪＲ西日本

岡山支社との連携事業であり、岡山県観

光連盟は特産品の提供を行っている。 

・人材育成事業としては、おかやま観光ア

カデミー事業、おもてなし研修共同開催

事業、観光ボランティアガイド研修事業

を実施している。 

・今後重要となる事業としては、地域の新たな観光資源の発掘と宣伝、インターネットを

中心としたメディアミックスによる情報発信をあげている。また旅行業取得については、

今後の研究課題としている。 

 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業・今後の重点事業 

事業区分 事業項目 
平成 22 年度の 

取り組み事業 

今後取り組みたい事業

（重点事業◎） 

①政策提言・調査 政策提言・戦略立案   

マーケティング･各種調査 ○  

②観光地域づくり 観光地域づくり基盤形成 ○ ○ 

観光施設の管理・運営   

観光地美化・修景 ○  

③旅行商品・来訪者対応 旅行商品企画・流通促進 ○ ○ 

観光案内・ランドオペレーター ○  

観光イベント ○  

④国内プロモーション等 セールス ○  

観光情報媒体作成・配付 ○ ○ 

⑤海外プロモーション等 セールス   

観光情報媒体作成・配付   

⑥特定ターゲット誘致等

の取り組み 

教育旅行誘致 ○ ○ 

ＭＩＣＥ誘致  ○ 

フィルムコミッション  ○ 

⑦人材育成 観光地経営・リーダー養成   

接遇スタッフ・ガイド等研修 ○ ○ 

観光関係者表彰 ○ ○ 

⑧連携・受入体制づくり 農商工と連携・特産品開発   

住民組織（ＮＰＯ）との連携  ○ 

広域観光連携 ○  

⑨会員支援 刊行物・資料等の発行   

会員の事業等の支援   

⑩その他 その他   

資料）2009（平成 21）年度事業報告より 
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〔2009（平成 21）年度事業概要シート〕 

マーケティング・各種調査

②観光
地域

づくり

観光地域づくり基盤形成

観光施設の管理・運営

観光地美化・修景

事
業
概
要

収益事業 情報誌・ウェブサイト等への広告料収入、観光名刺販売収入

①政策
提言等

政策提言･戦略立案

③旅行
商品等

旅行商品造成・流通促進

ランドオペレーター・観光案内

観光イベント おかやま観光フレンズ運営事業として、吉備路れんげまつり等で取り組み

⑤海外
プロモ

ーション

セールス（宣伝､海外説明会･
商談､関係者招聘等）

観光情報媒体作成･発信

④国内
プロモ

ーション

セールス（宣伝､説明会･商談､
関係者招聘等）

旅行会社へのプロモーション　大都市圏旅行会社訪問セールス､専属スタッフ配置
マスコミ向け情報発信　プレスリリース､プレスツアー(1泊2日) 12名参加

おかやま観光特使事業 委嘱人数317名　　おかやま観光フレンズによる観光情報発信

観光セミナー（プレゼンテーション）開催（大阪で1回）、観光キャラバン隊派遣（93回）

観光物産展等の開催　｢お国自慢の全国郷土展｣､大阪モーターショー等へ出展

観光展等への出展 岡山､広島､横須賀､市川等における観光展に出展

旅の特典パスポート｢晴れパス岡山｣導入

県内スタンプラリー､岡山県･香川県週末おでかけパス協賛、ＪＲ駅での観光展等(ＪＲ西日本と連携)

空路利用フェア等（空路利用を促進する会との連携）

おかやま観光キャンペーン推進協議会事業　｢いまが旬｣誘客企画実施

　高速道路料金の大幅値下げに伴う誘客戦略として、美作三湯宿泊客へのプレゼント等の

　特典提供

観光情報媒体作成･発信

岡山県総合観光情報ウェブサイト「おかやま旅ネット」運営、メルマガ提供
　マスコミ、連盟会員等向けの会員専用サイトを新設

　県関連ホームページのリニューアル　おかやま歴史の旅百選､岡山県産業観光

　ライブラリー他

観光情報誌の発行 ｢岡山夏だより｣｢岡山だより 秋・冬｣｢岡山 春の旅｣各15～20万部

観光パンフレット・リーフレット等の作成・配布

　｢岡山～瀬戸内アートの旅2010｣ 3万部

⑥特定
ターゲッ

ト誘致

教育旅行誘致 岡山県教育旅行誘致推進実行委員会を通して､阪神･山陰等の学校や旅行会社へ訪問セールス

ＭＩＣＥ誘致

フィルムコミッション

⑦人材
育成

観光地経営・リーダー養成
おかやま観光アカデミー事業（※１）
情報発信手法についての講演会開催

接遇スタッフ・ガイド等研修
おもてなし研修共同開催事業（※２）
観光ボランティアガイドによる魅力向上事業（※３）

観光関係者表彰

⑧連携
・受入

体制

づくり

農商工と連携・特産品開発

住民組織（ＮＰＯ）との連携

広域観光連携

岡山・香川連携事業（香川県観光協会との共同開催）
　岡山･香川観光レシートラリー、｢エンジョイサマー｣夏の魅力発信　各種特典提供

岡山・鳥取連携事業（広域観光協議会を設立し、広域観光を促進）

　広域マップ作成、首都圏旅行会社へのプロモーション

※１　おかやま観光アカデミー事業･････研修会2回開催､参加者数320人
※２　おもてなし研修共同開催事業･････

  　　　　岡山県料飲業生活衛生同業組合との共催研修会 4回､225人

　　　　　岡山県タクシー協会との共催 1回､188人

  　　　　岡山県旅館ホテル生活衛生同業組合との共催 1回､37人

※３　観光ボランティアガイドによる魅力向上事業･････ガイド研修会 1回､180人

⑨会員
支援

刊行物・資料等の発行

会員の事業等の支援

備　　　　　考

 ⑩その他 観光情報共有化のための市町村連絡会議や宿泊施設との情報交換会を開催

事
業
詳
細

着地型旅行商品造成

インバウンド事業

人材育成事業
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○組織・事務所概要 

・1950（昭和 25）年 4 月設立、1992（平成 4）年に社団法人化している。 

（2011 年 3 月末日時点) 

組織の法人形態： 役員数： 職員数： 会員数： 

社団法人（新公益法人

制度移行前） 

専従  2 名 

兼務 30 名 

専従 10 名 

兼務  － 

正会員      334 組織 

賛助会員・準会員等 1 組織 

出先機関名称： 所在地： 職員数： 主な業務内容： 

なし    

注）前年度時点の会員数：321 組織 

  内訳：市町 26、市町観光協会 35、業界（民間）260 

なお県の観光振興に関わる組織として、広島市を中心とした観光振興、県内への国内外のコ

ンベンション誘致を目的とした財団法人広島観光コンベンションビューローがある（広島観

光コンベンションビューローの設立主旨は、約款によると、国内外からの会議､大会､見本市

などのコンベンションを誘致･開催支援するとともに、観光客の誘致や観光資源の整備･開発

等を行うことにより、広島県におけるコンベンションや広島市とその周辺地域における観光

の振興を図り、地域経済の活性化や国際相互理解の増進、文化の向上に資することである）。 

○収支概要 

〔事業総額および収支構成等〕 

・一般会計の事業規模は約 1.2 億円（2008 年度）。 

・観光情報誌負担金、観光キャンペーン負担金収入が 7 割近くを占める。 

〔収益事業〕 

・特になし 

・観光施設・駐車場等の管理運営はもともと実施していない。また指定管理制度移行後

も行っていない。 

〔収支構成〕 

金額(千円) 比率 金額 増減

13,678      11.7% 13,708    30        

23,755      20.3% 8,210     -15,545   派遣職員等人件費

0.0% 30,207    30,207    

0.0% -         

78,669      67.4% 80,741    2,072     
観光情報誌
キャンペーン

680         0.6% 700       20        
ファンクラブ
会員収入含

116,783     100.0% 133,566   16,783    

事業費 83,316      73.8% 112,808   29,492    

一般事業費 17,674      15.7% 35,782    18,108    県委託事業を含む

観光ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ事業費 65,642      58.1% 77,026    11,384    

29,596      26.2% 27,021    -2,575    

-           0.0% -         -         

112,912     100.0% 139,829   26,917    

収入

会費

補助金

委託金

収益事業

負担(分担)金

雑収入

合計

項目
2009(平成21)年度決算 2010(平成22)年度予算

備　　　考

支出
一般管理費

その他

合計  

社団法人広島観光連盟 
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○2009（平成 21）年度の事業概要・特徴 

・市町行政担当､観光協会および商工団体等と連携して地域活性化の核となる観光振興方策

等について､グループワーク等を通して調査･研究しており､そこで企画した旅行商品(観

光ルート)を旅行会社に提案するとともに､旅行商品化に当たっての経費を一部助成して

いる。この取り組みにより｢銀山街道を巡る旅｣｢瀬戸内湾岸ツアー｣を造成している。そ

の他大都市圏旅行商品造成支援(旅行会社の広報活動経費の一部助成)やバスツアー商品

造成支援（バスツアーの経費の一部を送客実績に応じて助成）事業にも取り組んでいる。 

 

・今後重点を入れていく事業として以下をあげている。 

広島ブランド化キャンペーン（仮称）事業 

◇事業の概要：新年度から３ヵ年の事業期間において、新たなコンセプトのもと、観光

地「ひろしまブランド」の確立・浸透に向けた、大型観光キャンペーンを実施する。 

◇事業展開等：新年度において新たなコンセプトを設定し、それを踏まえた事業内容を

構築し、具体的に展開する。 
 
 
 
 
 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業・今後の重点事業 

事業区分 事業項目 
平成 22 年度の 

取り組み事業 

今後取り組みたい事業

（重点事業◎） 

①政策提言・調査 政策提言・戦略立案   

マーケティング･各種調査   

②観光地域づくり 観光地域づくり基盤形成 ○  

観光施設の管理・運営   

観光地美化・修景 ○ ○ 

③旅行商品・来訪者対応 旅行商品企画・流通促進 ○ ○ 

観光案内・ランドオペレーター ○ ○ 

観光イベント   

④国内プロモーション等 セールス ○ ◎ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ◎ 

⑤海外プロモーション等 セールス   

観光情報媒体作成・配付  ○ 

⑥特定ターゲット誘致等

の取り組み 

教育旅行誘致  ○ 

ＭＩＣＥ誘致   

フィルムコミッション  ○ 

⑦人材育成 観光地経営・リーダー養成   

接遇スタッフ・ガイド等研修 ○ ○ 

観光関係者表彰   

⑧連携・受入体制づくり 農商工と連携・特産品開発   

住民組織（ＮＰＯ）との連携   

広域観光連携 ○ ○ 

⑨会員支援 刊行物・資料等の発行 ○ ○ 

会員の事業等の支援 ○ ○ 

⑩その他 その他※ ○ ○ 

※具体的に：要望活動（観光地の整備等）  
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〔2009（平成 21）年度事業概要シート〕 

備　　　　　考

 ⑩その他

事
業
詳
細

着地型旅行商品造成

※１　観光事業促進研究会の成果に対する商品造成支援･････観光ルートの企画案を
　　　　　旅行会社に提案、旅行商品化に当たっての経費を一部助成（銀山街道の食を中心

　　　　　としたモデルルート策定、『坂の上の雲』夢めぐりルートのパンフレット作成等）

※２　大都市圏旅行商品造成支援･････旅行商品の広報活動経費の一部を助成 7社･9商品

※３　バスツアー商品造成支援･････送客実績に応じて経費の一部を助成

　　　　　平成21年春に実施するバスツアー対象　26社･57商品･312台 送客数12,053人

インバウンド事業

人材育成事業

※４　おもてなし・接遇研修会･････9/14～16の3日間　参加者延160名
　　　　2/17～19の３日間　参加者延303名

※５　観光ボランティアガイド･ホスピタリティ研修会開催支援･･･

　　　　　講師による講演､活動発表､現地研修を実施　参加者206人

⑨会員
支援

刊行物・資料等の発行

会員の事業等の支援

⑧連携
・受入

体制

づくり

農商工と連携・特産品開発

住民組織（ＮＰＯ）との連携

広域観光連携

⑦人材
育成

観光地経営・リーダー養成

接遇スタッフ・ガイド等研修
おもてなし・接遇研修会開催（※４）
広島県観光ボランティアガイド協議会 ホスピタリティ研修会開催（※５）

観光関係者表彰

観光情報媒体作成･発信

観光情報ウェブサイト「ｉひろしま」運営　もみじだより、さくらだより等の季節だより提供
観光情報誌｢ぷらっとひろしま｣（季刊）の発行　3万部×4季=12万部

観光ひろしまファンクラブ会員への観光情報発信や特産品提供（年度末で事業終了）

旅行雑誌（中国･四国じゃらん、旅の手帖）・WEBマガジンを活用した広報

地上デジタル・データ放送による観光情報発信

観光素材資料作成（B to B用） 観光スポット集､広島県観光写真リスト等の作成

⑥特定
ターゲッ

ト誘致

教育旅行誘致 千葉県内の高等学校、旅行会社への訪問セールス

ＭＩＣＥ誘致

フィルムコミッション

観光イベント

しまなみ海道10周年記念事業
　オープニングイベント「しまなみ祭」へ参加

市町および観光関係団体等が実施する観光振興イベントを支援

各観光地が主催するイベントへの出展

⑤海外
プロモ

ーション

セールス（宣伝､海外説明会･
商談､関係者招聘等）

広島県や広島県国際観光テーマ地区推進協議会等と連携してＰＲ

観光情報媒体作成･発信

④国内
プロモ

ーション

セールス（宣伝､説明会･商談､
関係者招聘等）

しまなみ海道10周年記念事業の一環として、しまなみ海道ミニキャンペーン開催
　尾道市、ＪＲ大阪駅

観光説明会・商談会等開催　福岡､大阪､東京で旅行会社やマスコミを対象に開催

エクスカーション実施 旅行会社を対象に、観光ルート及び観光素材の視察体験を目的

主要イベントでの観光展　2009ひろしまフラワーフェスティバル､第52回呉みなと祭他､全13催事

高速道路新料金による誘客促進　サービス・パーキングエリアにパンフレットラック確保

スキーキャンペーン実施 ポスター掲出､FMラジオ放送での情報提供､パンフレット等配付

観光特使によるPR 委嘱人数143名　観光ｱｼｽﾀﾝﾄ（｢広島県ええじゃんレディ｣）によるPR

JR西日本による「ディスカバリーウェストキャンペーン」への協力（ノベルティ）

首都圏等でのプロモーション　広島県東京事務所、大阪情報センターの活動支援

事
業
概
要

収益事業 主な収益事業はなし

①政策
提言等

政策提言･戦略立案

③旅行
商品等

旅行商品造成・流通促進
上記観光事業促進研究会の成果に対する旅行商品造成支援（※１）
大都市圏旅行商品造成支援（※２）、バスツアー商品造成支援（※３）

ランドオペレーター・観光案内 広島空港での観光案内　観光ポスター掲出

観光事業促進研究会の取り組み 市町、観光協会および商工団体等と連携して地域活性化の核とな
る観光振興方策等を調査・研究

マーケティング・各種調査

②観光
地域

づくり

観光地域づくり基盤形成

しまなみ海道10周年記念事業の一環として、スカイバスしまなみ海道･道後温泉の運行
　　しまなみぐるりんバスの運行

観光アドバイザー派遣

観光施設の管理・運営

観光地美化・修景 観光地美化キャンペーン　府中市三郎の滝
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○組織・事務所概要 

（2011 年 3 月末日時点) 

組織の法人形態： 役員数： 職員数： 会員数： 

社団法人（新公益法人

制度移行前） 

専従  1 名 

兼務 －(理事含まず) 

専従 5 名 

兼務 － 

正会員      190 組織 

賛助会員・準会員等 － 

出先機関名称： 所在地： 職員数： 主な業務内容： 

山口県観光連盟東京支部 東京都千代田区 県職員兼務  

山口県観光連盟大阪支部 大阪市 県職員兼務  

注）前年度の会員数：194 組織 

  内訳：市町 20、市町観光協会 26、商工会議所 14、業界（民間）134（内訳として旅客運送

12、旅館組合・宿泊施設 40、観光レクリエーション施設 2、旅行業 8、観光土産業 35、

その他 37） 

 

○収支概要 

〔事業総額および収支構成等〕 

・事業規模は約 63 百万円（2009 年度）。ただし 2010（平成 22）年度予算では、1.3 億

円と倍増している。 

〔収益事業〕 

・特になし。 

・観光施設・駐車場等の管理運営はもともと実施していない。また指定管理制度移行後

も行っていない。 

 

〔収支構成〕 

金額(千円) 比率 金額 増減

10,258      16.2% 10,228    -30       

30,941      48.9% 102,744   71,803    

3,600       5.7% 2,800     -800      

0.0% -         

10,639      16.8% 10,169    -470      

7,824       12.4% 5,641     -2,183    

63,262      100.0% 131,582   68,320    

事業費 36,920      59.7% 105,731   68,811    

情報収集･発信 0.0% -         事業の区分不可

インバウンド 0.0% -         

24,877      40.3% 26,469    1,592     

0.0% -         

61,797      100.0% 132,200   70,403    

収入

会費

補助金

委託金

収益事業

負担(分担)金

雑収入

合計

項目
2009(平成21)年度決算 2010(平成22)年度予算

備　　　考

支出
一般管理費

その他

合計  

社団法人山口県観光連盟 
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○2009（平成 21）年度の事業概要・特徴 

・着地型旅行（山口県観光連盟では 地
ぢ

旅
た び

と称する）推進を標榜し、2009（平成 21）年

度に第２種旅行業登録を果たしている。ただし、この時点では独自の旅行商品開発・

販売は行っていない。関西エリアでは大手旅行会社 2 社、近県エリアでは地元旅行会

社等 5 社と連携して、旅行商品開発・販促を図っている。アンケート調査の回答によ

ると、旅行商品企画・販売に関する課題として、中心的に取り組む人材の不足をあげ

ており、このような点が旅行業の展開に当たってのネックになっていると考えられる。 

・インバウンド事業としては、山口宇部空港利用の国際チャーター便を利活用した訪日

観光客の誘致を図るため、航空会社および外国の旅行会社に対して経費助成を実施し

ている。アンケート調査の回答によると、インバウンドのターゲットとしては、教育

旅行市場に着目をしている。 

 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業・今後の重点事業 

 

事業区分 事業項目 
平成 22 年度の 

取り組み事業 

今後取り組みたい事業

（重点事業◎） 

①政策提言・調査 政策提言・戦略立案   

マーケティング･各種調査   

②観光地域づくり 観光地域づくり基盤形成 ○ ◎ 

観光施設の管理・運営   

観光地美化・修景 ○ ○ 

③旅行商品・来訪者対応 旅行商品企画・流通促進 ○ ◎ 

観光案内・ランドオペレーター ○ ○ 

観光イベント ○ ○ 

④国内プロモーション等 セールス ○ ◎ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ◎ 

⑤海外プロモーション等 セールス ○ ○ 

観光情報媒体作成・配付   

⑥特定ターゲット誘致等

の取り組み 

教育旅行誘致 ○ ○ 

ＭＩＣＥ誘致 ○ ○ 

フィルムコミッション ○ ○ 

⑦人材育成 観光地経営・リーダー養成   

接遇スタッフ・ガイド等研修 ○ ◎ 

観光関係者表彰 ○ ○ 

⑧連携・受入体制づくり 農商工と連携・特産品開発   

住民組織（ＮＰＯ）との連携 ○ ○ 

広域観光連携 ○ ○ 

⑨会員支援 刊行物・資料等の発行 ○ ○ 

会員の事業等の支援 ○ ○ 

⑩その他 その他   
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〔2009（平成 21）年度事業概要シート〕 

備　　　　　考 事業報告書が比較的簡素であり、詳細は不明

 ⑩その他

事
業
詳
細

着地型旅行商品造成
※１　滞在型旅行推進事業･････関西エリアでは㈱ジェイティービー等2社、
　　　　　近県エリアでは、ひろでん中国新聞旅行㈱など5社と連携

インバウンド事業
※２　東アジア地域観光交流促進事業･････
　　　　　山口宇部空港利用の国際チャーター便を利活用した訪日観光客の誘致を

　　　　　図るため、航空会社および外国の旅行会社に対して経費助成を実施

人材育成事業

⑨会員
支援

刊行物・資料等の発行 上記観光情報誌

会員の事業等の支援

⑧連携
・受入

体制

づくり

農商工と連携・特産品開発

住民組織（ＮＰＯ）との連携

広域観光連携

⑦人材
育成

観光地経営・リーダー養成

接遇スタッフ・ガイド等研修

観光関係者表彰

観光情報媒体作成･発信

観光情報ウェブサイトの運営　機能強化・情報更新
観光情報誌｢イベントガイド山口｣発行　年3回

　〃　「西の国から山口発」年4回発行　旅行商品企画の時期に合わせ

⑥特定
ターゲッ

ト誘致

教育旅行誘致

ＭＩＣＥ誘致

フィルムコミッション

観光イベント

錦帯橋まつり､山口100萩往還マラニック大会､萩･茶会、やない遊魚大会､山口ふるさとまつり､｢あと
う自然美｣写真コンテスト､サザンセト大畠タイ釣大会､山頭火全国自由律俳句大会､美袮秋吉台高

原マラソン、和蝋燭の世界といった各種催事に対する協力・後援

⑤海外
プロモ

ーション

セールス（宣伝､海外説明会･
商談､関係者招聘等）

東アジア地域観光交流促進事業（※２）
韓国慶尚南道観光協会との姉妹提携に伴う交流促進　訪日団受入および慶尚南道視察

観光情報媒体作成･発信

④国内
プロモ

ーション

セールス（宣伝､説明会･商談､
関係者招聘等）

旅フェア2009への出展
マスコミ等への取材協力および資料提供

山口どこでも紙芝居事業 スタンプラリーの実施､おもしろセミナー開催、

　オリジナル紙芝居上演

地旅推進事業の一環として、山口旅の大見本市開催､旅行会社招請ツアー催行(2回)､

　参加者 計21名　、　関西地区旅行会社訪問セールス

事
業
概
要

収益事業 主な収益事業はなし

①政策
提言等

政策提言･戦略立案

③旅行
商品等

旅行商品造成・流通促進
地旅推進事業（第２種旅行業）
滞在型旅行推進事業　旅行会社と連携し旅行商品の企画造成・情報発信（※１）

ランドオペレーター・観光案内

県東京事務所､県大阪事務所､おいでませ山口館における観光案内
JR主要駅（徳山駅､新山口駅､新下関駅および山口宇部空港における観光案内

　人件費助成

マーケティング・各種調査

②観光
地域

づくり

観光地域づくり基盤形成

観光施設の管理・運営

観光地美化・修景 観光美化キャンペーン 下関市響灘厚島展望公園
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○組織・事務所概要 

・会員数 市町村 24、市町村観光協会等 9、各種団体 40、業界 250（内訳、旅客運送業

22、宿泊業 44、旅行業 15、観光レクリエーション施設 40、観光土産品販売 14、料理

飲食業 50、その他 65）の計 323（平成 23 年時点ホームページ掲載） 

・本組織の事業は、「観光振興事業」、「コンベンション事業」、「県立施設の管理運営事

業」の３つの柱からなる。「コンベンション事業」は、財団法人徳島コンベンション

ビューローから 2008（平成 20）年 4 月より全業務を受け継いでいる。 

○収支の概要 

〔事業総額および収支構成等〕 

・一般会計の合計の事業規模は 5 億円（2009 年度）。このうち｢徳島県立産業観光交流セ

ンター｣｢徳島県立男女共同参画交流センター｣等の指定管理事業費収入が全体の６割

を超す。 

・一般管理費の他、コンベンション事業費支出、指定管理施設運営費支出のなかに、人

件費等が計上されている。 

・特別会計はなし 

〔収益事業〕 

・基本財産運用収入の他、自主財源の確保のため、観光情報誌「うずうず」、観光マッ

プリーフレット、観光ウェブサイト「阿波ナビ」等への広告掲載募集、阿波おどり関

連の物品販売等を実施している。 

○2009（平成 21）年度の事業概要・特徴 

・前述したように、主として一般的な観光振興を図る「観光振興事業」と、ＭＩＣＥ等

を振興する「コンベンション事業」を並行して推進しているところに特徴がある。 

・花による観光まちづくりを推進するため、とくしま花の町づくり賞表彰、とくしま花

バンク事業（企業や団体、個人宅に余っている種を預かり、適切な時期に必要とする

方々に配付する仕組み）、とくしま花のある風景フォトコンテスト、とくしま花へん

ろカレンダーの作成・配付に取り組んでいる。 

・ＮＨＫ朝の連続ドラマ「ウェルかめ」放映の時期であったため、関連のＰＲイベント

やフィルムコミッション事業が行われている。 

・インバウンド関連事業は、他都道府県ほど重点がおかれていない。 

・幼稚園児や小学生を対象としたユニークな観光教育推進の取り組みとして、「阿波と

くしま観光かるた」の作成・配付がある。 

・また観光振興による町づくりの重要な担い手を育成するため、観光徳島の魅力や多様

な旅行形態、脚光を浴びているニューツーリズム、市町村等が進める観光による町づ

くり事例等を学ぶカリキュラムを提供しており、２５名の修了者を出している。 

財団法人徳島県観光協会 

http://www.tokushima-kankou.or.jp/conv/
http://www.tokushima-kankou.or.jp/conv/
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〔収支構成 および 2009（平成 21）年度事業概要シート〕 

 

 
金額(千円) 比率 金額 増減

7,455       1.5% 7,100     -355      ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ事業賛助会員含

146,587     29.1% 99,734    -46,853   負担金との区分なし

327,382     64.9% 333,986   6,604     指定管理含む

20,209      4.0% 10,625    -9,584    基本財産運用､広告料等

380         0.1% -         -380      

2,483       0.5% 1,150     -1,333    受取利息

504,496     100.0% 452,595   -51,901   

事業費 191,936     38.6% 134,835   -57,101   

公益事業費 147,800     29.8% 82,565    -65,235   

ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ事業費 44,136      8.9% 52,270    8,134     

6,692       1.3% 8,756     2,064     

292,684     58.9% 324,283   31,599    

5,483       1.1% 3,441     -2,042    

496,795     100.0% 471,315   -25,480   

観光地経営・リーダー養成

住民組織（ＮＰＯ）との連携 観光教育の推進（※６）

四国各県との連携　四国ツーリズム創造機構の事業への協力
｢にし阿波観光圏｣協議会が進める旅行商品企画やPR活動　宿泊客拡大のためのパンフレット作成

収入

支出

観光情報誌「うずうず」（年３回）発行 22,000部×3

③旅行
商品等

フィルムコミッション

ＭＩＣＥ誘致

とくしまの観光担い手づくり事業（※３）

観光ボランティア団体の支援･育成事業として、県協議会において情報交換や意見交換を実施
体験型観光を推進するためのインストラクター研修会支援（※４）

「観光達人」スキルアップ事業(※５）

※３　とくしまの観光担い手づくり事業･････
　　　観光まちづくりに関心のある県民を対象とした講座 5回にわたるカラキュラムを組み、修了者25名

※４　インストラクター研修会･････２地域で開催　参加者合計241名

※５　「観光の達人」スキルアップ事業･････四国観光検定合格者を対象とした現地見学会・研修会

　　　４県観光協会と連携して観光地の年４回開催 参加者468人

※６　観光教育の推進･････

　　　「阿波とくしま観光かるた」を制作、県内小学校・全幼稚園年長組の全クラス配付

備　　　考

※１　アジア青少年｢日本探訪｣誘致促進事業･････
　　　　韓国青少年育成団体招聘､韓国青少年連盟からの教育旅行受入等

※２　各種トレードショーへの参加･････国際ミーティング・エキスポへの出展参加等

観光事業功労者・観光施設優良従業員（計８名）の表彰

旅行商品造成支援事業　旅行会社に対する旅行商品パンフレット等の作成費､イベント経費助成
商品化支援事業　「阿波藍」をテーマとした産業観光の旅行商品を提案

⑤海外
プロモ

ーション

インバウンド事業

09'とくしま･INAKA博覧会開催　　第32回ふるさとカーニバル阿波の狸まつりの助成
地域イベントの開発企画等（うみがめマリンクルーズ､ウェルかめウォーキング等）

とくしま観光･物産総合プロモート事業（｢お台場が阿波とくしまになる２日間を実施）
とくしま温泉＆味めぐりスタンプラリー開催

新たなツーリズム事業（ヘルスツーリズム､インダストリアルツーリズム､エコツーリズム等の開発と称揚）

旅行会社やマスメディアとの連携事業　全旅協･近畿中四国エリアへの情報提供､旅行会社招聘

　とくしま取材ツアー実施､ＮＨＫ大阪放送局等でのプロモーションイベント開催、新聞有料広告掲載

四国インバウンドフェア2009の商談会に参加､台湾国際旅行博に出展
韓国アウトバウンド2009ソウル商談会に参加､その他情報提供

にし阿波観光圏インバウンド対策事業 ＶＪＹ2010冬キャンペーン

アジア青少年｢日本探訪｣誘致促進事業（※１）

各種トレードショーへの参加（※２）

アフターコンベンション外国語パンフレット作成

大手旅行会社・中学校等ＰＲ事業 旅行代理店教育旅行担当者を対象とした研修会

とくしまロケーションブランド発信事業 ＮＨＫ朝ドラロケ支援、ロケお助け隊･エキストラバンク事業
映像ブランド活用戦略事業　ＨＨＫ朝ドラ「ウェルかめ」を活用した観光・物産ＰＲ

全国コンベンション・キーマン視察支援
コンベンション施設ガイド､アフターコンベンション外国語パンフレット､グルメ＆ナイトガイドの作成等

コンベンション支援事業　助成金交付、主要観光施設紹介及び割引制度提供

歓迎看板設置事業

着地型旅行商品造成

教育旅行誘致

備　　　　　考

事
業
詳
細

上記の収益事業収入は、基本財産運用収入、ファンド事業収入、特定資産運営収入、広告料収入
である。その他、｢徳島県立産業観光交流センター｣｢徳島県立男女共同参画交流センター｣「徳島

県立男女共同参画交流センター」の指定管理事業を実施

｢食｣情報データベース事業（食事提供施設に関する情報を収集・整理）
コンベンションに関する開催情報収集及び情報提供　コンベンション主催者へのアンケート調査等

フラワーツーリズム関連事業　（とくしま花の町づくり賞､とくしま花バンク事業､フォトコンテスト等）
観光地美化キャンペーン実施

ランドオペレーター・観光案内

広域観光連携

人材育成事業

収
支
状
況

事
業
概
要

収益事業

⑦人材
育成

⑧連携
・受入

体制

づくり

①政策
提言等

②観光
地域

づくり

政策提言･戦略立案

マーケティング・各種調査

観光地域づくり基盤形成

観光施設の管理・運営

刊行物・資料等の発行

会員の事業等の支援

接遇スタッフ・ガイド等研修

観光関係者表彰

観光イベント

セールス（宣伝､説明会･商談､
関係者招聘等）

観光地美化・修景

旅行商品造成・流通促進

2009(平成21)年度決算 2010(平成22)年度予算
項目

市町村からの委託金

会費

補助金

委託金(施設管理)

収益事業

施設管理受託関係

合計

雑収入

合計

一般管理費

消費税

⑥特定
ターゲッ

ト誘致

⑨会員
支援

 ⑩その他

徳島観光情報ステーション管理運営事業

観光情報パンフレットヤマップ等作成・配付事業（パンフレット5,000部､マップリーフレット30万部他）
観光情報誌「うずうず」（年３回）発行 22,000部×3

観光ウェブサイト「阿波ナビ」整備・運営

全国の徳島県人会への観光情報提供事業

にし阿波観光圏推進強化事業 旅行会社等に対する宣伝費用の一部負担､マスコミを活用したＰＲ

④国内
プロモ

ーション

観光情報媒体作成･発信

農商工と連携・特産品開発

セールス（宣伝､海外説明会･
商談､関係者招聘等）

観光情報媒体作成･発信
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○組織・事務所概要 

（2011 年 3 月末日時点) 

組織の法人形態： 役員数： 職員数： 会員数： 

社団法人（新公益法

人制度移行前） 

専従  1 名 

兼務  20 名 

専従 43 名 

兼務 30 名 

正会員      194 組織 

賛助会員・準会員等 － 

出先機関名称： 所在地： 職員数： 主な業務内容： 

高松支部 高松市栗林公園 48 名 栗林公園管理・案内 

東京支部 東京都千代田区 5 名 観光案内 

大阪支部 大阪市 5 名 観光案内 

注）2010 年 5 月時点の会員数：186 組織 

  内訳：市町村 9、市町村観光協会等 13、各種団体･業界 164（内訳、旅客運送業 27、宿泊業

43、旅行業 7、観光レクリエーション施設 72、その他 15） 
 

・専従職員数が多数となっているのは、栗林公園の管理に伴う職員を雇用しているため

である。 
 

○収支概要 

〔事業総額および収支構成等〕 

・一般会計・特別会計の合計の事業規模は 2.1 億円（2009 年度）。 

・栗林公園活性化支援事業・管理受託を特別会計としており、これらを除く一般会計は

1.2 億円。 

〔収益事業〕 

・とくになし。 

 

〔収支構成〕 

金額(千円) 比率 金額 増減

7,368       3.5% 7,817     449       

92,310      43.5% 91,825    -485      

106,290     50.1% 117,041   10,751    
栗林公園管理
含む

-           0.0% -         -         

4,615       2.2% 300       -4,315    

1,457       0.7% 2,309     852       

212,040     100.0% 219,292   7,252     

事業費 114,159     57.2% 158,151   43,992    

事業費支出 49,805      25.0% 88,596    38,791    

事業費 64,354      32.2% 69,555    5,201     栗林公園関係

84,931      42.6% 100,018   15,087    

458         0.2% 5,740     5,282     

199,547     100.0% 263,909   64,362    

委託金

収益事業

その他

合計

雑収入

合計

一般管理費

2009(平成21)年度決算 2010(平成22)年度予算
項目

負担(分担)金

会費

補助金

備　　　考

収入

支出

 

社団法人香川県観光協会 
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○2009（平成 21）年度の事業概要・特徴 

・栗林公園活性化支援事業として、園内施設における昼食提供事業を実施する他、関連

イベントを実施している。また栗林公園の維持管理業務のうち、入園料・駐車料の収

納業務、清掃業務等を受託している。 

・2009（平成 21）年度では、「瀬戸内国際芸術祭 2010」に向けた準備とそのＰＲ、関連

の宣伝やアートをテーマとしたプロモーションに取り組んでいる。また「さぬきうど

ん」を活用した、食をテーマとしたプロモーションも展開している。 

・着地型旅行商品の開発・販売等を担う旅行業登録については、その予定がないとして

いる。 

・インバウンド事業としては、台湾と韓国をターゲットとして、高松空港へのチャータ

ー便利用と県内宿泊を満たすツアーに対する補助金交付、現地旅行会社へのセールス

や現地旅行博への出展、現地マスコミを活用した宣伝等に取り組んでいる。 

 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業・今後の重点事業 

 

事業区分 事業項目 
平成 22 年度の 

取り組み事業 

今後取り組みたい事業

（重点事業◎） 

①政策提言・調査 政策提言・戦略立案   

マーケティング･各種調査   

②観光地域づくり 観光地域づくり基盤形成 ○ ◎ 

観光施設の管理・運営 ○ ○ 

観光地美化・修景   

③旅行商品・来訪者対応 旅行商品企画・流通促進   

観光案内・ランドオペレーター ○ ○ 

観光イベント   

④国内プロモーション等 セールス ○ ○ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ◎ 

⑤海外プロモーション等 セールス ○ ◎ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ○ 

⑥特定ターゲット誘致等

の取り組み 

教育旅行誘致 ○ ○ 

ＭＩＣＥ誘致   

フィルムコミッション ○ ◎ 

⑦人材育成 観光地経営・リーダー養成 ○ ○ 

接遇スタッフ・ガイド等研修 ○ ○ 

観光関係者表彰 ○ ○ 

⑧連携・受入体制づくり 農商工と連携・特産品開発   

住民組織（ＮＰＯ）との連携   

広域観光連携 ○ ◎ 

⑨会員支援 刊行物・資料等の発行 ○ ○ 

会員の事業等の支援   

⑩その他 その他   
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〔2009（平成 21）年度事業概要シート〕 

③旅行
商品等

フィルムコミッション

ＭＩＣＥ誘致

観光地経営・リーダー養成

住民組織（ＮＰＯ）との連携

※４　「観光の達人」スキルアップ事業･････四国観光検定合格者を対象とした現地
　　　見学会・研修会。４県観光協会と連携して観光地の年４回開催 参加者468人

※１　食とアートのテーマ観光推進事業･････旅行会社にはたらきかけて、アートに関心
　　　　　をもつ人をターゲットにしぼった美術館等を周遊する旅行商品企画を依頼

※２　台湾をターゲットとしたセールスプロモーション・支援
　　高松空港へのチャーター便利用と県内宿泊のツアーに対する補助金交付

　　台北市内の航空会社や旅行会社訪問　これにより台湾～高松空港チャーター便

　　10便運航

　　台湾の代表的新聞に取材記事掲載、テレビ番組の招聘による番組作成

※３　韓国をターゲットとするセールスプロモーション・支援

　　韓国旅行会社と連携して実施する等に対する補助金交付

　　韓国国際観光博への出展

　　韓国の有名女優を招聘し、女性雑誌の取材を支援

観光事業功労者・観光施設優良従業員（計21名）の表彰

四国各県との連携　四国ツーリズム創造機構の事業への協力

インバウンド事業

食とアートのテーマ観光推進事業
　「年明けうどん」ＰＲ　リーフレット「さぬきうどん百点満点」のリニューアル

県外旅行会社対応事業 関西や北海道等の旅行会社に対して、瀬戸内国際芸術祭、うどん等のグ

ルメ情報、本県をロケ地とした映画情報等を提供

岡山・香川観光レシートラリー（岡山県観光連盟と共同実施）

瀬戸大橋与島・鍋島フォトコンテスト（財団法人本州四国連絡高速道路協会と共同実施）

台湾をターゲットとしたセールスプロモーション（※２）
韓国をターゲットとするセールスプロモーション・支援（※３）

ホームページを多言語化（英語、ハングル、繁体字、簡体字）

香川フィルムコミッション事業
　ロケーション撮影誘致　実績：映画４件、ＴＶ番組26件、ＣＭその他30件

　フィルムコミッション研修会「地域からヒット映画を生み出せ！」

四国観光検定公式ホームページのリニューアル
「観光達人」スキルアップ事業（※４）

備　　　　　考

事
業
詳
細

主な収益事業はなし

地域観光商品開発プロジェクト部会の実施

園 化 援 業　 食 業
栗林公園管理事業　入園料・駐車料の収納業務､清掃業務等

食とアートのテーマ観光推進事業として、芸術をテーマとする商品企画を支援（※１）

⑤海外
プロモ

ーション

人材育成事業

事
業
概
要

収益事業

⑦人材
育成

⑧連携
・受入

体制

づくり

①政策
提言等

②観光
地域

づくり

着地型旅行商品造成

教育旅行誘致

観光地美化・修景

旅行商品造成・流通促進

観光イベント

セールス（宣伝､説明会･商談､
関係者招聘等）

ランドオペレーター・観光案内

広域観光連携

観光情報媒体作成･発信

刊行物・資料等の発行

会員の事業等の支援

接遇スタッフ・ガイド等研修

観光関係者表彰

政策提言･戦略立案

マーケティング・各種調査

観光地域づくり基盤形成

観光施設の管理・運営

⑥特定
ターゲッ

ト誘致

⑨会員
支援

 ⑩その他

観光パンフレット「さぬきオリジナル観光地図」「香川ＭＡＰ］の改訂・増刷
観光ウェブサイトの運営　オリジナル旅行プランをＨＰ上で制作できる「マイトリップかがわ」を運用

④国内
プロモ

ーション

観光情報媒体作成･発信

農商工と連携・特産品開発

セールス（宣伝､海外説明会･
商談､関係者招聘等）
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○組織・事務所概要 

（2011 年 3 月末日時点) 

組織の法人形態： 役員数： 職員数： 会員数： 

社団法人（新公益法人

制度移行前） 

専従  1 名 

兼務 23 名 

専従  4 名 

兼務  － 

正会員      176 組織 

賛助会員・準会員等 － 

出先機関名称： 所在地： 職員数： 主な業務内容： 

東京支部 東京都千代田区 － 観光プロモーション 

大阪支部 大阪市 － 観光プロモーション 

注１）2010（平成 22）年 6 月時点の会員数：173 組織 

   内訳：市町村 20、市町村観光協会等 18、商工会議所・商工会 32、各種団体･業界 103 

注２）東京支部、大阪支部の職員数が０となっているのは、県事務所長に支部長を委嘱している

ため。 

 

○収支概要 

〔事業総額および収支構成等〕 

・一般会計の事業規模は 5 千万円（2009 年度）。 

・特別会計はなし。 

〔収益事業〕 

・観光施設・駐車場等の管理運営を実施している。アンケート調査の回答によると、現

状では指定管理者制度の影響はないと回答している。 

 

〔収支構成〕 

金額(千円) 比率 金額 増減

11,945      21.7% 11,895    -50       

19,486      35.5% 3,428     -16,058   

23,418      42.6% 26,869    3,451     

-           0.0% -         -         

-           0.0% 100       100       

88          0.2% 2         -86       

54,937      100.0% 42,294    -12,643   

事業費 33,279      61.3% 34,699    1,420     

情報収集･発信 0.0% -         事業費の分別不可

インバウンド 0.0% -         

21,054      38.7% 12,991    -8,063    

0.0% -         

54,333      100.0% 47,690    -6,643    

収入

支出

備　　　考
2010(平成22)年度予算

項目

負担(分担)金

会費

補助金

委託金

収益事業

その他

合計

雑収入

合計

一般管理費

2009(平成21)年度決算

 

社団法人愛媛県観光協会 
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○2009（平成 21）年度の事業概要・特徴 

・コンパクトかつオーソドックスな事業内容となっている。 

・インバウンド事業のメインターゲットとしては、台湾、韓国、中国を設定し、海外プ

ロモーション・セールス、多言語による情報媒体の制作・配付を実施している。 

・着地型旅行商品の開発・販売等を担う旅行業登録については、その予定がないとして

いる。 

・四国 4 県での共同事業、および四国ツーリズム創造機構、四国ブロック広域観光振興

事業推進協議会や瀬戸内国際観光テーマ地区推進協議会との連携によって取り組む

事業も多い。 

 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業・今後の重点事業 

 

事業区分 事業項目 
平成 22 年度の 

取り組み事業 

今後取り組みたい事業

（重点事業◎） 

①政策提言・調査 政策提言・戦略立案   

マーケティング･各種調査 ○ ○ 

②観光地域づくり 観光地域づくり基盤形成 ○ ○ 

観光施設の管理・運営 ○ ○ 

観光地美化・修景 ○ ○ 

③旅行商品・来訪者対応 旅行商品企画・流通促進   

観光案内・ランドオペレーター ○ ○ 

観光イベント ○ ○ 

④国内プロモーション等 セールス ○ ○ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ○ 

⑤海外プロモーション等 セールス ○ ○ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ○ 

⑥特定ターゲット誘致等

の取り組み 

教育旅行誘致 ○ ○ 

ＭＩＣＥ誘致   

フィルムコミッション   

⑦人材育成 観光地経営・リーダー養成 ○ ○ 

接遇スタッフ・ガイド等研修 ○ ○ 

観光関係者表彰 ○ ○ 

⑧連携・受入体制づくり 農商工と連携・特産品開発 ○ ○ 

住民組織（ＮＰＯ）との連携 ○ ○ 

広域観光連携 ○ ○ 

⑨会員支援 刊行物・資料等の発行 ○ ○ 

会員の事業等の支援 ○ ○ 

⑩その他 その他   

 

 



愛媛県 

 - 193 - 

〔2009（平成 21）年度事業概要シート〕 

⑥特定
ターゲッ

ト誘致

⑨会員
支援

 ⑩その他

観光パンフレットの作成・配付　「愛媛県観光ロードマップ」50,000部、
　「愛媛県観光ガイドマップ」55,000部、愛媛県観光情報誌｢えひめ｣2010年版監修・配付

観光ウェブサイト「いよ観ネット」の運営　ビジュアル面に配慮した携帯サイトも運用

④国内
プロモ

ーション

観光情報媒体作成･発信

農商工と連携・特産品開発

セールス（宣伝､海外説明会･
商談､関係者招聘等）

観光地美化・修景

旅行商品造成・流通促進

政策提言･戦略立案

マーケティング・各種調査

観光地域づくり基盤形成

観光施設の管理・運営

刊行物・資料等の発行

会員の事業等の支援

接遇スタッフ・ガイド等研修

観光関係者表彰

観光イベント

セールス（宣伝､説明会･商談､
関係者招聘等）

ランドオペレーター・観光案内

広域観光連携

観光情報媒体作成･発信

人材育成事業

事
業
概
要

収益事業

⑦人材
育成

⑧連携
・受入

体制

づくり

①政策
提言等

②観光
地域

づくり

着地型旅行商品造成

教育旅行誘致

備　　　　　考

事
業
詳
細

主な収益事業はなし

愛媛県観光推進連絡会議の開催（県、各地方局商工観光室､各市町観光協会､各市町）

愛媛県指定管理者として愛媛県物産観光センター管理運営

誘客促進事業の一環として、大手旅行会社で商品化されにくい離島を船で巡る旅行商品化に助成
（※１）

⑤海外
プロモ

ーション

インバウンド事業

道後温泉夏まつりへの助成

各種観光キャンペーン、グリーンツーリズム等のセールス・プロモーション
愛媛県イメージアップ推進事業　じゃらん（雑誌やウェブサイト）へのＰＲ広告掲載

マーケットへのキャンペーンの実施

　（キャラバン隊派遣､観光展開催､マスコミ等への訪問宣伝等）

　　開催都市：広島市、東京都新宿、沖縄県那覇市

メディアとのタイアップによる観光ＰＲ

　「funfun旅ランド～秋の愛媛特集～」番組作成､新聞広告掲出

大都市圏等への観光ポスター掲出

海外でのセールス・プロモーション（※２）
外国語版愛媛県観光ポスターの増刷

台湾への情報発信をねらいとした中国語（繁体字）ウェブサイトの運営
外国語パンフレット｢愛媛～Ehime-Japan」の改訂・増刷　3,000部

松山空港国際線到着ロビーに電照広告を掲出

四国観光検定公式ホームページのリニューアル
「観光達人」スキルアップ事業（※３）

もてなしの人材研修事業（※４）

外国人観光客受け入れ人材育成事業　英語研修、韓国研修、中国語研修を実施

※３　「観光の達人」ｽｷﾙｱｯﾌﾟ事業･････四国観光検定合格者を対象とした現地見学会・研修会
　　　４県観光協会と連携して観光地の年４回開催 参加者468人

※４　もてなしの人材研修事業　観光従事者や一般県民を対象とした「ふるさとふれあい塾」

　　　全12回開催　参加者210人

※１　匆那諸島・鹿島・来島海峡日帰クルーズツアー実施　実施主体は瀬戸内海汽船㈱

※２　海外でのセールスプロモーション
　　　四国ブロック広域観光振興事業推進協議会等と連携した

　　　韓国観光情報説明会・商談会開催、愛媛県敦煌・西安訪問、台北国際旅行博覧会出展

観光事業功労者・観光施設優良従業員（各1名）の表彰

四国各県との連携　四国ツーリズム創造機構の事業への協力
瀬戸内国際観光テーマ地区との連携

愛媛県観光協会会報vol.1(2010.1.19)をメール配信

③旅行
商品等

フィルムコミッション

ＭＩＣＥ誘致

観光地経営・リーダー養成

住民組織（ＮＰＯ）との連携
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○組織・事務所概要 

・2002（平成 14）年に財団法人高知県コンベンションビューローが、社団法人高知県観

光連盟を統合し、財団法人高知県観光コンベンション協会と名称変更している。 

（2011 年 3 月末日時点) 

組織の法人形態： 役員数： 職員数： 会員数： 

社団法人（新公益法

人制度移行前） 

専従 1 名 

兼務 6 名 

専従 25 名 

兼務  － 

正会員      569 組織 

賛助会員・準会員等 － 

出先機関名称： 所在地： 職員数： 主な業務内容： 

高知観光情報発信館

とさてらす 

高知県高知市 1 名 観光案内業務及びスタッフへの助言・

指導(全体の運営は別組織が担当) 

注）会員内訳 市町村 33、市町村観光協会・各種団体 47、金融 4、旅客運送業 28、旅行業 11、

報道･通信 10、観光関連 29、宿泊業 74 他 

○収支概要 

〔事業総額および収支構成等〕 

・一般会計・特別会計の合計の事業規模は 3.9 億円（2009 年度）。県補助金が収入の約

２／３を占める。 

・特別会計として、物産事業会計がある。 

〔収益事業〕 

・基本財産運用収入の他、自主財源として旅行業売上金、「観光ガイドタクシー」認定

料、二次交通チケット販売料、広告料等がある。 

・旅行業登録を行っており、募集型企画旅行商品の主催等により、11 百万円以上の売り

上げが計上されている。なおアンケート調査の回答によると、2010（平成 22）年度決

算におけるこの金額は 15 百万円以上と見込まれている。 

・観光施設・駐車場等の管理運営はもともと実施していない。また指定管理制度移行後

も行っていない。 

〔収支構成〕 

金額(千円) 比率 金額 増減

32,220      8.3% 31,746    -474      

296,032     76.5% 327,738   31,706    

13,715      3.5% 32,979    19,264    

28,636      7.4% 23,736    -4,900    

16,180      4.2% 17,026    846       

28          0.0% 5         -23       

386,811     100.0% 433,230   46,419    

事業費 252,258     66.3% 291,436   39,178    

0.0% -         

0.0% -         

127,999     33.7% 140,676   12,677    

0.0% -         

380,258     100.0% 432,112   51,854    

委託金

収益事業

その他

合計

雑収入

合計

一般管理費

2009(平成21)年度決算 2010(平成22)年度予算
項目

負担(分担)金

会費

補助金

備　　　考

収入

支出

 

財団法人高知県観光コンベンション協会 
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○2009（平成 21）年度の事業概要・特徴 

・一般的な観光客受け入れだけでなく、ＭＩＣＥ、スポーツ誘致、フィルムコミッショ

ンに積極的に取り組んでいる。 

・二次交通の整備、運行にも積極的に関わっている。 

・第２種旅行業登録を行い、自らが旅行会社として旅行商品の開発・販売に取り組んで

いる。アンケート調査の回答によると、これまで未活用だった観光資源が活用される

とともに、地域の観光事業の活性化につながっている。なお旅行業展開の課題として

は、効果的な商品開発の難しさや、中心的に取り組む人材の不足をあげている。 

・インバウンド事業としては、韓国、台湾をメインターゲットとしながら、国際旅行商

品造成への助成、海外の現地セールスに取り組んでいる。なお今後取り組んでいく地

域としては中国を加えた、３ヶ国をあげている。 

 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業・今後の重点事業 

 

事業区分 事業項目 
平成 22 年度の 

取り組み事業 

今後取り組みたい事業

（重点事業◎） 

①政策提言・調査 政策提言・戦略立案   

マーケティング･各種調査 ○ ○ 

②観光地域づくり 観光地域づくり基盤形成 ○ ○ 

観光施設の管理・運営   

観光地美化・修景   

③旅行商品・来訪者対応 旅行商品企画・流通促進 ○ ○ 

観光案内・ランドオペレーター ○ ○ 

観光イベント ○ ○ 

④国内プロモーション等 セールス ○ ◎ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ◎ 

⑤海外プロモーション等 セールス ○ ◎ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ○ 

⑥特定ターゲット誘致等

の取り組み 

教育旅行誘致 ○ ◎ 

ＭＩＣＥ誘致 ○ ○ 

フィルムコミッション ○ ○ 

⑦人材育成 観光地経営・リーダー養成   

接遇スタッフ・ガイド等研修 ○ ◎ 

観光関係者表彰   

⑧連携・受入体制づくり 農商工と連携・特産品開発 ○ ○ 

住民組織（ＮＰＯ）との連携   

広域観光連携 ○ ○ 

⑨会員支援 刊行物・資料等の発行 ○ ○ 

会員の事業等の支援   

⑩その他 その他   
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〔2009（平成 21）年度事業概要シート〕 

⑥特定
ターゲッ

ト誘致

⑨会員
支援

 ⑩その他

主要観光拠点、交通拠点において、トップシーズンの臨時観光案内所設置
ＪＲ高知駅構内で外国人観光客に対する「ｉ」案内所運営

高知観光情報発信館「とさてらす」運営

総合観光パンフレット「ゆるり土佐時間」等作成
観光ウェブサイト「よさこいネット」の拡充・運営

④国内
プロモ

ーション

観光情報媒体作成･発信

農商工と連携・特産品開発

セールス（宣伝､海外説明会･
商談､関係者招聘等）

政策提言･戦略立案

マーケティング・各種調査

観光地域づくり基盤形成

観光施設の管理・運営

刊行物・資料等の発行

会員の事業等の支援

接遇スタッフ・ガイド等研修

観光関係者表彰

観光地美化・修景

旅行商品造成・流通促進

観光イベント

セールス（宣伝､説明会･商談､
関係者招聘等）

ランドオペレーター・観光案内

広域観光連携

観光情報媒体作成･発信

人材育成事業

事
業
概
要

収益事業

⑦人材
育成

⑧連携
・受入

体制

づくり

①政策
提言等

②観光
地域

づくり

着地型旅行商品造成

教育旅行誘致

備　　　　　考

事
業
詳
細

旅行業売上金､「観光ガイドタクシー」認定料､二次交通チケット販売料､広告料等

「おもてなしの宿」顧客満足度調査
旅行商品素材発掘等事業　地域の埋もれた資源の収集、各団体との連携を図るための

各会議出席

二次交通整備の一環として、「ＭＹ遊バス」を運行（五台山・桂浜コース､四万十周遊バス）

旅行業務推進　主催旅行催行、旅行手配（第２種旅行業）（※１）
募集型企画旅行誘致通行料支援（※２）、〃航送料支援（※３）､

〃貸切バス料金支援事業（※４）

その他高地龍馬空港利用促進助成、首都圏発本四架橋利用募集型企画旅行通行料支援事業

国際旅行商品造成への助成事業（インバウンド重点対象地域の旅行会社に対する助成）（※５）

⑤海外
プロモ

ーション

インバウンド事業

市町村・団体とのタイアップによるイベント支援（高知城花回廊､まちなかよさこい等）

国内セールス・情報収集・発信事業　全国で33回のキャラバン等実施
土佐･龍馬であい博観光素材調査エージェントモニターツアー実施、旅フェアへの参加

幕末維新タクシープラン事業・周遊観光タクシー事業　じゃらんへの広告掲載

テレビ取材協力による番組制作促進、旅行雑誌等への広告掲載

高知旅づくりコンテスト2009　あわせて､じゃらんおよびじゃらんnetを媒体としたプロモーション

物産事業として、全国の都市圏で計16回の観光物産展を開催

海外セールス　インバウンドセールス、観光交流推進事業の実施（※６）

教育旅行下見来県対応事業　旅行会社、学校関係者の下見実施に対する助成
　実績5件25名

フィルムコミッション事業　ロケ地情報の提供やロケ対応　66件に情報提供し、ロケ実施41件
映像コンテンツ撮影誘致事業　映画会社等への訪問セールス

コンベンション開催支援事業　48件の会議に助成金交付、郷土芸能やボランティア派遣
国際ミーティング・エキスポ出展、中国四国地区観光コンベンション推進協議会等の取り組み

プロ野球キャンプ、サッカーＪリーグキャンプ誘致セールス、プロゴルフトーナメント運営支援

四国観光検定公式ホームページのリニューアル　「観光達人」スキルアップ事業（※７）
運輸事業者接遇事業　観光ガイドタクシーの認定制度への取り組み

※７　「観光の達人」スキルアップ事業･････
　　　　　四国観光検定合格者を対象とした現地見学会・研修会

　　　　　４県観光協会と連携して観光地の年４回開催 参加者468人

※１　主催旅行･･催行件数25件､送客実績649人　手配旅行･･取扱件数1件
※２　募集型企画旅行誘致通行料支援事業･･･一定の条件を満たす旅行商品における

　　　本四高速の通行料金を助成　助成実績は34件、送客9,643人、バス213台

※３　募集型企画旅行誘致航送料支援事業･･･一定の条件を満たす旅行商品における

　　　宿毛佐伯フェリーの航送料を助成　助成実績は15件、送客2,843人、バス81台

※４　募集型企画旅行誘致貸切バス支援事業･･･一定の条件を満たす旅行商品におけ

　　　る貸切バス料金を助成　助成実績は3,381人、バス104台

※５　国際旅行商品造成への助成事業･････韓国､台湾の14商品､送客913名

※６　インバウンドセールス･････
　　　　　台湾、韓国のテレビ取材同行､マスコミ対応､現地旅行会社・航空会社訪問､

　　　　　台北国際旅行博への出展、

物産事業として、全国の都市圏で計16回の観光物産展を開催

四国各県との連携　四国ツーリズム創造機構の事業への協力

③旅行
商品等

フィルムコミッション

ＭＩＣＥ誘致

観光地経営・リーダー養成

住民組織（ＮＰＯ）との連携
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○組織・事務所概要 

（2011 年 3 月末日時点) 

組織の法人形態： 役員数： 職員数： 会員数： 

社団法人（新公益法

人制度移行前） 

専従  2 名 

兼務 20 名 

専従 4 名 

兼務 － 

正会員       192 組織 

賛助会員・準会員等  － 

出先機関名称： 所在地： 職員数： 主な業務内容： 

文化観光情報ひろば 福岡市中央区（天神） 1 名 県内観光情報提供 

注）2010 年 5 月時点の会員数：199 組織 

  内訳：市町村 51、市町村観光協会等 21、各種団体 21、業界（民間）106 

 

・職員数は 4 名と比較的コンパクトな組織で構成されている。 

 

○収支概要 

〔事業総額および収支構成等〕 

・一般会計の合計の事業規模は 1.4 億円（2009 年度）。このうち県補助金・委託が 88％

を占める。 

・特別会計はなし 

〔収益事業〕 

・独自の収益事業をあげるための固定資産は保有していない。 

・観光施設・駐車場等の管理運営はもともと実施していない。また指定管理制度移行後

も行っていない。 

 

〔収支構成〕 

金額(千円) 比率 金額 増減

15,175      10.7% 15,000   -175     

51,923      36.8% 44,549   -7,374   

72,858      51.6% -        -72,858  県委託金

440         0.3% 460      20       

755         0.5% 270      -485     
アクロス福岡
負担金

28          0.0% 15       -13      

141,179     100.0% 60,294   -80,885  

事業費 116,598     82.4% 39,299   -77,299  

情報収集･発信 0.0% -        事業費の分別不可

インバウンド 0.0% -        

24,594      17.4% 25,030   436      

320         0.2% 2,053    1,734    

141,512     100.0% 66,382   -75,130  

収入

支出

備　　　考
2010(平成22)年度予算

項目

負担(分担)金

会費

補助金

委託金

収益事業

その他

合計

雑収入

合計

一般管理費

2009(平成21)年度決算

 

 

社団法人福岡県観光連盟 
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○2009（平成 21）年度の事業概要・特徴 

・インバウンド誘客事業については、中国、台湾、韓国に加え、シンガポールおよび香

港をターゲット国に設定している。シンガポールマスコミ招聘事業、台湾インバウン

ド招聘事業、福岡県観光情報センター「アクロス福岡」への観光案内所サイン新設お

よび外国人旅行者への情報提供、福岡県観光情報センター「ビジット・ジャパン案内

所」業務維持運営等に取り組んでいる。 

・またインバウンド事業については、広島県と連携した取り組みを行っている。 

・2009（平成 21）年 10 月に第３種旅行業登録を行っている。現時点では、宿泊の手配

業務が中心となっているが、今後については着地型旅行商品の開発・販売等による効

果拡大が期待される。 

・人材育成に関する取り組みとして、ホスピタリティ研修会の開催、福岡県ＳＧＧ（善

意通訳）研修会の開催、観光ボランティアガイド育成支援事業があげられる。 

 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業・今後の重点事業 

 

事業区分 事業項目 
平成 22 年度の 

取り組み事業 

今後取り組みたい事業

（重点事業◎） 

①政策提言・調査 政策提言・戦略立案   

マーケティング･各種調査   

②観光地域づくり 観光地域づくり基盤形成 ○  

観光施設の管理・運営   

観光地美化・修景   

③旅行商品・来訪者対応 旅行商品企画・流通促進   

観光案内・ランドオペレーター   

観光イベント   

④国内プロモーション等 セールス ○  

観光情報媒体作成・配付 ○  

⑤海外プロモーション等 セールス ○  

観光情報媒体作成・配付 ○  

⑥特定ターゲット誘致等

の取り組み 

教育旅行誘致  ◎ 

ＭＩＣＥ誘致   

フィルムコミッション   

⑦人材育成 観光地経営・リーダー養成  ◎ 

接遇スタッフ・ガイド等研修 ○  

観光関係者表彰   

⑧連携・受入体制づくり 農商工と連携・特産品開発   

住民組織（ＮＰＯ）との連携   

広域観光連携   

⑨会員支援 刊行物・資料等の発行 ○  

会員の事業等の支援 ○  

⑩その他 その他   
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〔2009（平成 21）年度事業概要シート〕 

③旅行
商品等

フィルムコミッション

ＭＩＣＥ誘致

観光地経営・リーダー養成

住民組織（ＮＰＯ）との連携

※３　ホスピタリティ研修会･････１回開催、参加者156人
※４　観光ボランティアガイド育成支援事業･････福岡県観光ボランティアガイド大会開催

　　　　　(１回､参加者268人)、九州ボランティアガイド大会への参加

※５　福岡県SGG（善意通訳）クラブ研修会････１回開催、参加者30人

※１　アジアを対象とした旅行会社・マスコミ招聘事業･････
　　シンガポールマスコミ関係招聘事業（１回実施、番組出演タレント、スタッフ関係者9名参加）

　　台湾インバウンド招聘事業（２回実施、台湾マスコミ7名、台湾旅行会社13名参加）

※２　福岡県観光情報センター「ビジット・ジャパン案内所」業務維持運営事業

　　福岡SGG（善意通訳）クラブ（約60人）の協力を得ながら、観光情報提供

九州観光推進機構との共同事業

インバウンド事業

各種イベントの後援
（西日本大濠花火大会､福岡県伝統的工芸品展､菊花大会､福岡自動車博覧会､博多まつり等）

県内宣伝活動　福岡市中心繁華街で街頭宣伝
県外宣伝活動　広島市における「九州春の大観光展」に出展

　　　　　　　福岡県の物産と観光展を後援（東京､千葉において年４回開催）

アジアを対象とした旅行会社・マスコミ招聘事業（※１）
九州観光推進機構との共同事業

福岡県観光ホームページ｢クロスロードふくおか｣の拡充と管理・運営
（外国語版ホームページの整備）

福岡県観光情報センター「アクロス福岡」に観光案内所サインを新規作成・

　外国人への情報提供

福岡県観光情報センター「ビジット・ジャパン案内所」業務維持運営事業（※２）

多言語印刷物の発行

（福岡ツアーガイド､福岡県MAPの英語､ハングル､繁体字､簡体字版､各5,000部）

ホスピタリティ研修会（※３）
観光ボランティアガイド育成支援事業（※４）

福岡県SGG（善意通訳）クラブ研修会、ビジット・ジャパン案内所研修会（※５）

備　　　　　考

事
業
詳
細

主な収益事業はなし

県内宣伝活動において、アンケート調査を実施し、ニーズ把握・分析

観光地づくりアドバイス事業　大牟田市､筑後市､川崎町の４地域に観光サポーターを派遣
観光案内板管理　隣県との高速道路県境に設置している観光サインの更新・保守管理

2009(平成21)年10月に第３種旅行業登録

⑤海外
プロモ

ーション

人材育成事業

事
業
概
要

収益事業

⑦人材
育成

⑧連携
・受入

体制

づくり

①政策
提言等

②観光
地域

づくり

着地型旅行商品造成

教育旅行誘致

観光施設の管理・運営

刊行物・資料等の発行

会員の事業等の支援

接遇スタッフ・ガイド等研修

観光関係者表彰

観光イベント

セールス（宣伝､説明会･商談､
関係者招聘等）

ランドオペレーター・観光案内

広域観光連携

観光情報媒体作成･発信

観光地美化・修景

旅行商品造成・流通促進

政策提言･戦略立案

マーケティング・各種調査

観光地域づくり基盤形成

⑥特定
ターゲッ

ト誘致

⑨会員
支援

 ⑩その他

新聞・観光情報誌等への情報掲載
（毎日新聞アンテナ便り､西日本新聞通のおすすめ､情報誌「遊人」掲載､静岡県のマスコミへの

　協力）

観光リーフレット｢福岡魅知の旅｣発行（改訂版　10,000部）

観光情報誌「クロスロード福岡」(季刊)の発行（10,000部 × 4季 ＝ 40,000部）

福岡県観光ホームページ｢クロスロードふくおか｣の拡充と管理・運営

県内ホテル・旅館の宿泊予約サービス（80施設の登録）

④国内
プロモ

ーション
観光情報媒体作成･発信

農商工と連携・特産品開発

セールス（宣伝､海外説明会･
商談､関係者招聘等）
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○組織・事務所概要 

（2011 年 3 月末日時点) 

組織の法人形態： 役員数： 職員数： 会員数： 

社団法人（新公益法人

制度移行前） 

専従  1 名 

兼務 －(理事含まず) 

専従 10 名 

兼務 － 

正会員      112 組織 

賛助会員・準会員等 － 

出先機関名称： 所在地： 職員数： 主な業務内容： 

なし    

注）2010 年 5 月時点の会員数は 106 組織 

  内訳：市町村 20、市町村観光協会等 14、各種団体・業界（民間）72 

 

○収支概要 

〔事業総額および収支構成等〕 

・一般会計・特別会計の合計の事業規模は 1.9 億円（2009 年度）。 

・ウェルカム佐賀キャンペーン事業を特別会計としている。県補助金、負担金を収入と

する 34 百万円程度の事業である。 

〔収益事業〕 

・独自の収益事業をあげるための固定資産は保有していない。 

・観光施設・駐車場等の管理運営はもともと実施していない。また指定管理制度移行後

も行っていない。 

 

〔収支構成〕 

金額(千円) 比率 金額 増減

12,640      6.7% 12,806   166      

122,621     65.0% 79,431   -43,190  

40,742      21.6% 43,891   3,149    

-           0.0% -        -        

12,590      6.7% 12,053   -537     

99          0.1% 1        -98      

188,692     100.0% 148,182  -40,510  

事業費 161,623     85.7% 129,577  -32,046  

情報収集･発信 0.0% -        事業費の分別不可

インバウンド 0.0% -        

24,883      13.2% 19,153   -5,730   

2,078       1.1% 2,246    168      

188,584     100.0% 150,976  -37,608  

収入

支出

備　　　考
2010(平成22)年度予算

項目

負担(分担)金

会費

補助金

委託金

収益事業

その他

合計

雑収入

合計

一般管理費

2009(平成21)年度決算
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○2009（平成 21）年度の事業概要・特徴 

・インバウンド誘客事業については、中国（香港を含む）、韓国、台湾の３ヶ国を主要

な対象国として、海外セールス・プロモーション、商談会、メディア・旅行会社招請

等に取り組んでいる。中でも 2009（平成 21）年度は、韓国に対しては特別の事業を

組むなど、重点をおいている。 

・国内、海外向けの修学旅行誘致にも多面的に取り組んでいる。 

・旅行商品については、旅行会社とタイアップして旅行商品造成・販売に取り組んでい

る他、九州新幹線新鳥栖駅を発着点とした観光モデルルートの開発に向け、モニター

ツアー事業を行っている。 

・着地型旅行商品の開発・販売等を担う旅行業登録については、その予定がないとして

いる。 

・人材育成に関しては、観光セミナー、観光ボランティアガイド研修、観光従事者マナ

ー啓発、タクシーマナーアップ研修を実施している。 

 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業・今後の重点事業 

 

事業区分 事業項目 
平成 22 年度の 

取り組み事業 

今後取り組みたい事業

（重点事業◎） 

①政策提言・調査 政策提言・戦略立案   

マーケティング･各種調査 ○  

②観光地域づくり 観光地域づくり基盤形成 ○  

観光施設の管理・運営   

観光地美化・修景   

③旅行商品・来訪者対応 旅行商品企画・流通促進 ○  

観光案内・ランドオペレーター ○  

観光イベント   

④国内プロモーション等 セールス ○ ◎ 

観光情報媒体作成・配付 ○  

⑤海外プロモーション等 セールス ○ ◎ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ◎ 

⑥特定ターゲット誘致等

の取り組み 

教育旅行誘致 ○ ◎ 

ＭＩＣＥ誘致 ○  

フィルムコミッション ○  

⑦人材育成 観光地経営・リーダー養成   

接遇スタッフ・ガイド等研修 ○ ◎ 

観光関係者表彰 ○  

⑧連携・受入体制づくり 農商工と連携・特産品開発   

住民組織（ＮＰＯ）との連携 ○  

広域観光連携   

⑨会員支援 刊行物・資料等の発行 ○  

会員の事業等の支援 ○  

⑩その他 その他   
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〔2009（平成 21）年度事業概要シート〕 

上記⑧（魅力アップ支援事業 観光地づくりに取り組む団体に対して70万円を限度とした助成）

③旅行
商品等

フィルムコミッション

ＭＩＣＥ誘致

観光地経営・リーダー養成

住民組織（ＮＰＯ）との連携

※３　観光セミナー開催事業･････１回開催、参加者70人
※４　観光ボランティアガイド研修事業･････１回､参加者50人

※５　観光従事者マナー啓発事業･････１回､参加者112人

※６　タクシーマナーアップ研修等事業･････２回開催、参加者120人

※１　タイアップ事業･････大手旅行会社とタイップした旅行商品提供
　　　　　佐賀を取り入れた宿泊旅行商品利用者数 18,390人

　　　　　モニターツアー事業 新鳥栖駅を発着点とした観光モデルルートの開発促進 2件

※２　中国対策事業等･････海外セールスプロモーション2件､海外商談会2件､
　　　　　メディア･旅行会社誘致7件･57名､中国の学校関係者による視察4件･46名

※２　韓国対策事業等･････海外セールスプロモーション10件､海外商談会2件､

　　　　　メディア･旅行会社誘致17件･110名､学校関係者による視察2件･53名､

　　　　　その他視察5件対応

※２　台湾対策事業等･････海外セールスプロモーション6件､海外商談会4件､視察対応1件

　　　　　メディア･旅行会社誘致1件･2名

魅力アップ支援事業 観光地づくりに取り組む団体に対して70万円を限度とした助成

インバウンド事業

国内観光マーケティング対策事業・誘客促進営業活動強化事業等
（大都市圏や九州地域の旅行会社へのセールス、観光素材に関する説明会、「佐賀に泊まろう

キャンペーン」（九州北部地域の旅行会社訪問及び福岡での街頭宣伝）等）

マスコミ活用宣伝事業（新聞社等のメディアに対する情報提供､関西・中国地区認知度向上対策）

　佐賀県観光フェア（福岡、大阪、広島で開催）、岡山等におけるイベントを活用した宣伝

ファミリーツーリズム推進事業（適地づくり推進、各種体験型イベント、ＰＲグッズ作成等）

東京事務所運営事業の一環としての誘客促進（旅行会社訪問や修学旅行誘致）、パブリリシティ

活動、各種企画展等における観光PR

マスコミ視察会等の実施

外国人観光客誘致対策事業・誘客促進営業活動強化事業・韓国観光客誘致促進事業
　中国、韓国、台湾を中心とした対策事業（※２）

　（セールスプロモーション､商談会､メディア・旅行会社招聘等）

観光宣伝ツール作成事業 ガイド本（英語､繁体字)､観光マップ（ハングル､繁体字）等作成
インターネットホームページ活用事業　ハングルによる情報提供を拡充

国内修学旅行誘致（旅行会社訪問、旅行会社や学校の視察受入、大都市圏等での説明会）
東京事務所運営事業の一環としての首都圏の学校訪問、旅行会社訪問

修学旅行用パンフレット作成

中国、韓国の学校関係者による修学旅行視察（※２）

フィルムコミッション推進事業（ロケハン対応実績 72件）、ロケハンデータベース整備事業

インセンティブツアーの受入（中国企業2件）

観光セミナー開催事業（※３）､観光ボランティアガイド研修事業（※４）
観光従事者マナー啓発事業（※５）

タクシーマナーアップ研修事業（※６）

備　　　　　考

事
業
詳
細

主な収益事業はなし

満足度調査の実施

県民意識醸成事業 県民に対し広報媒体を活用した県内観光地の情報提供 魅力の再発見
観光施設等の環境整備支援事業（宿泊施設における外国語表記に対する助成）

旅行商品造成強化事業の一環として、旅行会社とのタイアップ等（※１）

⑤海外
プロモ

ーション

人材育成事業

事
業
概
要

収益事業

⑦人材
育成

⑧連携
・受入

体制

づくり

①政策
提言等

②観光
地域

づくり

着地型旅行商品造成

教育旅行誘致

観光施設の管理・運営

刊行物・資料等の発行

会員の事業等の支援

接遇スタッフ・ガイド等研修

観光関係者表彰

観光イベント

セールス（宣伝､説明会･商談､
関係者招聘等）

ランドオペレーター・観光案内

広域観光連携

観光情報媒体作成･発信

観光地美化・修景

旅行商品造成・流通促進

政策提言･戦略立案

マーケティング・各種調査

観光地域づくり基盤形成

⑥特定
ターゲッ

ト誘致

⑨会員
支援

 ⑩その他

観光情報センター活動事業

観光宣伝ツール作成事業 観光総合マップ､観光パンフレット､イベントカレンダー等作成
　観光情報誌「さがコレクション」（季刊）発行　3,000部×3＝9,000部

ニューツーリズム誘客対策事業として、パンフレット「大人ツーリズム」を10,000部増刷

インターネットホームページ活用事業（2009年度アクセス数966,269件）

観光情報センター活動事業・観光歓迎広告塔管理事業（県内設置箇所14ヵ所）

④国内
プロモ

ーション

観光情報媒体作成･発信

農商工と連携・特産品開発

セールス（宣伝､海外説明会･
商談､関係者招聘等）
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○組織・事務所概要 

（2011 年 3 月末日時点) 

組織の法人形態： 役員数： 職員数： 会員数： 

社団法人（新公益法人

制度移行前） 

専従  1 名 

兼務 37 名 

専従 17 名 

兼務  － 

正会員      359 組織 

賛助会員・準会員等 － 

出先機関名称： 所在地： 職員数： 主な業務内容： 

なし    

注）2010 年 6 月時点の会員数：360 組織 

  内訳：市町村 21、市町村観光協会等 24、各種団体・業界（民間）315 

・職員数は､九州７県中､財団法人みやざき観光コンベンション協会に次いで充実している。 

 

○収支概要 

〔事業総額および収支構成等〕 

・一般会計・特別会計の合計の事業規模は 7.7 億円（2009 年度）。これは九州の中で第

1 位となる。 

・特別宣伝事業を特別会計としている。これは長崎県への観光客誘致をさらに推進する

ため、東京を中心とした首都圏や中部関西地域を主たるターゲットとし、また福岡都

市圏のリピーター発掘に向けて、効率的、効果的に宣伝および誘客へのタイアップ活

動に取り組むものである。負担金を収入とする 40 百万円程度の事業である。 

〔収益事業〕 

・独自の収益事業をあげるための固定資産は保有していない。収益事業もない。 

・観光施設・駐車場等の管理運営はもともと実施していない。また指定管理制度移行後

も行っていない。 

 

〔収支構成〕 

金額(千円) 比率 金額 増減

17,006      2.2% 16,740   -266     

694,729     90.5% 230,903  -463,826 

5,439       0.7% -        -5,439   

0.0% -        -        

49,457      6.4% 58,270   8,813    

740         0.1% 105      -635     

767,371     100.0% 306,018  -461,353 

事業費 644,322     84.0% 202,279  -442,043 

情報収集･発信 0.0% -        事業費の分別不可

インバウンド 0.0% -        

121,681     15.9% 104,019  -17,662  

1,150       0.1% 1,600    450      

767,153     100.0% 307,898  -459,255 

収入

支出

備　　　考
2010(平成22)年度予算

項目

負担(分担)金

会費

補助金

委託金

収益事業

その他

合計

雑収入

合計

一般管理費

2009(平成21)年度決算

 

社団法人長崎県観光連盟 
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○2009（平成 21）年度の事業概要・特徴 

・インバウンド誘客事業については、国際観光推進事業として、韓国、中国、台湾をメ

インターゲットとした旅行商品企画造成エージェント・キャリア招聘、エージェント

等現地セールス、海外メディア総合戦略、修学旅行受入等に取り組んでいる。その他、

海外新規市場開拓事業（タイ、シンガポール等へのプロモーション、ＭＩＣＥ市場誘

致）、中国国際クルーズ消費拡大事業等に取り組んでいる。 

・着地型旅行商品の開発・販売等を担う旅行業登録については、その予定がないとして

いる。 

・ユニークな取組としては、「ながさき巡礼」創設事業があげられる。これは長崎大司

教区との連携を図ったもので、県内各地の教会群とキリシタン文化のネットワークを

形成することによる新たな長崎の文化創造を目指すとともに、新キリシタン紀行「な

がさき巡礼」を新しい旅のスタイルとして情報発信している。 

 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業・今後の重点事業 

 

事業区分 事業項目 
平成 22 年度の 

取り組み事業 

今後取り組みたい事業

（重点事業◎） 

①政策提言・調査 政策提言・戦略立案   

マーケティング･各種調査   

②観光地域づくり 観光地域づくり基盤形成   

観光施設の管理・運営   

観光地美化・修景   

③旅行商品・来訪者対応 旅行商品企画・流通促進 ○ ○ 

観光案内・ランドオペレーター ○ ○ 

観光イベント ○ ○ 

④国内プロモーション等 セールス ○ ◎ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ◎ 

⑤海外プロモーション等 セールス ○ ◎ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ◎ 

⑥特定ターゲット誘致等

の取り組み 

教育旅行誘致 ○ ◎ 

ＭＩＣＥ誘致 ○ ○ 

フィルムコミッション   

⑦人材育成 観光地経営・リーダー養成   

接遇スタッフ・ガイド等研修 ○ ○ 

観光関係者表彰   

⑧連携・受入体制づくり 農商工と連携・特産品開発   

住民組織（ＮＰＯ）との連携   

広域観光連携 ○ ○ 

⑨会員支援 刊行物・資料等の発行   

会員の事業等の支援   

⑩その他 その他   
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〔2009（平成 21）年度事業概要シート〕 

③旅行
商品等

フィルムコミッション

ＭＩＣＥ誘致

観光地経営・リーダー養成

住民組織（ＮＰＯ）との連携

※６　「ながさき巡礼」公認巡礼ガイドの養成（ガイドマスター、学生巡礼ガイド
　　　　　6月に4日間開催　ガイドスクーリング 参加者22名 ､

　　　　　 1～3月にマスターコース実施 参加者13名

※１　「旅する長崎学」連携事業　朝日旅行による軍艦島講座 38名参加

※２　旅行商品企画造成エージェント､キャリア招聘事業･････韓国対策6件､中国対策14件他
※３　エージェント等現地セールス事業･････

　　　　　韓国対策としてソウル･釜山等の主要旅行会社随時訪問

　　　　　中国対策として北京市､上海市､広東省等を中心に政府関係者､航空･旅行会社

　　　　　を随時訪問　他

※４　海外メディア総合戦略事業　国際観光展･観光説明会等の開催（上海等で5回開催）､

　　　　　海外メディア招聘(10件)､テレビ番組制作支援・観光情報発信

※５　外国人緊急拡大誘致事業　中国富裕層向けゴルフツアー誘致、韓国・台湾の

　　　　　大学と連携したSIT対策、長崎旅行商品販売意欲喚起

教育旅行誘致対策事業では熊本県と連携
九州各県との共同宣伝　「九州春の大観光展」開催（2日間合計12～13万人来場）

インバウンド事業

長崎伝統芸能振興会等への助成、雲仙国際ゴルフ大会協賛

「旅する長崎学」連携事業　近代化遺産観光推進のためのパネル展､旅行会社向け営業等
PUREMIUM NAGASAKIの旅創出事業　プレスツアー実施（10媒体11名参加）

　エージェント・キャリアタイアップ事業

　(旅行会社･航空会社への営業訪問､説明会､現地視察等）

高速道路割引連動宿泊促進PR事業 「来んね長崎！2000円キャッシュバックキャンペーン」

ウェルカム長崎キャンペーン事業 （「長崎県を２倍楽しむキャンペーン」）

　プレゼント、PR(新聞等マスコミ展開､告知イベント､ラジオ番組タイアップ､

　キャリア・エージェント対策

　実体験型イベント、市町取組支援（ハウステンボス来場支援等）

ウェルカムアイランドキャンペーン事業　PR(新聞等マスコミ展開)

「ながさき巡礼」創設事業　大都市圏等における説明会･PRイベント､モニターツアー等

国際観光推進事業　旅行商品企画造成エージェント､キャリア招聘事業（※２）、エージェント等現地
セールス事業（※３）､海外メディア総合戦略事業（※４）､イメージアップ特別宣伝事業等

海外市場新規開拓事業 タイ・シンガポールを対象とした旅行会社へのセールスや招聘

外国人緊急拡大誘致事業（※５）

中国国際クルーズ消費拡大推進事業（浜町アーケードの中国交流ゾーン化）

五島地域広域観光商品（韓国誘客）事業

セールスプロモーション推進（旅行会社や学校訪問､教育旅行関係者の研修旅行誘致）、長崎県教
育旅行セミナーの開催、ダイレクトメール等

国内でのセールスプロモーション推進､説明会・招聘・視察等の実施
海外でのMICE展示商談会等への参加　キーパーソンへの直接的誘致

「ながさき巡礼」創設事業　公認巡礼ガイド養成（※６）

備　　　　　考

事
業
詳
細

主な収益事業はなし

「旅する長崎学」連携事業　「旅する長崎学講座」組込旅行商品造成支援（※１）
外国人緊急拡大誘致事業として、長崎旅行商品販売意欲喚起に取り組む

⑤海外
プロモ

ーション

人材育成事業

事
業
概
要

収益事業

⑦人材
育成

⑧連携
・受入

体制

づくり

①政策
提言等

②観光
地域

づくり

着地型旅行商品造成

教育旅行誘致

観光施設の管理・運営

刊行物・資料等の発行

会員の事業等の支援

接遇スタッフ・ガイド等研修

観光関係者表彰

観光イベント

セールス（宣伝､説明会･商談､
関係者招聘等）

ランドオペレーター・観光案内

広域観光連携

観光情報媒体作成･発信

観光地美化・修景

旅行商品造成・流通促進

政策提言･戦略立案

マーケティング・各種調査

観光地域づくり基盤形成

⑥特定
ターゲッ

ト誘致

⑨会員
支援

 ⑩その他

観光情報センター運営

「旅する長崎学」連携事業の一環として、テーマ型観光確立のためパンフレット､旅行素材集作成・
配付

PUREMIUM NAGASAKIの旅創出事業

　福岡都市圏を中心とした九州域内向け情報発信（新聞､テレビ､ラジオへの出稿等）

　全国情報発信（雑誌･テレビ等のタイアップ事業､大都市圏におけるPRイベント実施等）

　観光情報誌（季刊）の発行

龍馬伝活用観光客県内周遊促進（情報発信）事業

　インターネットを活用した情報発信 「ながさき旅ネット」の全面リニューアル

「ながさき巡礼」創設事業の一環として、パンフレットやドライブマップの作成

④国内
プロモ

ーション

観光情報媒体作成･発信

農商工と連携・特産品開発

セールス（宣伝､海外説明会･
商談､関係者招聘等）
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○組織・事務所概要 

（2011 年 3 月末日時点) 

組織の法人形態： 役員数： 職員数： 会員数： 

社団法人（新公益法人

制度移行前） 

専従 1 名 

兼務 －(理事含まず) 

専従 12 名 

兼務 － 

正会員      261 組織 

賛助会員･準会員等  － 

出先機関名称： 所在地： 職員数： 主な業務内容： 

くまもとの観光案内所 長崎県島原市 2 名 熊本の観光に関する総合案内 

注）2010 年 6 月時点の会員数：252 組織 

  内訳：県担当課 1、市町村 45、市町村観光協会等 20、各種団体・業界（民間）186 

 

・アンケート調査の回答によると、会員数は増加傾向となっている。これは九州新幹線

の開通等により、地元経済会において観光への期待が大きいためと推察される。 

 

○収支概要 

〔事業総額および収支構成等〕 

・一般会計の合計の事業規模は約 2 億円（2009 年度）。特別会計はなし。 

・収入としては、名目上、熊本県負担金が過半を占める。 

〔収益事業〕 

・独自の収益事業をあげるための固定資産は保有していない。収益事業もない。 

・観光施設・駐車場等の管理運営はもともと実施していない。また指定管理制度移行後

も行っていない。 

 

〔収支構成〕 

金額(千円) 比率 金額 増減

41,335      19.4% 41,535    200       
22,876      10.7% 21,608    -1,268    
26,169      12.3% 60,313    34,144    

-           0.0% -         -         
122,335     57.5% 207,005   84,670    

93          0.0% 50        -43       
212,808     100.0% 330,511   117,703   

事業費 168,757     78.1% 294,771   126,014   
国内誘致対策事業 91,671      42.4% 189,713   98,042    
海外誘致対策事業 21,383      9.9% 31,575    10,193    

47,356      21.9% 45,191    -2,165    
-           0.0% -         -         

216,114     100.0% 339,963   123,849   

委託金
収益事業

その他
合計

雑収入
合計

一般管理費

2009(平成21)年度決算 2010(平成22)年度予算
項目

負担(分担)金

会費
補助金

備　　　考

収入

支出

 

社団法人熊本県観光連盟 
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○2009（平成 21）年度の事業概要・特徴 

・九州新幹線全線開通を目前にひかえた 2009（平成 21）年度の事業においては、ＪＲ

九州やＪＲ西日本と連携した観光誘客キャンペーンに重点的に取り組んでいる。「く

まもとぐるっと夏旅キャンペーン（7/18～9/30）」「くまもと最高ザンス観光キャンペ

ーン（10/1～3/31）」などであり、大手旅行会社やマスコミ等とのタイアップを含め、

おおがかりな観光宣伝を実施している。 

・また２次交通の確保についても、「熊本すきっぷバス」と称した、路線バスを含む 11

ルート 95便の県内バス網を旅行商品に組み込む旅行商品造成システムを構築したり、

熊本市内（熊本駅、主要宿泊施設）から内牧温泉、黒川温泉、湯布院温泉を経由して

別府温泉までの阿蘇パノラマバスの運行を図るなどの独自の取り組みがみられる。 

・旅行商品開発については、大手旅行会社とのタイアップの他、着地型旅行を専門に扱

う旅行会社と連携した取り組みが目立つ。教育旅行誘致についても力を入れている。 

・インバウンド誘客事業については、韓国、中国、台湾等をメインターゲットと設定し、

旅行会社・マスコミ関係者招聘ツアーの実施、トップセールスや現地セールス・各種

商談会等に取り組んでいる。 

・九州観光推進機構、および南九州広域観光ルート連絡協議会、九州横断長崎・熊本・

大分広域連携観光振興協議会等、広域的な観光圏の形成を念頭においたプロモーショ

ンに取り組んでいる。 

 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業・今後の重点事業 

事業区分 事業項目 
平成 22 年度の 

取り組み事業 

今後取り組みたい事業

（重点事業◎） 

①政策提言・調査 政策提言・戦略立案   

マーケティング･各種調査   

②観光地域づくり 観光地域づくり基盤形成 ○ ○ 

観光施設の管理・運営   

観光地美化・修景   

③旅行商品・来訪者対応 旅行商品企画・流通促進 ○ ◎ 

観光案内・ランドオペレーター ○ ○ 

観光イベント ○ ○ 

④国内プロモーション等 セールス ○ ◎ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ○ 

⑤海外プロモーション等 セールス ○ ◎ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ○ 

⑥特定ターゲット誘致等

の取り組み 

教育旅行誘致 ○ ◎ 

ＭＩＣＥ誘致 ○ ○ 

フィルムコミッション ○ ○ 

⑦人材育成 観光地経営・リーダー養成 ○ ○ 

接遇スタッフ・ガイド等研修 ○ ◎ 

観光関係者表彰 ○ ○ 

⑧連携・受入体制づくり 農商工と連携・特産品開発   

住民組織（ＮＰＯ）との連携   

広域観光連携   

⑨会員支援 刊行物・資料等の発行 ○ ○ 

会員の事業等の支援   

⑩その他 その他   



熊本県 

 - 208 - 

〔2009（平成 21）年度事業概要シート〕 

⑥特定
ターゲッ

ト誘致

⑨会員
支援

 ⑩その他

島原港観光案内所の開設（職員２名を配置）、熊本空港電照看板掲出
広域観光リーフレット作成　50,000部

九州新幹線全線開業準備キャンペーン

　JR九州･JR西日本とタイアップし観光情報発信 キャンペーンポスター､パンフレット作成

　その他旅行エージェントや中国放送（広島県）とのタイアップによる情報発信

観光情報季刊誌「くまもと時間（たいむ）」発行　各７万部

その他県内向けラジオ、大阪駅での大型看板掲出等

熊本観光連盟インターネットサイトの充実　県観光案内所ブログを搭載

④国内
プロモ

ーション

観光情報媒体作成･発信

農商工と連携・特産品開発

セールス（宣伝､海外説明会･
商談､関係者招聘等）

政策提言･戦略立案

マーケティング・各種調査

観光地域づくり基盤形成

観光施設の管理・運営

刊行物・資料等の発行

会員の事業等の支援

接遇スタッフ・ガイド等研修

観光関係者表彰

観光地美化・修景

旅行商品造成・流通促進

観光イベント

セールス（宣伝､説明会･商談､
関係者招聘等）

ランドオペレーター・観光案内

広域観光連携

観光情報媒体作成･発信

人材育成事業

事
業
概
要

収益事業

⑦人材
育成

⑧連携
・受入

体制

づくり

①政策
提言等

②観光
地域

づくり

着地型旅行商品造成

教育旅行誘致

備　　　　　考

事
業
詳
細

主な収益事業はなし

九州新幹線全線開業準備キャンペーンの一環として、阿蘇パノラマバス運行

地域を結ぶ歴史回廊の形成　くまもと再発見の旅（旅行商品企画立案支援）
競争力の高い旅行商品による集客力の向上事業(※１）　お宝を活用した旅行商品運営

⑤海外
プロモ

ーション

インバウンド事業

地域を結ぶ歴史回廊の形成　ＳＬ人吉運行支援事業
　ポスター、新聞、テレビ番組等での宣伝、ＳＬ復活運行記念キャンペーン等

競争力の高い旅行商品による集客力の向上事業　高速でくまもとにレッツゴー！キャンペーン

九州新幹線全線開業準備キャンペーン　着地型観光素材を中心に観光情報を発信

FDA(フジドリームエアライン）と共同で静岡地域のマスコミ招聘

旅行商品販売促進活動 大都市圏における旅行会社に対するセールスや説明会

旅行会社と本県観光事業者との商談会実施　福岡、広島にて計78社150名招待

現地セールス､現地旅行会社･マスコミ招請事業（※２）
　韓国、台湾、中国を中心に、タイ・シンガポール、欧米を対象

　韓国対策　アシアナスペシャルキャンペーン　等

誘致セールス活動　首都圏、関西圏、北陸･中部圏等の旅行会社･キャイア･学校訪問
受入態勢充実　九州観光推進機構等と連携し、説明会・相談会、勉強会等開催

誘致資料の作成　モデルコース冊子､誘致セールス用CD､体験学習ガイドブック」増刷

旅行会社のMICE実踏研修受入等

ようこそコミュニケーションゼミナール（※３）、観光おもてなしセミナー（※４）、観光案内所職員研修会
等（※５）開催

観光ボランティアガイド育成（※６）

※３　ようこそコミュニケーションゼミナール　各地域観光推進協議会の接遇等研修会を助成
　参加人数830人　おもてなし講座､現地視察研修､IT研修､ユニバーサルサービス接客研修

※４　観光おもてなしセミナー（日本観光協会協賛）　参加者37人

※５　観光案内所職員研修会および現地視察　参加者23名

※６　観光ボランティアガイド育成研修会、観光ボランティアガイド九州大会

※１　競争力の高い旅行商品による集客力の向上事業･････
　(株)観光販売システムズによる天草地域イルカウォッチングの活用商品化（８商品）

　レンタカープランの開発・販売　くまもとすきっぷﾚﾝﾀｶｰﾌﾟﾗﾝを開発、旅行会社が商品化

　熊本すきっぷ観光バスの開発　路線バスを含む県内バス網の旅行商品への組み込み

　五木観光振興プロジェクト　旅行商品提供 九州産交ツーリズム等21本 839人総客

※２　現地セールス､現地旅行会社･マスコミ招請事業
　　韓国対策　韓国ソウルランド社招請､韓国大田ＴＶ番組掲出、韓国釜山商談会等

　　台湾対策　台湾ＴＶ番組取材招請､台湾現地セールス､台北市内ラッピングバス等

　　中国対策　九州・沖縄観光セミナー（旅行会社･マスコミ等招請）､アセアン博観光出展

　　　　　　　　　中国現地セールス､商談会､学校関係者招請､マスコミ招請等

　　シンガポール・タイ　教育旅行セミナー､現地セールス､知事トップセールス等

　　欧米他　トラベルマート2009ファムトリップ､ドイツＴＶ局取材招請､オーストラリア旅行社招請

観光功労者の表彰　18名

ようこそおもてなし県民運動
　ＮＰＯ法人等観光関連団体が実施するおもてなしの取組を助成(30万円)

南九州広域観光ルート連絡協議会　プレゼントキャンペーン､大阪モーターショー出展
九州横断長崎・熊本・大分広域連携観光振興協議会　「龍馬伝」に因んだ情報発信

各地域観光推進協議会への運営費支援(11団体)　広域観光キャンペーン事業支援（5団体）

③旅行
商品等

フィルムコミッション

ＭＩＣＥ誘致

観光地経営・リーダー養成

住民組織（ＮＰＯ）との連携
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○組織・事務所概要 

・行政（大分県）主導であった旧大分県観光協会を改組し、民間主導の組織として 2005

（平成 17）年 4 月 1 日に発足した。市町およびその観光協会、観光事業者といった従

来の会員とともに、地域づくり団体やＮＰＯ法人等が新たに参加している。 

・初代会長を由布院玉の湯社長の桑野和泉氏が務めるなど、幹部に民間や女性を起用し

ていた。地方自治体の関係者は役職員とはならないことや、事務所を県庁所在地の大

分市ではなく、別府市の観光の中心に構えている。 

（2011 年 3 月末日時点) 

組織の法人形態： 役員数： 職員数： 会員数： 

社団法人（新公益法人

制度移行前） 

専従  － 

兼務 37 名 

専従 15 名 

兼務  － 

正会員      204 組織 

賛助会員・準会員等 39 組織 

出先機関名称： 所在地： 職員数： 主な業務内容： 

大分空港観光案内所 大分県国東市 3 名 空港における観光案内 

注）2010 年 6 月時点の会員数：202 

  内訳：市町 18、市町村観光協会等 20、各種団体・業界（民間）164 

○収支概要 

〔事業総額および収支構成等〕 

・一般会計の合計の事業規模は 1.2 億円（2009 年度）と九州では最も少ない。特別会計

はなし。収入では、県からの補助金比率が 6％と比較的低く、経済的にも民間主導の

組織となっていることが特徴となっている。 

〔収益事業〕 

・自主財源として、情報誌､ホームページ等の広告料、販売手数料等がある。 

・観光施設・駐車場等の管理運営はもともと実施していない。また指定管理制度移行後

も行っていない。 

〔収支構成〕 

金額(千円) 比率 金額 増減

17,220      14.3% 17,000    -220      

6,920       5.7% 8,070     1,150     

89,155      73.8% 70,865    -18,290   

3,602       3.0% 1,150     -2,452    

3,836       3.2% 4,373     537       

13          0.0% 5         -8        

120,745     100.0% 101,463   -19,282   

事業費 101,487     86.0% 85,565    -15,922   

情報収集･発信 22,377      19.0% 29,649    7,272     

インバウンド 9,631       8.2% 9,492     -139      

16,534      14.0% 15,898    -636      

-           0.0% 3,973     3,973     

118,021     100.0% 105,436   -12,585   

収入

支出

備　　　考
2010(平成22)年度予算

項目

負担(分担)金

会費

補助金

委託金

収益事業

その他

合計

雑収入

合計

一般管理費

2009(平成21)年度決算

 

社団法人ツーリズムおおいた ※詳細はヒアリング調査結果(３－３)参照 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%B3%E5%85%89%E5%8D%94%E4%BC%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/2005%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/2005%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/4%E6%9C%881%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B1%E5%B8%83%E9%99%A2%E7%8E%89%E3%81%AE%E6%B9%AF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A1%91%E9%87%8E%E5%92%8C%E6%B3%89
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○2009（平成 21）年度の事業概要・特徴 

・地域観光協会が主体となって、個性あふれる着地型旅行企画「ちょこっといい旅」事

業を実施しており、観光ボランティアガイドによる案内や地域の食を盛り込んだミニ

ツアー商品が提供されている。 

・スポーツ・ツーリズムやサイクル・ツーリズム、トレッキングなどの新しい取り組み

も始動している。 

・インバウンド事業としては、中国、韓国、台湾、香港、シンガポールを主対象として、

海外セールス、政府関係者・海外旅行会社・教育旅行視察受け入れ、海外メディア広

告等のプロモーションに取り組んでいる。 

 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業・今後の重点事業 

 

事業区分 事業項目 
平成 22 年度の 

取り組み事業 

今後取り組みたい事業

（重点事業◎） 

①政策提言・調査 政策提言・戦略立案   

マーケティング･各種調査   

②観光地域づくり 観光地域づくり基盤形成   

観光施設の管理・運営   

観光地美化・修景   

③旅行商品・来訪者対応 旅行商品企画・流通促進   

観光案内・ランドオペレーター ○ ○ 

観光イベント   

④国内プロモーション等 セールス ○ ◎ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ◎ 

⑤海外プロモーション等 セールス ○ ○ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ○ 

⑥特定ターゲット誘致等

の取り組み 

教育旅行誘致 ○ ○ 

ＭＩＣＥ誘致 ○ ◎ 

フィルムコミッション   

⑦人材育成 観光地経営・リーダー養成   

接遇スタッフ・ガイド等研修  ◎ 

観光関係者表彰 ○ ○ 

⑧連携・受入体制づくり 農商工と連携・特産品開発   

住民組織（ＮＰＯ）との連携   

広域観光連携 ○ ◎ 

⑨会員支援 刊行物・資料等の発行   

会員の事業等の支援   

⑩その他 その他   
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〔2009（平成 21）年度事業概要シート〕 

⑥特定
ターゲッ

ト誘致

⑨会員
支援

 ⑩その他

大分空港観光案内所の開設・案内（職員２名常駐）

サイクル・トレッキングガイドブック作成　　おおいた龍馬ものがたり作成
観光パンフレット等（旬刊トレッキングおおいた(DVD)､新･豊後食街道､おおいた歴史ロマンめぐり）作

成

坂本龍馬と勝海舟が通った九州横断の旅～大分・熊本・長崎～の作成

観光ホームページ管理事業（ホームページのリニューアル）

クロスＦＭと連携した情報発信事業

　広告などによるＰＲ（西日本新聞､産経リビング､毎日新聞等）

④国内
プロモ

ーション

観光情報媒体作成･発信

農商工と連携・特産品開発

セールス（宣伝､海外説明会･
商談､関係者招聘等）

観光地美化・修景

旅行商品造成・流通促進

政策提言･戦略立案

マーケティング・各種調査

観光地域づくり基盤形成

観光施設の管理・運営

刊行物・資料等の発行

会員の事業等の支援

接遇スタッフ・ガイド等研修

観光関係者表彰

観光イベント

セールス（宣伝､説明会･商談､
関係者招聘等）

ランドオペレーター・観光案内

広域観光連携

観光情報媒体作成･発信

人材育成事業

事
業
概
要

収益事業

⑦人材
育成

⑧連携
・受入

体制

づくり

①政策
提言等

②観光
地域

づくり

着地型旅行商品造成

教育旅行誘致

備　　　　　考

事
業
詳
細

情報誌・ホームページ広告、着地型エージェント推進

ツーリズム企画事業化推進（事業企画委員会等による検討）

福岡都市圏からの観光付ワンコインバス運行事業（実証事業）

県下一斉観光地清掃点検活動

第３種旅行業
着地型旅行企画“ちょこっといい旅”事業（※１）

定額給付金で大分にＧＯ！キャンペーン事業（※２）

⑤海外
プロモ

ーション

インバウンド事業

（プロモーション時に「竹あかりの祭典」等のイベントを実施、④にも重複記載）

おおいた観光ツーリズム商談会（福岡都市圏に対して）
九州７県合同観光素材説明会・相談会

おおいた竹ものがたりin福岡（「竹あかりの祭典」「おおいた観光と食のひろば」）

大分再訪（フタタビ）大作戦（再来訪を促す金券プレゼント）

大分県「龍馬伝」連絡協議会の設立・モニターツアー開催

サイクル・ツーリズム振興事業（首都圏旅行会社･マスメディア等のモニターツアー開催）

海外セールス（上海やソウル等への出展、セールス)他　（※３）

ホームページ上に多言語の観光地図ページを作成
外国語パンフレットの増刷（海外での観光展等で配付）

スポーツ･ツーリズム事業（国体後のスポーツ団体誘致を目的とした推進協議会､現地研修会）
スポーツ・ツーリズムガイドブック作成

観光サービス人材育成研修会（日本観光協会と共催）　（※４）
地域密着型観光人材育成研修事業・実地研修　（※５）

※４　観光サービス人材育成研修会･･････
　　　　　日本観光協会と共催で、観光人材の育成と観光振興の促進を目的に研修事業を

　　　　　実施　参加実績：100名

※５　地域密着型観光人材育成研修事業・実地研修･････

　　　　　４ヶ月間現場にはいって、まちづくりの実地研修を実施

ホスピタリティ推進事業として、「めじろん･メジピーおもてなしバッジ」制作･販売

※１　着地型旅行企画“ちょこっといい旅”事業の詳細･･････
　　　　　地域観光協会が主体となって、個性あふれる着地型旅行企画を展開。

　　　　　観光ボランティアガイドによる案内や地域の食を盛り込んだミニツアーの

　　　　　造成事業に取り組む｡

　　　　　企画本数：29コース 催行本数：21コース 参加実績：19,623名

※２　定額給付金で大分にＧＯ！事業の詳細･･1泊2日の旅行商品　ＪＴＢ九州とタイアップ

※３　中国誘客事業　海外セールス、政府関係者･海外旅行会社･教育旅行視察対応､
　　　 メディア広告等、銀聯カード説明会

　　　 同様な事業を韓国、台湾、香港、シンガポール等を対象国として実施

国のＶＪＣ、九州観光推進機構、九州各県観光連盟との連携

九州横断 長崎･熊本･大分観光振興協議会（国内客）誘致部会の事業として、ＮＨＫ大河ドラマ「龍馬
伝」を観光素材として、東京・大阪でプロモーションを展開

情報誌（Ｇｕｒｕｒｉｔｔｏ～ぐるり～）年４回発行　　ツーリズムおおいたＮｅｗｓ 年６回発行

③旅行
商品等

フィルムコミッション

ＭＩＣＥ誘致

観光地経営・リーダー養成

住民組織（ＮＰＯ）との連携
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○組織概要 

・国内外の観光客、コンベンション、スポーツ大会・合宿等（以下、「スポーツイベン

ト等」という。）の誘致及びコンベンション主催者及び観光関連施設を運営する者に

対する支援等を行うことにより、宮崎県内における観光、コンベンション及びスポー

ツの振興を図り、地域経済の活性化、文化の向上及び国際交流の促進に寄与すること

を目的として、2004（平成 16）年 4 月設立。 

（2011 年 3 月末日時点) 

組織の法人形態： 役員数： 職員数： 会員数： 

社団法人（新公益法

人制度移行前） 

専従 2 名 

兼務 －(理事含まず) 

専従 22 名 

兼務 － 

正会員       － 

賛助会員・準会員等 372 組織 

出先機関名称： 所在地： 職員数： 主な業務内容： 

なし    

 

・職員数 22 名を有し、九州７県中最も充実した体制となっている。 

 

○収支概要 

〔事業総額および収支構成等〕 

・一般会計および国際コンベンション・リゾートみやざき振興基金事業会計をあわせた

事業規模は約 3 億円（2009 年度）。補助金収入が 70％以上を占める。 

〔収益事業〕 

・自主財源としては、基本財産運用益収入の他、観光カレンダー販売料収入がある。 

・観光施設・駐車場等の管理運営はもともと実施していない。また指定管理制度移行後

も行っていない。 

 

〔収支構成〕 

金額(千円) 比率 金額 増減

33,603      12.3% 30,000    -3,603    寄付金2,649含む

200,371     73.6% 298,283   97,912    

20,433      7.5% 27,471    7,038     

10,394      3.8% 7,640     -2,754    基本財産運用収入含む

7,272       2.7% 16,585    9,313     

295         0.1% 100       -195      

272,368     100.0% 380,079   107,711   特定資産取崩収入除く

事業費 280,638     90.1% 435,898   155,260   

情報収集･発信 0.0% -         

インバウンド 0.0% -         

30,768      9.9% 45,371    14,603    

0.0% 12,000    12,000    特定資産取得支出除く

311,406     100.0% 493,269   181,863   

収入

支出

備　　　考
2010(平成22)年度予算

項目

負担(分担)金

会費

補助金

委託金

収益事業

その他

合計

雑収入

合計

一般管理費

2009(平成21)年度決算

 

財団法人みやざき観光コンベンション協会 
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○2009（平成 21）年度の事業概要・特徴 

・アンケート調査結果によると、みやざき観光コンベンション協会では、観光地域づく

りに重点をおくこととしている。観光の原点を町めぐり・村めぐりにおき、県内各地

に埋もれている魅力を掘り起こすとともに、周遊ルートを創り上げることを重視して

いる。また、そこにしかない魅力を発信するとともに、地域住民とのふれあいの場を

数多くつくることも取り組みの要諦としている。 

・組織の設立目的に基づき、一般観光客誘致だけでなく、スポーツ・ツーリズムやＭＩ

ＣＥ振興に重点的に取り組んでいる点が特徴となっている。県内へのコンベンション

開催を支援するため、開催事務局に対する開催補助金を交付しており、2009（平成 21）

年度は 50 件､43 百万円の実績がある。 

・旅行業登録の予定はない。旅行会社とタイアップした旅行商品造成につとめている。 

・インバウンド事業としては、韓国、台湾、中国をメインターゲットとして、旅行会社・

マスコミの招聘事業や現地セールス（商談会）等に取り組んでいる。中国対策として

クルーズ船誘致を進めている。 

・宮崎県は、ホスピタリティや国際感覚を育む少年向け観光教育に力を入れている。宮

崎県観光副読本「わたしたちにできることってなあに？」を改訂・増刷し、県内全て

の小学 4 年生に配付している。 

 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業・今後の重点事業 

 

事業区分 事業項目 
平成 22 年度の 

取り組み事業 

今後取り組みたい事業

（重点事業◎） 

①政策提言・調査 政策提言・戦略立案   

マーケティング･各種調査   

②観光地域づくり 観光地域づくり基盤形成 ○ ○ 

観光施設の管理・運営   

観光地美化・修景 ○ ○ 

③旅行商品・来訪者対応 旅行商品企画・流通促進 ○ ◎ 

観光案内・ランドオペレーター   

観光イベント   

④国内プロモーション等 セールス ○ ◎ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ○ 

⑤海外プロモーション等 セールス ○ ◎ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ○ 

⑥特定ターゲット誘致等

の取り組み 

教育旅行誘致 ○ ◎ 

ＭＩＣＥ誘致 ○ ○ 

フィルムコミッション ○ ○ 

⑦人材育成 観光地経営・リーダー養成   

接遇スタッフ・ガイド等研修 ○ ○ 

観光関係者表彰   

⑧連携・受入体制づくり 農商工と連携・特産品開発   

住民組織（ＮＰＯ）との連携 ○ ○ 

広域観光連携 ○ ◎ 

⑨会員支援 刊行物・資料等の発行 ○ ○ 

会員の事業等の支援 ○ ◎ 

⑩その他 その他   
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〔2009（平成 21）年度事業概要シート〕 

「会員の集い」の開催

③旅行
商品等

フィルムコミッション

ＭＩＣＥ誘致

観光地経営・リーダー養成

住民組織（ＮＰＯ）との連携

※５　宮崎県は、ホスピタリティや国際感覚を育む少年向け観光教育に力を入れている。宮崎県観光
副読本「わたしたちにできることってなあに？」を改訂・増刷し、県内全ての小学4年生に配付（13,000

部、265校配付）

※１　韓国対策 冬期ゴルフ観光客の定着化･･･韓国ｺﾞﾙﾌ商品取扱旅行業者､雑誌記者の招聘
　夏季旅行商品のセールスプロモーション･････トレッキングやマリンスポーツを中心とした商談会

　ソウル事務所の活動　観光客・インセンティブツアー誘致プロモーション、経済・文化交流促進

※２　台湾対策　中華航空関係メディア・旅行エージェントの招聘･･･メディア12社12名､

　旅行会社17社17名

　中華航空チャーター便就航支援･････台北旅行博覧会（ＩＴＦ）にて販売

※３　中国対策　ロイヤルカリビアンクルーズ受入･････寄港誘致に成功し、2,354人が来訪

　上海･北京でのセールスプロモーション･････年３回の海外プロモーションを実施

※４　マリンスポーツパラダイスみやざき強化事業

　韓国からのマリンスポーツファムツアー　雑誌社6社､旅行会社2社､ランド社2社参加

マリンスポーツパラダイスみやざき強化事業の一環としての「海の講習会」
　救命法、ライフセービング活動に対する講習会

宮崎観光読本「わたしたちにできることってなあに？」の改訂・増刷（※５）

インバウンド事業

情報発信知名度向上事業　「ETCで宮崎に行こうキャンペーン」「宮崎の夏に恋してキャンペーン」
「日本のふるさと宮崎キャンペーン」「みやざきフラワーフェスタのキャンペーン」等と連携した新聞広

告､旅行雑誌等掲出､テレビ･ラジオでの広報、観光物産展および首都圏記者等招聘

スポーツイベント等開催促進事業

　国際青島太平洋マラソン大会､ダンロップフェニックス等の大会誘致･育成･支援

スポーツランドみやざき誘致促進事業

　誘致セールス実施､出展･会議･大会の場でのセールス､広島地区キャンペーン

プロキャンプチーム・競技団体等の表敬及びセールス、スポーツキャンプ等受入支援、観戦誘致

キーパーソン招聘、視察アテンド

マリンスポーツパラダイスみやざき強化事業　月刊誌（マリンダイビング）への掲載

韓国対策　冬期ゴルフ客の定着化、夏季旅行商品のセールスプロモーション（※１）
　　　　　ソウル事務所における活動

台湾対策　中華航空関係メディア・旅行エージェントの招聘、中華航空チャーター便

　　　　　就航支援（※２）

中国対策　ロイヤルカリビアンクルーズ受入、上海･北京でのセールスプロモーション（※３）

香港対策　セールスプロモーション

マリンスポーツパラダイスみやざき強化事業（※４）

コンベンション誘致事業　個別セールス､学術会議等誘致推進懇談会実施､コンベンション見本市へ
参加

　国内外コンベンション・キーパーソンの招聘

　海外でのコンベンション誘致活動（見本市への参加等）

開催事務局及び参加者に対する支援　コンベンション開催補助金の交付（50件､43百万円）

備　　　　　考

事
業
詳
細

観光に関連する収益事業はなし、保有する有価証券の運用益

コンベンション推進事業の一環として、調査・企画・開発

宮崎県観光地合同美化キャンペーン

⑤海外
プロモ

ーション

人材育成事業

事
業
概
要

収益事業

⑦人材
育成

⑧連携
・受入

体制

づくり

①政策
提言等

②観光
地域

づくり

着地型旅行商品造成

教育旅行誘致

観光施設の管理・運営

刊行物・資料等の発行

会員の事業等の支援

接遇スタッフ・ガイド等研修

観光関係者表彰

観光イベント

セールス（宣伝､説明会･商談､
関係者招聘等）

ランドオペレーター・観光案内

広域観光連携

観光情報媒体作成･発信

観光地美化・修景

旅行商品造成・流通促進

政策提言･戦略立案

マーケティング・各種調査

観光地域づくり基盤形成

⑥特定
ターゲッ

ト誘致

⑨会員
支援

 ⑩その他

みやざき観光情報サイト「旬ナビ」を県と共同運営
「みやざき文化散歩」ホームページ作成

④国内
プロモ

ーション

観光情報媒体作成･発信

農商工と連携・特産品開発

セールス（宣伝､海外説明会･
商談､関係者招聘等）
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○組織・事務所概要 

・1945（昭和 23）年設立、1992（平成 4）年に社団法人化。 

（2011 年 3 月末日時点) 

組織の法人形態： 役員数： 職員数： 会員数： 

社団法人（新公益法人

制度移行前） 

専従  1 名 

兼務 50 名 

専従 17 名 

兼務 － 

正会員      419 組織 

賛助会員・準会員等 － 

出先機関名称： 所在地： 職員数： 主な業務内容： 

なし    

注）2010 年 6 月時点の会員数：416 

  内訳：市町村 43、市町村観光協会等 32、各種団体 40、業界 301 

・職員数は、九州７県中、財団法人みやざき観光コンベンション協会に次いで充実して

いる（長崎県観光連盟と同数）。 

○収支の概要 

〔事業総額および収支構成等〕 

・一般会計・特別会計の合計の事業規模は 1.6 億円（2009 年度） 

・観光事業振興助成金による観光振興対策事業（かごしま観光アカデミー開催事業､観光

かごしま大キャンペーン推進事業､観光振興対策推進事業等）を特別会計としている。 

・九州新幹線鹿児島ルート全線開通に向けた観光プロモーション事業の展開や、緊急雇

用対策事業（鹿児島県委託事業）の取り組みにより、近年予算額全体は増加している。 

〔収益事業〕 

・独自の収益事業をあげるための固定資産は保有していない。観光施設・駐車場等の管

理運営はもともと実施していない。また指定管理制度移行後も行っていない。 

・事業収入として、観光カレンダー頒布収入（1.5 百万円）、かごしま旅情報販売収入（0.9

百万円）、鹿児島県総合観光ガイドブック等刊行物販売収入（3.3 百万円）、海外用観

光パンフレット販売収入（7.5 百万円）がある。 

〔収支構成〕 

 

社団法人鹿児島県観光連盟 

金額(千円) 比率 金額 増減

27,403      16.7% 27,228    -175      

19,345      11.8% 19,345    -         観光事業振興助成金含

87,894      53.5% 97,804    9,910     

13,180      8.0% 11,314    -1,865    

16,564      10.1% 16,055    -509      

51          0.0% 103       52        

164,435     100.0% 171,849   7,414     特定預金取崩除く

事業費 130,692     78.8% 140,145   9,453     

自主事業 42,798      25.8% 42,341    -457      

受託事業 87,894      53.0% 97,804    9,910     

35,085      21.2% 39,101    4,016     

0.0% -         

165,776     100.0% 179,246   13,470    

収入

支出

備　　　考
2010(平成22)年度予算

項目

負担(分担)金

会費

補助金

委託金

収益事業

その他

合計

雑収入

合計

一般管理費

2009(平成21)年度決算
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○2009（平成 21）年度の事業概要・特徴 

・インバウンド誘客事業である YOKOSO! KAGOSHIMA 事業が主要事業のひとつとなってい

る。主要ターゲットは、韓国、中国、香港、台湾の４ヶ国である。 

・世界自然遺産である屋久島をインバウンド向けの訴求力のある資源として位置づけ、

その活用を図っている。 

・旅行商品企画・造成については、国内外の旅行事業者による取組を情報面や金銭面か

ら支援する事業が中心となっている。 

・ＮＨＫ大河ドラマ『篤姫』に因んだ海外向け、国内向けツアーの誘致や、旅行商品造

成支援が特徴のひとつとしてあげられる。 

・インバウンド向け旅行商品企画・造成支援として、韓国のトレッキング専門旅行会社

10 社の取材協力を行い、霧島縦走、韓国岳登山等のトレッキングツアーの誘致に成功

している。 

・人材育成に関する取組として、観光ＰＲスタッフ研修会やかごしま観光人材育成塾等

からなる『かごしま観光アカデミー開催事業』を実施している。 

 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業・今後の重点事業 

 

事業区分 事業項目 
平成 22 年度の 

取り組み事業 

今後取り組みたい事業

（重点事業◎） 

①政策提言・調査 政策提言・戦略立案 ○ ○ 

マーケティング･各種調査   

②観光地域づくり 観光地域づくり基盤形成   

観光施設の管理・運営   

観光地美化・修景   

③旅行商品・来訪者対応 旅行商品企画・流通促進   

観光案内・ランドオペレーター ○ ○ 

観光イベント   

④国内プロモーション等 セールス ○ ◎ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ◎ 

⑤海外プロモーション等 セールス ○ ◎ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ◎ 

⑥特定ターゲット誘致等

の取り組み 

教育旅行誘致 ○ ◎ 

ＭＩＣＥ誘致   

フィルムコミッション   

⑦人材育成 観光地経営・リーダー養成 ○ ○ 

接遇スタッフ・ガイド等研修 ○ ○ 

観光関係者表彰 ○ ○ 

⑧連携・受入体制づくり 農商工と連携・特産品開発   

住民組織（ＮＰＯ）との連携   

広域観光連携 ○ ○ 

⑨会員支援 刊行物・資料等の発行 ○ ○ 

会員の事業等の支援   

⑩その他 その他   
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〔2009（平成 21）年度事業概要シート〕 

「外国人観光客受入推進員」を設置（英語､中国語、韓国語の各担当）し、県内観光関係事業者を
支援

③旅行
商品等

フィルムコミッション

ＭＩＣＥ誘致

観光地経営・リーダー養成

住民組織（ＮＰＯ）との連携

※６　かごしま観光アカデミー開催
　　　　　観光講習会（参加者数173名）、観光PRスタッフ研修会（24名）、

　　　　　かごしま観光人材育成塾（50名）

※７　外国人観光客受入態勢推進講習会･････１回開催。参加者数144名

※８　通訳案内士セミナー･････１回開催。参加者数55名

※１　新商品造成促進事業　海外の旅行会社等と協力した新商品造成
　（韓国発の霧島縦走等トレッキングツアー 全12回送客実績296人）

韓国､中国､香港､台湾を対象とした旅行商品企画化支援 （鹿児島県内の宿泊を盛り込んだ旅行商

品を企画販売した韓国､中国､香港､台湾の旅行会社に対する助成､24社 送客数11,985人）

※２　海外現地セールス派遣･････韓国2回､中国2回､香港2回､台湾2回
※３　海外旅行エージェント･マスコミ等対策･････海外メディア（テレビ局）･旅行代理店

　　等の取材協力、ファムトリッム（招聘ツアー）、海外旅行博への出展（韓国等）、

　　海外写真家招聘（香港）、その他、ドイツ､フランス､アメリカ、シンガポール等のメディア

　　の取材協力、視察ツアー招聘を実施

　　ロイヤルカリビアンクルーズ社、クリスタルクルーズ社といったクルーズ社の視察受入

※４　情報の多言語化･･･'08年度に英語版､'09年度にハングル･中国語（簡体字･繁体字）

※５　海外誘客宣伝用観光パンフレット作成･････マップリーフレット作成（英語､ハングル､

　　北京語､広東語）、トラベルマニュアル作成（英語､ハングル､中国語）

海外市場調査･････台湾等を対象に現地における新型インフルエンザ影響調査･市場調査

その他 姉妹盟約観光交流促進事業として、韓国釜山広域市観光協会および香港政府観光局との

交流および相互の誘客を促進

鹿児島県観光連盟観光事業功労者表彰（観光事業功労者4名、優良従業員19名）

山口県との連携　（山口県観光連盟との姉妹盟約締結）
九州としての連携　（九州観光振興機構や九州各県、県内観光団体との連携）

インバウンド事業

観光かごしま大キャンペーン
　「歴史と食」総合宣伝等の集中宣伝事業、メディア活用等による誘客宣伝､

　ツーリズムメニューづくり

九州新幹線全線開業プレキャンペーン事業（JR､旅行会社とのタイアップ等）

YOKOSO! KAGOSHIMA（海外誘客強化）事業
　海外現地セールス派遣（※２）､海外旅行エージェント･マスコミ等対策（※３）等

　定期便利用誘客促進事業　航空会社に対する広告支援、送客実績に応じた助成金交付

　海外広告事業　海外の旅行雑誌､新聞､インターネット等を活用した広報宣伝

　クルーズ観光推進事業　観光客船の誘致、歓迎行事の実施

国際航空定期便活用緊急誘客対策事業　ランド費用助成、旅行商品広告支援

連盟ホームページ（多言語）で情報発信（※４）
海外誘客宣伝用観光パンフレット作成（※５）

国内　鹿児島県教育旅行受入対策協議会としての誘致セールス、広報宣伝
海外　中国国内の教育旅行催行に影響力を持つキーマンや台湾の学校教育旅行

　　　　担当者等の招聘

かごしま観光アカデミー開催（※６）
外国人観光客受入態勢推進講習会（※７）

通訳案内士セミナー（※８）

備　　　　　考

事
業
詳
細

観光カレンダー、ガイドブック等の頒布・販売

外国人観光客受入体制づくり推進事業の一環として、県内観光施設受入体制調査、外国人観光
客への聞き取り調査、交通機関利用案内表示等の調査を実施

観光かごしま活性化事業として、観光プロデューサーを配置

鹿児島空港歓迎標識管理

YOKOSO! KAGOSHIMA（海外誘客強化）事業の一環としての旅行商品造成支援（※１）

⑤海外
プロモ

ーション

人材育成事業

事
業
概
要

収益事業

⑦人材
育成

⑧連携
・受入

体制

づくり

①政策
提言等

②観光
地域

づくり

着地型旅行商品造成

教育旅行誘致

観光施設の管理・運営

刊行物・資料等の発行

会員の事業等の支援

接遇スタッフ・ガイド等研修

観光関係者表彰

観光イベント

セールス（宣伝､説明会･商談､
関係者招聘等）

ランドオペレーター・観光案内

広域観光連携

観光情報媒体作成･発信

観光地美化・修景

旅行商品造成・流通促進

政策提言･戦略立案

マーケティング・各種調査

観光地域づくり基盤形成

⑥特定
ターゲッ

ト誘致

⑨会員
支援

 ⑩その他

観光連盟事務局、かごしま遊学館等における観光案内

季刊｢かごしま旅情報｣(各15,000)、観光フォトギャラリー貸出･管理､

④国内
プロモ

ーション

観光情報媒体作成･発信

農商工と連携・特産品開発

セールス（宣伝､海外説明会･
商談､関係者招聘等）
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○組織・事務所概要 

・沖縄観光の強力かつ効率的な推進体制を再構築するため、観光とコンベンション分野

を統合一元化し、1996（平成 8）年 4 月に発足した。 

（2011 年 3 月末日時点) 

組織の法人形態： 役員数： 職員数： 会員数： 

社団法人（新公益法人

制度移行前） 

専従 1 名 

兼務 －(理事含まず) 

専従 130 名 

兼務 － 

正会員       － 

賛助会員・準会員等 500 組織 

出先機関名称： 所在地： 職員数： 主な業務内容： 

那覇空港観光案内所 沖縄県那覇市 11 名 観光案内及び情報収集等 

東京事務所 東京都千代田区 6 名 情報収集及び提供、旅行市場調査等 

大阪事務所 大阪市北区 2 名 〃 

大阪事務所福岡案内所 福岡市中央区 2 名 〃 

注 1）前年度時点の会員数：493 

  内訳：市町村 41、市町村観光協会 15、各種団体 39、業界 398（旅客運送業 36、旅行業 23、

宿泊業 80、観光レクリエーション施設・飲食業 97、その他 162） 

注 2）韓国事務所及び台北事務所もある。 

・観光施設の管理運営を行っていることが主要因と考えられるが、専従職員数 130 名と

随一の規模を持つ。 

○収支概要 

〔事業総額および収支構成等〕 

・一般会計（公益事業＋収益事業）の合計は、約 30 億円。公益事業と収益事業の比率

は概ね２：１。 

〔収益事業〕 

・観光施設（旧海軍司令部壕､ブセナ海中公園事業所、沖縄コンベンションセンター、万博

津梁館）管理運営事業を収益事業としている。建物､構築物､船舶等の固定資産を所有。 

〔収支構成〕 

 

財団法人沖縄観光コンベンションビューロー 

金額(千円) 比率 金額 増減

46,860      1.6%

360,447     12.0%

1,441,893   47.9%

1,102,520   36.7% 基本運用収入含む

55,418      1.8%

0.0%

3,007,139   100.0% 引当金､繰入金除く

事業費 1,732,625   60.6%

情報収集･発信 0.0%

インバウンド 0.0%

1,114,046   39.0% 業務外支出を含む

10,973      0.4%
積立預金､繰入金､
税金除く

2,857,643   100.0%

収入

支出

備　　　考

委託金

収益事業

 収集した資料への
記載なし

固定資産取得費

合計

雑収入

合計

一般管理費

2009(平成21)年度決算 2010(平成22)年度予算
項目

負担(分担)金

会費

補助金
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○2009（平成 21）年度の事業概要・特徴 

・国内観光プロモーション、海外観光プロモーション、教育旅行誘致、ＭＩＣＥ誘致、

フィルムコミッションなどを全面展開している。 

・インバウンド事業のターゲット国は、中国（北京・上海・広東州）、香港、台湾、韓

国といった東アジアを中心としながら、今後についてはロシア、オーストラリア、東

南アジアにも広げていくとしている。また海外のＭＩＣＥ誘致や、海外映画・ドラマ

ロケの誘致も有望としている。 

・沖縄観光人材育成推進事業として、ホテルやガイド、ＭＩＣＥに必要な専門職、およ

び観光タクシー乗務員だけでなく、次世代リーダーの育成に取り組んでいる。教育機

関との連携を図っていることも特徴である。 

・また宮崎県と同様に小学生を対象に「めんそーれ沖縄 観光学習教材」を配付するな

ど、観光教育事業の担い手ともなっている。 

 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業・今後の重点事業 

 

事業区分 事業項目 
平成 22 年度の 

取り組み事業 

今後取り組みたい事業

（重点事業◎） 

①政策提言・調査 政策提言・戦略立案   

マーケティング･各種調査 ○ ○ 

②観光地域づくり 観光地域づくり基盤形成 ○ ○ 

観光施設の管理・運営 ○ ○ 

観光地美化・修景 ○ ○ 

③旅行商品・来訪者対応 旅行商品企画・流通促進 ○ ○ 

観光案内・ランドオペレーター ○ ○ 

観光イベント ○ ○ 

④国内プロモーション等 セールス ○ ○ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ○ 

⑤海外プロモーション等 セールス ○ ○ 

観光情報媒体作成・配付 ○ ○ 

⑥特定ターゲット誘致等

の取り組み 

教育旅行誘致 ○ ○ 

ＭＩＣＥ誘致 ○ ○ 

フィルムコミッション ○ ○ 

⑦人材育成 観光地経営・リーダー養成 ○ ○ 

接遇スタッフ・ガイド等研修 ○ ○ 

観光関係者表彰 ○ ○ 

⑧連携・受入体制づくり 農商工と連携・特産品開発   

住民組織（ＮＰＯ）との連携   

広域観光連携 ○ ○ 

⑨会員支援 刊行物・資料等の発行 ○ ○ 

会員の事業等の支援   

⑩その他 その他   
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〔2010（平成 22）年度事業概要シート〕 

観光情報ウェブサイト｢おきなわ物語｣運営　および映像素材作成（多言語）
　英語､ハングル､中国語（簡体･繁体）､仏語､ポルトガル語､スペイン語､ドイツ語､ロシア語

入域観光各年平準化対策として、中・高等学校等の修学旅行誘致に向けた県外説明会開催
東京事務所への修学旅行相談員の配置

めんそーれ沖縄県民運動推進事業として、「県民のつどい」及び観光の日関連事業
観光教育の推進（※３）

フィルムコミッション推進事業として、誘致・プロモーション活動や許認可調整等撮影支援活動、県内
撮影関連事業者登録

映画撮影を活用したロケ地観光のプロモーション

国際会議観光都市事業としてＪＮＴＯ，ＪＣＣＢ連携事業、広報宣伝等
ＭＩＣＥ誘致・開催推進事業として、首都圏における誘致セミナー､キーパーソン招聘､

展示会出展等

国際会議等誘致･支援事業として開催時レセブションにおける郷土芸能等アトラクション提供

その他スポーツイベントを誘致するための各種ＰＲ活動

花のカーニバル開催、ミス沖縄選出、地域イベント補助、イベント広報宣伝(「沖縄のまつり」作成)

路線別誘客プロモーション事業として、首都圏を中心とした誘客イベント開催
メディアミックス事業として、マスコミ等を活用した広報宣伝（番組制作、広告掲出等）

戦略特化型観光誘致重点事業として、リゾートウェディング誘致

県外事務所（東京、大阪）運営　旅行会社･キャリア等への情報提供､セールスプロモーション

観光情報誌「真南風プレス」（隔月）発行

③旅行
商品等

フィルムコミッション

ＭＩＣＥ誘致

教育機関との連携による観光学習　外国人観光客受入基礎セミナー
沖縄観光人材育成推進事業の一環として、次世代リーダー育成事業等（※２）

接遇マナー及び歴史文化・世界遺産等のセミオーダー型の講習会
沖縄観光人材育成推進事業の一環として、専門職育成事業等（※２）

テーマ別誘客プロモーション事業　ＶＪＣと連携したプロモーション事業
　海外誘客重点地域として台湾･韓国･中国･香港･欧米圏＋ロシアを設定

　ＪＮＴＯと連携した各種メディアの活用による誘客キャンペーンや旅行会社視察招請事業

　海外における主要旅行博覧会、大型イベント等の参加

戦略特化型観光誘致重点事業として、クルーズ船、チャーター便、インセンティブツアー誘致

海外観光魅力発信強化事業として、海外観光セミナー等開催

県外事務所（韓国､台北）運営　旅行会社･キャリア等への情報提供､セールスプロモーション

離島観光振興のため、健康･保養型観光やエコツーリズム､文化交流型ツアー等の旅行商品の企画造
成支援

着地型観光情報発信事業（※１）

⑤海外
プロモ

ーション

※２　沖縄観光人材育成推進事業
　研修１：次世代リーダー育成事業･･･「マーケティング」に視点をおいたセミナー

　研修２：専門職育成事業･･･ホテルやガイド､MICEに必要なマナーや知識習得を図るセミナー

　認定登録事業（沖縄観光タクシー乗務員資格認定制度）

　沖縄県地域限定通訳案内士試験対策セミナー実施

※３　観光教育の推進　「めんそーれ沖縄 観光学習教材」の小学校４年生への配付

2009(平成21)年度事業報告書を未入手、上記は2010（平成22）年度計画を整理

※１　着地型観光情報発信事業･････地域観光協会と連携し､協議会で選定した着地型
　　　　観光モデル事業に対してモニターツアーを実施するなど、着地型商品造成を支援

（平成22年度事業計画書では詳細は不明）

観光施設（旧海軍司令部壕､ブセナ海中公園事業所、沖縄コンベンションセンター、万
博津梁館）管理運営事業

国際会議観光都市事業として、コンベンション先進地視察・コンベンション調査研究

外客来訪促進受入事業として、施設表記等多言語化の促進・支援
安全な観光地づくり事業・台風時観光客対策事業（安全パンフレット作成、対策協議会開催等）

観光施設（旧海軍司令部壕､ブセナ海中公園事業所、沖縄コンベンションセンター、万博津梁館）管
理運営事業

観光地クリーンアップ活動（北谷町）

⑦人材
育成

⑧連携
・受入

体制

づくり

①政策
提言等

②観光
地域

づくり

⑥特定
ターゲッ

ト誘致

備　　　　　考

事
業
詳
細

事
業
概
要
（

平
成
二
十
二
年
度
事
業
計
画
よ
り
）

収益事業

会員の事業等の支援

接遇スタッフ・ガイド等研修

観光関係者表彰

教育旅行誘致

観光地経営・リーダー養成

住民組織（ＮＰＯ）との連携

広域観光連携

人材育成事業

着地型旅行商品造成

インバウンド事業

観光地域づくり基盤形成

観光施設の管理・運営

観光地美化・修景

旅行商品造成・流通促進

観光イベント

セールス（宣伝､説明会･商談､
関係者招聘等）

ランドオペレーター・観光案内

政策提言･戦略立案

マーケティング・各種調査

⑨会員
支援

 ⑩その他

那覇空港観光案内所運営

観光宣伝物作成事業
　（沖縄ガイドブック､沖縄ポスター､沖縄修学旅行のそおり､情報ガイドブック他）

観光情報誌「真南風プレス」（隔月）発行

観光情報ウェブサイト｢おきなわ物語｣運営

観光情報ファイル「美ら島」作成

④国内
プロモ

ーション
観光情報媒体作成･発信

農商工と連携・特産品開発

セールス（宣伝､海外説明会･
商談､関係者招聘等）

観光情報媒体作成･発信

刊行物・資料等の発行
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アンケート調査の集計・分析（３－１）、46 組織毎の情報整理（３－２）を踏まえ、

取り組んでいる事業の内容、およびその効果と今後の課題等をより詳細に把握するため、

ヒアリング調査を実施した。 

ヒアリング調査の対象としたのは、以下の３組織である。 

○財団法人 群馬県観光国際協会 

○社団法人 やまなし観光推進機構 

○社団法人 ツーリズムおおいた 

 

ヒアリング調査は、対象となる観光連盟の事務所を訪ね、アンケート調査回答者また

は実務的な責任者を対象に実施した。 

 

３－３ 組織運営と事業の詳細 ～ヒアリング調査結果～ 
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群馬県観光国際協会 
 

ヒアリング対象者 ：事務局長 牧野文成氏 

ヒアリング会場 ：財団法人群馬県観光国際協会（前橋市群馬会館内） 

インタビュー   ：株式会社ラック計画研究所 熊谷（約１時間半） 

 

１）財団法人群馬県観光国際協会の設立経緯と組織運営 

(1) 設立経緯 

－一般には別々の組織となっている観光振興のための協会と国際交流を目的とする協会が合体

した組織になっていますが？ 

○2007（平成 19）年 4 月 1 日に、群馬県の公社事業団見直し・統廃合により、財団法人

群馬県国際交流協会が母体となり、社団法人群馬県観光協会・財団法人群馬県観光開

発公社・群馬県温泉旅館協同組合が統合されて設立された。このような経緯もあり、

事業の柱は次の４本となっている。 

①国際化推進事業 

②観光推進事業 

③宿泊斡旋事業 

④観光施設事業 

(2) 組織のスタッフ・人員 

財団法人群馬県観光国際協会は、アンケート調査にお答えいただいた内容をみると、

役員１名・職員 11 名の 12 名体制（嘱託・臨時職員を除く）となっている。 

－スタッフはどのような経歴をお持ちですか？ 

○常勤理事として県ＯＢが１名いるが、それ以外のスタッフは統合前からの職員が中心

となっており、勤続年数も比較的長く、専門性を有している。 

○事務局長（ヒアリング対象者ご自身）は、ジェイティービーから移籍し、４年目にな

る。 

(3) 収益事業等による組織運営 

－事業報告書及び決算書によると、一般会計・特別会計の合計予算規模は 4.4 億円であり、その

うち宿泊斡旋事業（110.9 百万円）、観光施設事業（55.4 百万円事業）等の収入が大きな比率

を占めています。 

○宿泊斡旋事業は、群馬県温泉旅館協同組合の事業を引き継いだものであるが、宿泊料

金を含めた売上全体を計上しており、手数料収入はそのうちの５～６％程度である。 
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○観光施設事業は、県が所有し、従来は群馬県観光開発公社が経営を行っていた、赤城

と榛名のビジターセンター、食堂・売店、厚生文教施設管理業務、榛名湖オートキャ

ンプ場の管理運営を引き継いだものである。現在は、厚生文教施設とオートキャンプ

場の管理運営を行っている。 

２）「はばたけ群馬観光博覧会」（群馬県発着の着地型ツアー）の取り組み 

財団法人群馬県観光国際協会は、都道府県観光連盟の中で、着地型旅行商品の開発・

流通に先進的に取り組み、成果をあげている代表的な組織である。 

(1) 事業経緯 

－「博覧会」というユニークな名称もインパクトがありますが、どのような経緯で始められたの

ですか？ 

○前述のような統廃合したうちの一部組織（群馬県温泉旅館協同組合）が、第２種旅行

業登録をしており、そのまま引き継いだ。 

○組織の収益事業としてみた場合は、せいぜい、とんとんといった実績である。特に本

組織で扱う市町村と連携した旅行商品は、単発的なもので、厳しい。最近は法人需要

も落ち込んでいる。 

○本組織の会員である県内各市町村の観光振興や経済活性化を図ることを第一の目的

としながら、2011（平成 23）年 7～9 月にわたり実施が予定されている、群馬県を対

象としたＪＲのデスティネーションキャンペーン（ＤＣ）にあわせて、来訪する観光

客の受け皿として取り組んでいる。 

○「はばたけ群馬観光博覧会」という名称は、ＤＣを意識した一時的なイベントではな

い。「着地型旅行商品」というと曖昧になってしまって、インパクトが小さいため、

協会内で名称を考案した。 

(2) 開発・販売している旅行商品の特徴 

－旅行商品の特徴を教えてください。 

○体験・体感ものが多いのが特徴である。大手旅行会社では扱わない、地域に密着した

生活文化や地域住民が愛着をもっている資源を活かした旅行商品としている。観光客

にとって、どのような価値を持っているか説明が必要な“説明商品”であり、コンテ

ンツの内容を的確に説明できるガイドが必須となる。 

○一般の観光では得られない、プラスの魅力を付けるようにしている。その魅力とは、

ちょっとしたノベルティをプレゼントしたり、通常では入れないところに入れるとい

った優遇、料金的なお得感等である。 

○食をテーマとした旅行商品がヒット商品となりやすい。最近では、高崎スイーツをテ

ーマにしたものやワカサギ釣り（商品名：よくばり！WAKASAGI ツアー 見て､食べて､
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釣って）等がヒットしている。 

○基本的には日帰り商品が中心となっている。宿泊型は高額となる上に、汎用性が小さ

くなる。ただしホタル観察やカブト虫採集等をテーマにした商品開発も行っており、

これらは宿泊がセットとなるため、１泊２日の宿泊型も徐々に増えつつある。 

○群馬県の観光は、これまで著名な観光資源や温泉が集中する北部を中心に展開してき

たが、群馬県観光国際協会は南部の地域資源を活用した旅行商品化に効果を発揮して

いる。 

－「大泉町のブラジル横丁・まち歩き日帰りの旅」等、ユニークな旅行商品が話題となっている

ようです。 

○大泉町は、住民の 15％程がブラジル人で、国際化している。ブラジル人集住地区を対

象とした街歩きをプログラム化したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）「はばたけ群馬観光博覧会」 

〔プログラム内容〕 

地元の日系ブラジル人が日本語で語る、ブラジル文化、移民、大泉町の歴史（大泉町にはな

ぜブラジル人が集住し始めたのか）、在日ブラジル人の生活などを聴きながら、町内のブラジル

ショップをめぐる。そして本場のサンバショーをみながら美味しいブラジル料理を楽しむ。 

〔2010 年３月までの実績〕 

当初から 7 回実施したツアーでは、107 名の実績を得ている。客層としては、40～60 代の

女性や夫婦連れが多い。 
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(3) 旅行商品づくりの要点 

－旅行商品の魅力づくりの最大の決めては何でしょうか。 

○地元ガイドが重要な役割を演じるため、人材の確保や養成が要諦となる。へたでも一

生懸命やっていただくことが重要で、ある程度本数もこなせる必要がある。 

－旅行商品はどのように企画されていくのでしょうか。 

○各市町村に、半年前から素材とコースを提案してもらうとともに、ガイドの手配も任

せている。群馬県観光国際協会は、その提案を検討し、売れる旅行商品とするため、

異なったコースの提案を行う等のコーディネイトを行っている。 

○県内を５地区（利根沼田エリア、吾妻エリア、東部エリア、中部エリア、西部エリア）

に分け、それぞれの地区に協会スタッフによる担当コーディネイターをおいている。

この担当が中心となって、地元と調整を行うとともに、旅行商品の内容については企

画会議を設けてブラッシュアップしている。 

－地域観光協会の旅行業展開では、旅行商品の開発は可能であっても、流通が難しいというとこ

ろが多いようです。 

○直接の営業の他､専用のパンフレット（総合版､地域版）を作成し、広報を図っている。

媒体としては、インターネットサイト（「旅の発見」「JTB 観光情報ナビ」）、およびＭ

ＳＮ（マイクロソフト社ポータルサイト）専門の旅行エージェントを活用している。 
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○また、セブン＆アイ・グループの旅行会社を通して販売しており、セブンイレブンや

イトーヨーカドー、デニーズ等に設置される冊子を通して、広報されている。 

(4) 旅行業の効果 

－旅行業は群馬県観光国際協会の収益面に効果をあげていますか。 

○協会の収益事業としてみると、“トントン”程度である。協会としては、収益をねら

って旅行業に取り組んでいるのではなく、会員である市町村の観光プロモーションと

して展開している。群馬県観光国際協会は地域宣伝が使命であり、その点では大きな

効果をあげている。 

○市町村やその観光協会（のスタッフ）には以下のような大変大きな波及効果が発現し

ている。 

①自らの提案に基づく旅行商品で観光客が集まり、地域の宣伝につながることによっ

て、自信や意欲が醸成される。また市町村観光協会の会員にもアピールすることが

できる。 

②エンドユーザーを目の当たりにすることにより、こんなことが感動につながるのか

といった驚きを感じ、ニーズを肌で会得できる。成功体験、失敗体験を積み重ねる

ことにより、どのような旅行商品を開発すれば売れるのかが理解できるようになる。 

③旅行業のしくみがわかるようになり、他の旅行エージェントへ地域資源を積極的に

売り込んだり、旅行商品化に当たっての交渉が円滑にいくようになる。 

要するに、旅行エージェント、エンドユーザー双方に売り出す“コツ”を会得できる

のが最大の効果と考えている。 

○魅力ある体験・体感型の旅行商品を開発・流通させていくためには、いわゆる観光資

源と呼ばれるものだけではなく、農工商連携を進めていくとともに、まちづくりに関

わる地域住民も巻き込んで、地域全体で取り組む必要があることを実際のツアーを通

して理解するようになり、観光地域づくりの方向性が固まっていくことが何より重要

である。 

－全国的にみると、第３種旅行業を取得して着地型旅行商品の開発・流通促進に取り組み始めた

市町村観光協会もあります。 

○県内では、供託金等が障害となって目立った事例はない。ただし協会としては市町村

レベルで旅行業を展開していくのが望ましい姿と考えており、現状では群馬県観光国

際協会がこうした取り組みを代替し、育成していく過程と考えている。 

３）インバウンドへの取り組み 

－群馬県観光国際協会ではどのようなインバウンド事業に取り組んでいますか。 

○インバウンド事業は、基本的には群馬県のサポートを行っているが、元来、国際交流
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協会が担っていた、学校交流やホームステイ等を円滑にコーディネイトできる仕組を

持っている強みはある。来年度についても、台湾等を中心とした修学旅行の予約が順

調にはいってきていた（東日本大震災以前の状況）。 

○海外からの修学旅行関係者の招聘事業や、観光交流、ホームステイや通訳ガイド等の

ボランティアの組織化等に取り組んでいる。 

４）人材育成への取り組みと課題 

－群馬県における観光人材の状況はいかがでしょうか。 

○全国的な課題であろうが、人材、特に観光マーケティングがわかる人材が不足してい

る。人材育成は大変難しく、いち観光協会でその役割を担うには限界がある。 

○観光協会の事務局長という立場ではなく、その役割を観光マーケティングの分野で専

門的にアドバイスし、コーディネイトするサポート役が求められている。事務局長は、

地域事情に精通した、地域の人材が担うべきと考えている。 

○旅行エージェントでは団塊世代が定年を迎え、有用な人材が多数いるはずで、日本観

光協会で、旅行エージェントＯＢ等を地域派遣する事業に取り組むと地域はありがた

い。常勤のスタッフではなく、必要なサポートを行う非常勤のアドバイザーの方が有

効であろう。またこうしたアドバイザーが地域で活躍することにより、地域で観光マ

ーケティングに精通した人材が育つことにもつながる。 

○ただし、地域事情に疎い旅行エージェントのＯＢをそのまま派遣しても、地域との軋

轢や、相互の意向のミスマッチが生じ、効果が発揮されない可能性もある。地域に入

っていくときのノウハウを修得させた上で、派遣するような事業に是非取り組んでい

ただきたい。 
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社団法人やまなし観光推進機構 
 

ヒアリング対象者 ：専務理事 窪田克一氏 

 観光・物産振興事業部チーフマネージャー 遠藤明子氏 

ヒアリング会場 ：社団法人やまなし観光推進機構（山梨県庁西別館内） 

インタビュー   ：株式会社ラック計画研究所 小山（約１時間半） 

 

１）社団法人やまなし観光推進機構の設立経緯と組織運営 

(1) 設立経緯 

○2002（平成 14）年に観光協会と物産振興協会が統合して山梨県観光物産連盟となり、

2009（平成 21）年に山梨県観光物産連盟、山梨県大型観光キャンペーン推進協議会、

やまなしインバウンド観光推進機構の 3 団体が統合してやまなし観光推進機構となっ

た。山梨県の公的セクターの合理化を図るため、類似の業務を行っていた組織の統合

を図ったものである。 

(2) 組織のスタッフ・人員 

－アンケートのお答えによると、職員 22 名のうち 8 名が出向者で、その中に民間から出向され

ている職員もいらっしゃいますが、統合する前からでしょうか？ 

スタッフ１名 

※運営は民間に委託 

現在、これらの業務は観光・物産

振興事業部に移管している。 
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○2009（平成 21）年の統合を機に、民間からの出向職員（当初は 4 名、現在は 3 名＝Ｊ

ＴＢ、日本旅行、山梨中央銀行）を迎え入れた。中堅の職員として、着地型旅行商品

のノウハウを持った人材や、まとめ役となる人材に来てもらった。 

－正職員の公募も行っていますが、いつ、どのような方を採用したのでしょうか？ 

○2010（平成 22）年にマネージャー（＝専従職員）2 名の公募を行った。それまで専従

職員は 1 名だけだったが、県の派遣職員が引き上げられてしまうことになり、職員を

増やすことになった。採用した 2 名は、旅行会社や一般企業に勤務していた者である。 

－人材の確保や育成についてお考えや課題はありますか？ 

○旅行会社からの出向職員については、そのノウハウを活かしてもらっているが、市町

村との関係構築や連携が難しいという面がある。また、旅行会社との連携という意味

ではメリットを十分に生かしきれていない。 

○職員の中に業務に精通した人が少ない。応募は多いが、条件にあった人は少ない。必

要としている人材は、ＰＲ・宣伝が主体のためパブリシティに優れている人、企画力

のある人、積極性のある人、ネット（ブログ、ツィッター）による発信が得意な人、

インバウンド対応のため外国語のできる人など。年齢層としては、中堅どころ（40 代

～50 代前半）が望ましい。 

○人材の育成については、特別な研修はなく、ＯＪＴで業務を覚えてもらっている。 

(3) 収益事業等による組織運営 

－行政組織との関係（組織の独立性）についてはどのようになっていますか？ 

○山梨県では 8 年前に観光部を立上げ、観光に力を入れている。やまなし観光推進機構

では、地域の観光事業者等をまとめ、県が考える事業やイベントを実施する中間的な

役割を担っている。 

－事業報告書及び決算書によると、収入のうち約 7 割は補助金・委託料となっていますが、収益

の確保についてはどのようにお考えですか？ 

○独立採算で運営できればよいが、現在は山梨県からの委託や補助事業が中心になって

いる。やまなし観光推進機構を立ち上げた目的の一つは、商品販売の収入をあげて経

費の独立性を図ることだったが、現在のところ、そこまで収益はあがっていない。 

－特別会計における事業収入として物産販売手数料・利益金等、一般会計における事業収入とし

て、観光物産展等負担金収入、着地型旅行商品売上、広告料収入などがありますが？ 

○物産、広告収入については減少している。着地型旅行商品の売上げは伸びているが、

原価を差し引くと若干の黒字程度である。収益の柱として、着地型旅行商品の販売と

物産販売を考えているが、経営手法のノウハウがない。 
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○日本観光協会には、着地型旅行商品等のマーケティングによる販売戦略の研修をして

ほしい。科学的根拠に基づく手法が必要だと考えている。そのようなノウハウを協会

の専従職員が身につけるべきである。 

２）着地型旅行商品の取り組み 

社団法人やまなし観光推進機構は第２種

旅行業登録を行い、地域と連携して着地型旅

行商品を造成・販売する窓口として「富士の国やまなし旅センター」を開設し、販売サ

イト「いい旅やまなしナビ」等で募集・販売を行っている。 

(1) 事業経緯・概要 

－2009（平成 21 年）に第 2 種旅行業登録をされていますが、組織統合を機に登録したのですか？ 

○山梨県庁にジェイティービーから出向していた職員がおり、旅行業の資格を持ってい

たので、その人に機構に来てもらった。 

－現地発着だけでなく、東京都内発着のバスツアーも実施しているそうですが？ 

○いくつか実施したことはあるが、現状では県内の現地発着ツアーが多い。それが課題

でもある。収益を上げるためには大量に集客しなければならず、首都圏発着のツアー

を増やす必要がある。しかし、人材が不足し売込みができていない。商品開発が先に

なっており、ターゲット重視になっていない。 

－大手旅行会社との関わりはありますか？ 

○大手旅行会社が関わっているのは２～３のみ。手数料割合などの面で大手と組むメリ

ットがあれば連携する。むしろ、旅行会社を利用して、商品開発に取り組まなければ

ならないと考えている。旅行会社から出向させるだけでは十分ではなく、出向元の旅

行会社と緊密に連携して、商品開発を一緒に考えることが今後必要である。 

(2) 旅行商品の企画プロセス 

－旅行商品はどのように企画されていくのでしょうか？ 

○やまなし観光推進機構が独自に企画する商品と、市町村・観光協会が企画したものを

ルートに乗せて販売する商品とがある。後者は、市町村・観光協会と一緒になって協

力しながら企画を行う。旅行商品の素材発掘のための会議があり、その場で提案をし

てもらう。 

○まち歩きをしているＮＰＯや野菜を販売しているＮＰＯを呼んで勉強会も行ってい

る。商品造成ワークショップは一般の夫婦などを募集してモニターツアーを実施し、

検証を行ったこともある。 
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○企画に際してルール化はまだされていない。本来は、商品化できるか、誘客に結びつ

くか、といった視点から検証が必要である。その検証結果を市町村や団体に提供する

のが機構の役割となると思うが、それは今後の課題である。 

(3) 旅行商品企画・販売の効果 

－収益事業にはまだなっていないということですが、アンケートの回答によると、地域の観光事

業の活性化につながっている、地域と連携が取れる、といったことを挙げておられます。 

○市町村・観光協会と連携して企画･販売を行う中で、身延町のラフティング事業は独

立採算で商品化できることになり、最近、旅行業を取得したと聞いている。このよう

に地域にノウハウや実績が積まれ、事業として育っていくことが理想だと考えている。 

○県内の２つの観光圏とも着地型旅行商品の関係で連携している。機構は観光圏のプラ

ットフォームとしての機能を果たしている。 

３）インバウンドへの取り組み 

山梨県と連携して東アジアからの観光客誘致に取り組んでいる。具体的な事業として

は、国際観光展等への出展、訪日教育旅行の誘致・受入、県内イベントでの観光ＰＲ、

ランドオペレーター対象の県内視察・商談会等を行っている。 

－インバウンド事業について、人材やノウハウ、他組織との連携の状況を教えてください。 

○山梨県とやまなし観光推進機構が連携して取り組んでいる。山梨県国際観光課にイン

バウンド専門の人材が多くいるので、主に県が主導している。 

○県の国外へのＰＲにあたって、県内の観光事業者等が参加しやすいように、機構の会

員の取りまとめや支援を行っている。 

○県内の外国人観光客向けの商品づくりも行っている。着地型旅行商品をインバウンド

としても展開できる。機構の役割は受け入れ体制づくりといえる。 

４）人材育成への取り組みと課題 

おもてなしの意識改革を目的として研修・セミナーや視察会等を行っている。具体的

な事業としては、ボランティア養成（観光ガイド専門員の研修等）、経営者マネジメン

ト力向上研修、山梨おもてなしタクシードライバー育成・認定等を実施している。 

－人材育成にあたってどのような支援を必要とされていますか？ 

○特定の手法や分野に精通した講師を地域に派遣できる人材バンクがあるとよい。また、

観光事業者は忙しく一度に集めるのは難しいので、インターネット講座（例えば、一

級おもてなし管理者の資格が得られるおもてなしプログラム、ご当地検定など）があ

ると参加しやすい。機構の会員には料金上のメリットがあればなお良い。 
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社団法人ツーリズムおおいた 
 

ヒアリング対象者 ：事務局次長 平山高広氏 

ヒアリング会場 ：社団法人ツーリズムおおいた 

インタビュー   ：株式会社ラック計画研究所 熊谷（約１時間半） 

１）社団法人ツーリズムおおいたの設立経緯と組織運営 

大分県では観光と地域づくりを一体的に推進することとし、これを「ツーリズム」と

称している。このツーリズムを民間の発想とアイデアで自主的・主体的に推進していく

組織として、2005（平成 17）年４月に大分県観光連盟を改組して、「ツーリズムおおい

た」を発足させている。 

(1) 設立経緯 

－設立経緯を教えてください？ 

○本県の観光協会としては 1992（平成 4）年に社団法人大分県観光連盟に改組していた

が、21 世紀になり、行財政改革が課題となってきたことと、観光振興については民間

主導で取り組むべきという考え方が強くなってきたため、県の行政改革と一体でさら

なる改組を進めた。県庁内の組織としては、観光と地域づくりを一体的に進め、住ん

でよし、来ても楽しい魅力ある観光・地域づくりを推進するため、2004（平成 16）年

に「観光・地域振興局」を組成している。 

○これらの観光と地域づくりを一体的な推進は、湯布院をモデルとしている。 

○ツーリズムおおいたの会員としては、市町村やその観光協会、観光事業者等の他、地

域づくり団体やＮＰＯ等が新たな会員として加わり、地域づくりと一体となった「ツ

ーリズム」の推進を目指した。また設立当初は、県や市町村の関係者は役職員とはな

らず、民間主導で行うこととした。 

○県からの補助金を基本的になくし、必要な事業をツーリズムおおいたに委託で出すと

いった方法を指向した。 

(2) その後の組織運営の推移と現状 

－ツーリズムおおいたの設立当初の組織運営の考え方は大変先進的と思われますが、現状でもそ

のまま継続されているのでしょうか？ 

○観光と地域づくりを一体的に進める考え方は継承しているが、ツーリズムおおいたの

組織運営を全面的に民間に任せる方法は、必ずしもうまくいっていない。設立から２

年程は、県や市町村職員の出向はなかったが、2007（平成 19）年には県から研修とい

う形態で、また翌年には市から同様な形態で職員が出向している。2009（平成 21）年

からは、大分県などから正式に出向し、業務を支援している。現在では専従職員が 16

名おり、このうち正職員 6 名は全て県、市町村、商工会議所からの出向となっている。 
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○事務局長については、2007（平成 19）～2009（平成 21）年までは旅行エージェント

経験者がつき、その後現在まで、豊後高田で昭和のまちづくりを先導した豊後高田商

工会議所職員に出向いただいている。観光の専門ではないが、まちづくりには実績を

もちツーリズムおおいたには欠かせない人材となっている。 

○また設立当初できるだけカットした県からの補助金についても、必要な事業ができる

ように、然るべき補助を行っている。 

○民間主導というツーリズムおおいたの考え方は間違いないと思うが、急激に舵を切り

すぎたのかも知れない。 

－ツーリズムおおいた設立後の会員数の推移はいかがでしょうか？ 

○ツーリズムおおいたが目指した地域づくり団体やＮＰＯ法人等との協働も必ずしも

十分機能しているわけではない。観光事業者はツーリズムおおいたの取り組みの中で

どうしても実利を求める一方、ＮＰＯ法人等は“やりがい”を求めるため、その融合

が結構難しく、ツーリズムおおいたが舵取りを行う必要がある。 

○新規加入に努めており、会員数には大きな変化はないが、景気低迷の中で各会員に対

して、会費にみあった利益をいかにあげていくかが問われている。 

(3) 観光案内所や出先機関の状況 

－大分空港に観光案内所を開設し、運営されているようです。 

○ソウル空港～大分空港便が週２～３便運行していることもあり､2009(平成 21)年に開設

した。国の緊急雇用制度等を活用するなどにより３名の職員が観光案内に当たっている。 

２）現在重点をおいている事業 

－国内プロモーションに関する取り組みに重点がおかれているようです。 

○九州新幹線鹿児島ルート全線開通にあわせた関西方面へのセールス強化が当面の課

題である。ツーリズムおおいたとしては、九州観光推進機構主催で開催された「都市

圏観光素材説明会」に参加し、各地のエージェント・マスメディアに対して大分県観

光のセースルを実施したり、「おおいた観光ツーリズム商談会」を開催するなど、都

市圏観光誘客促進事業に取り組んでいる。今後もＪＲ九州や航空会社等とも連携しな

がら、多様なプロモーションに取り組んでいく予定である。 

○九州新幹線全線開通を控えた 2011（平成 23）年２月には、新規就航したばかりのス

カイネットアジア航空（ＳＮＡ）、日豊観光バスと連携した首都圏向けのキャンペー

ンを実施した。具体的には乗機客へのプレゼントや、羽田空港へのアクセスとなって

いる京急電鉄での 

貸切広告、旅行雑

誌への広告掲載等

を実施している。 
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３）旅行業への取り組み 

－観光圏整備事業による観光地域づくりプラットフォームにも取り組まれているのですか？ 

○大分県には、阿蘇くじゅう観光圏、新東九州観光圏、豊の国千年ロマン観光圏の３つ

の観光圏があるが、そのうちツーリズムおおいたでは新東九州観光圏の事務局をつと

めている。観光庁による今年度の「観光地域づくりプラットフォーム」支援地域のひ

とつともなっている。 

－旅行業への取り組みは、専ら旅行商品の企画のみで、自ら開発や販売はされていないようです。 

○第 3 種旅行業の登録は行っているが、まだ本格的な着地型旅行商品の開発・販売には

至っていない。せっかく登録をしながら活かせていない残念な状況にある。全国の事

例を調べて検討中である。 

○大分県内の市町村では、竹田、日田、別府等が着地型旅行商品の開発・販売に積極的

に取り組み、効果をあげている。 

－旅行業の取り組みに当たって、今後の必要なことはどのようなことでしょうか？ 

○着地型旅行商品の開発・販売のノウハウを取得していく必要がある。都道府県レベル

の観光協会で成功している事例等を含めて、取り組みノウハウに関するセミナーを是

非開催して欲しい。 

４）インバウンドへの取り組み 

－九州はかつてインバウンドへの取り組みの先進地域でした。 

○ツーリズムおおいたでも中国、韓国をメインターゲットに据え、インバウンド事業に

取り組んでいる。中国上海からの海外クルーズ船も年５回ほど寄港する予定になって

いた（震災の影響によりストップしている）。 

○海外プロモーションに関する主要な取り組みは、九州観光推進機構等とも連携した海

外メディア招聘事業である。 

○今後はＭＩＣＥ等も有望と考えている。 

○最近、ホームページに掲載されている観光スポットの情報を、スマートフォン用ＡＲ

（Augmented Reality：拡張現実）アプリケーションに向けて配信を始めた。スマー

トフォンをかざすと、その方向にある観光スポットの情報やそこまでの距離、問合せ

先等を簡単な操作で確認することができるものである。 
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資料）ツーリズムおおいた

ＨＰより 

 

５）人材育成への取り組みと課題 

－大分県の観光産業では、どのような人材が必要とされていますか？ 

○観光地全体の経営に関わるリーダー的人材と、ガイドである。後者については、組織

化を図り、各ガイド組織の交流研修会等を開催しているが、前者の育成はまだまだと

いった状況である。 

○観光と地域づくりを一体的に進めるという考え方に立つと、地域の人材が先導して、

地域資源を活用し、それが着地型旅行商品の開発・販売につながっていくことが理想

である。このため、これまでも日本観光協会と共催で「地域密着型観光人材育成研修

大分県講座」を開催してきた。一定の効果をあげている。 

－そうした人材育成等にどのような支援が必要でしょう？ 

○人材育成の研修プログラム内容等の指導を行って欲しい。また講師やアドバイザー等

の人材バンクがあり、そこから派遣等の支援があったり、情報提供があるだけでも、

地域にとっては大変ありがたい。日本観光協会には、講師やアドバイザーとのパイプ

役を担って欲しい。 

○単発的な派遣ではなく、一定期間の派遣（ある程度の期間の中で、何回か派遣される

制度）が望ましい。 

○地域にいると手詰まり感があり、外部の講師やアドバイザーの意見は、新しい刺激とし

て大変貴重である。ただしこうしたセミナーが東京集中で簡単に参加することが難しい。 
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■組織概要 

・公益法人改革の流れを受けて、近年、組織の統合や改組を行っている組織が少なくな

い。財団法人群馬県観光国際協会は、2007（平成 19）年 4 月に(財)国際交流協会、(財)

観光開発公社、(社)観光協会、温泉旅館協同組合の再編・統合により生まれている。

また財団法人大阪観光コンベンション協会は、(社)大阪府観光連盟、(財)大阪コンベ

ンション・ビューロー、(社)大阪観光協会の３者が統合されたものである。 

・一方、社団法人びわこビジターズビューロー、社団法人ツーリズムおおいたなど、行

政依存からの脱却を目指して組織改編を行った例もみられる。特にツーリズムおおい

たは、資金面・人材面で行政の関与をできるだけなくし、民間主導で新たに発足して

いること、また事務所を都道府県庁所在地ではなく観光地（別府）に設置しているこ

となどの点でユニークである。 

・新公益法人制度への移行の最中であり、社団法人、財団法人いずれも、公益社団法人、

公益財団法人化をめざす組織が７割以上となっている（未定・検討中の組織を除く）。 

 

■組織体制 

・職員数の平均は 20 人程度であるが、大規模または多数の観光施設の管理運営を担い、

130 名のスタッフを抱える沖縄観光コンベンションビューローのような例もある。 

・実務面での総合的な責任者は、都府県観光所管課に勤務経験をもつ人材のＯＢ活用や

出向が多いが、旅行会社出身者が担っている組織も５組織ほどみられた。商工会議所

で観光まちづくりに実績をあげた人材が就いている例などもある（ツーリズムおおい

た）。 

・会員数は、近年の景気低迷等の影響もあってどちらかといえば減少傾向となっている。

都府県の観光協会等にしても、会員へ利益をいかに還元していくかに苦慮している状

況がみられる。 

 

■組織運営のしくみ 

・都府県行政からの補助金や受託金、負担金に依存する比率が総じて高い。 

 

■事業規模 

・決算書・予算書より判断される事業規模については、数億円規模の組織が大半である。 

・10 億円規模の事業を実施している組織として、青森県観光連盟、山形県観光物産協会、

東京観光財団等があげられる。沖縄観光コンベンションビューローの事業規模は約 30

億円と特に大きい。一方、１億円未満の規模の小さい組織は、２組織である。 

 

■収益事業 

３－４ 組織運営および事業の実態と課題のポイント 
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・多くの組織が、定期刊行物やウェブサイトの広告掲載を収益事業としているが、景気

低迷の影響を指摘する意見が複数あった。 

・観光施設の管理運営や指定管理等で収益をあげている組織が少なくない。特に、東京

観光財団や愛知県観光協会は、宿泊施設の管理運営で大きな収益をあげている。なお

東京観光財団や愛知県観光協会は、旅券発行に伴う収入印紙、証紙の販売手数料が、

重要な収入源になっている。 

・また、山形県観光物産協会、福島県観光物産交流協会、栃木県観光物産協会、埼玉県

物産観光協会、沖縄観光コンベンションビューローなどは、観光施設や物産施設の管

理運営の担い手となっており、それによる管理費用や売上が重要な収入源になってい

る。 

・指定管理者制度の導入の影響もあって、従来担っていた管理運営が継続できず、収入

源を減少させている組織もみられる。 

・大変ユニークな事業を行っている組織として、信州・長野県観光協会がある。市町村

等の肩代わりで、地域観光の基盤施設の建設・改修を行い、その建設費用を長期で償

還する事業を実施している。また協会が分譲した別荘地の管理業務、賃貸事業等を展

開しており、これらの収益事業が収入の７割程度を占めている。 

 

■取り組み事業 

・国内プロモーション、海外プロモーション、観光案内・ランドオペレーター事業が中

心となっていることは言うまでもないが、これらに次いで重点を入れている事業とし

て、人材育成、観光地域づくり基盤形成、広域観光連携があげられている。 

・旅行商品企画・流通促進についても、今後力を入れたいとする組織が多数ある。 

 

■旅行事業の展開 

・茨城、群馬、神奈川、山梨、福井、山口、高知、福岡、大分の観光連盟・協会が旅行

業登録事業者として確認された。ただしこのなかでも本格的に旅行商品の開発・販売

を推進している群馬県観光国際協会をみても、組織運営上の収益事業として貢献して

いるわけではなく、明確な効果が発現しているのは、市町村に潜在する観光資源のプ

ロモーションや、観光に係わる人材の意識の啓発・ノウハウの蓄積等の分野である。 

・一方、旅行業登録を行っても、有効活用できていない組織もみられる。 

・なお、今後旅行業登録を予定、または検討している組織も多数ある。 

・着地型旅行商品の提供については、民間事業者と提携している都府県観光協会等が複

数みられた。 

 

■インバウンド事業の展開 

・海外プロモーションについては、教育旅行の誘致について有望と考えている組織が多

い。 

・事業費が過大となり費用対効果が問われている状況がみられる。また海外プロモーシ
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ョンに係わる専門的な人材不足を課題としている組織も少なくない。 

 

■人材育成事業の展開 

・必要としている（不足している）人材としては、観光地の経営に関わる人材やリーダ

ーをあげる組織が最も多く、したがって今後育成に力を入れていくとしている人材も

この分野となっている。これらの具体的な育成方法としては、研修プログラム・セミ

ナーの開催等が中心と考えられているが、こうしたセミナー等の参加者が現場で観光

地域づくりのリーダー役を担うためには、継続的な研修、人材ネットワーク形成等の

フォローアップが必要とする声があった。 

・また人材育成事業の課題としては、講師やアドバイザー、研修先等の特定や確保が困

難であることや、研修プログラムやセミナーの内容に関するノウハウ不足があげられ

ている。 

 


