
 

 

 

 

 

第５章 市町村観光協会の組織および運営事業 

の実態と課題 
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市町村観光協会は、主に観光地における誘客宣伝や魅力づくり等を担う基礎的な組織

として、主要な役割を果たしてきた。加えて昨今では、観光客の旅行形態やニーズの変

化等に対応しながら、独自の組織運営や事業に取り組む観光地域づくり組織も増えつつ

ある。 

本節では、以下の資料で対象とされた主要観光地の市町村観光協会を対象としたアン

ケート調査（221 組織中 111 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。 

・運輸政策研究機構「観光地づくりに向けた魅力度評価手法に関する調査」 

・観光庁「地域いきいき観光まちづくり 100」 

・ジェイティービー監修「ＪＴＢ宿泊白書」 

 

（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 

・主要観光地の市町村観光協会等 111 組織のうち、新公益法人制度への移行前の社団

法人 35％（39 組織）、任意団体 31％（34 組織）、既に一般社団法人に変更・移行し

た組織が 14％（15 組織）を占める。 

社団法人（新公益

法人制度移行前）

35%

任意団体 31%

一般社団法人

14%

財団法人（新公益

法人制度移行前）

8%

ＮＰＯ法人 4%
株式会社 3%

公益社団法人 1%

合同会社（ＬＬＣ）

1%
その他 5%

【組織の法人形態】

（N=111）

 

 

②今後の法人形態についての考え 

・今後、約半数の 52％（58 組織）が法人形態を変更・移行する予定である。 

・変更・移行後の法人形態（予定）は、一般社団法人が最も多く（35％・39 組織）、

次いで任意団体（21%・23 組織）、公益社団法人（10％・11 組織）、公益財団法人（6％・

7 組織）の順となる見込みである。 

５－１ 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 52%
変更の予定はな

い 34%

既に変更・移行済

8%

(空白) 5%

【今後の法人形態についての考え】

（N=111）

 

一般社団法人

35%

任意団体 21%

公益社団法人

10%

公益財団法人 6%

株式会社 3%

ＮＰＯ法人 3%

一般財団法人 1%

合同会社（ＬＬＣ）

1%

その他 12% (空白) 9%

【今後の法人形態（予定）】

（N=111）

 

 

③組織の役職員数 

・専従役員は不在（46％・51 組織）または 1 人（47％・52 組織）が多い。 

51

52

3

0

1

0 10 20 30 40 50 60

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 10 人未満が 65％（72 組織）と多く、平均 9.5 人であ

る。専従職員数でみると、平均 8.7 人である。兼務職員のいる組織は約 2 割（25 組

織）で、市町村職員など 1～数名程度を有する例が多い。兼務職員のみという組織

も 7 組織ある（市町村役場内にあり、職員が兼務している観光協会など）。 

・出向職員のいる組織は約 3 割（33 組織）で、市町村から 1 名ないしは数名出向して

いる例が多い。交通事業者や旅行会社からの出向職員を有する組織も 1割ほどある。 

・観光産業経験者の職員がいる組織は約 3 割（36 組織）であり、旅行業やホテル業な

どの経験者が多い。 
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72

28

7

1

2

1

74

27

6

2

1

1

0 20 40 60 80

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 31％（34 組織）

である。職格は「事務局長」「事務局員」など、担当は「観光案内」「一般事務」な

ど、幅広い職員を公募で採用している。 

・今後、正職員公募を行いたいという組織は 14％（15 組織）である。 

31%

14%

48%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

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=111）

 

 

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、事務局長が半数の 51％（57 組織）を占める。常勤が

多いが、非常勤の会長職等を責任者とする組織もみられる。 

・経歴については、市町村観光所管課に勤務経験のある（出向職員も含む）人材が多

い。旅行会社に勤務経験（20 年以上勤務も数例）のある人材も 9 組織でみられ、旅

行会社とプロデューサー派遣契約を行っている例もあった。 

事務局長 51%

専務理事 14%

会長 7%

事務理事 3%

常務理事 2%

理事長 1%

その他 19%

【実務面での総合的な責任者】

（N=111）
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⑥組織の本部事務所の形態 

・組織の本部事務所の形態は、公共の庁舎等を間借りしているのが 45％（50 組織）、

賃借が 31％（34 組織）を占める。事務所を所有しているのは 12％（13 組織）であ

る。 

公共の庁舎等を

間借り 45%

賃借 31%

事務所を所有 12%

その他 12%

【本部事務所の形態】

（N=111）

 

 

 

（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･人が 27％（30 組織）、200～299 団体･人が 22％（24 組織）

などとなっており、平均会員数は 280 団体･人である。 

16

30

24

13

15

4

9

0 10 20 30 40

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】

（N=111）

 

 

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、減少傾向にある組織が 58％（64 組織）と

過半を占めている。増加傾向にある組織は 14％（15 組織）である。 
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増加傾向 14%

変化なし 25%

減少傾向 58%

(空白) 4%
【会員数に関わる近年の動向】

（N=111）

 

 

③年間事業規模（支出規模）、収支の項目別割合 

・年間事業規模（支出規模）は、100 百万円未満が 61％（50 組織）、100～200 百万円

が 29％（24 組織）を占める。平均は 83.4 百万円である。 

50百万円未満

27%

50-100百万円

34%

100-150百万円

17%

150-200百万円

12%

200-250百万円

2%

250-300百万円

2%

300-350百万円

1%
400百万円以上

4%

【年間事業規模】

（N=111）

 

・収入の項目別割合について、会費は 20％未満、収益事業収入や受託金は 50％未満の

組織が 8～9 割を占める。補助金は組織によってばらつきが大きいが、項目の中で

は 50％以上の組織が約 4 割と多い。 

58%

14%

43%

90%

53%

73%

25%

13%

9%

7%

17%

16%

6%

15%

14%

8%

6%

5%

11%

16%

7%

4%

9%

6%

13%

7%

10%

5%

7% 5%

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

①会費

②行政等からの

補助金（助成金）

③行政等からの

委託事業の受託金

④事業者等からの

分担金

⑤収益事業収入

⑥その他

【収入の項目別比率】

10％未満 10-20％ 20-30％ 30-40％
40-50％ 50-60％ 60-70％ 70-80％
80-90％ 90-100％

（N=111）
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・支出の項目別割合について、組織によってばらつきがあるが、事業費は 50％以上、

一般管理費は 50％未満の組織が 7～8 割を占める。 

13%

82%

20%

10%

4%

15%

5%

22%

11%

15%

4%

11%

6%

22%

4%

17%

2%

15% 9%

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

①事業費

②一般管理費

③その他

【支出の項目別比率】

10％未満 10-20％ 20-30％ 30-40％ 40-50％
50-60％ 60-70％ 70-80％ 80-90％ 90-100％

（N=111）

 

 

④近年の収入動向 

・近年の収入動向は、歳入全体でみると、半数の 50％（55 組織）が減少傾向にある。

増加傾向にある組織は 22％（24 組織）である。 

・項目別にみると、会費は約 6 割の組織で減少傾向にあり、補助金も減少傾向にある

組織が約 4 割とやや多い。収益事業収入は約 2 割の組織で増加傾向にある。 

22%

8%

14%

20%

2%

21%

23%

26%

40%

39%

47%

35%

50%

63%

43%

21%

19%

31%

6%

3%

4%

21%

32%

14%

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

全体（歳入合計）

①会費

②行政等からの補助金（助成金）

③行政等からの委託事業の受託金

④事業者等からの分担金

⑤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=111）

 

 

⑤観光施設・駐車場等の管理（管理受託、指定管理等） 

・現在、観光施設・駐車場等の管理を実施しているのは 52％（58 組織）である。 

・指定管理者制度によって管理対象が減少・消滅した組織が 10％（11 組織）、逆に増

加した組織も 7％（8 組織）みられた。 
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実施中 52%もともと実施して

いない 42%

以前実施していた

が今はない 5%

【観光施設・駐車場等の指定管理】

（N=111）

 

指定管理者制度

の影響なし 62%管理対象が減少･

消滅 10%

管理対象が増加

7%

(空白) 21%

【指定管理者制度後の動向】

（N=111）

 

 

 

（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、「観光案内・ランドオペレーター」、「観光

イベント」、国内プロモーション等に関する「セールス」や「観光情報媒体作成・

配布」に取り組んでいる組織が 7～8 割（約 90 組織）と多い。海外プロモーション

等に取り組んでいるのは半数程度（約 50 組織）である。 

・その他、市町村観光協会等に比較的多い事業として、「観光施設の管理・運営」（51％）、

「農商工との連携・特産品開発」（41％）などが挙げられる。 

 

②今後特に重要となる事業 

・今後特に重要となる事業として、国内プロモーション等に関する「セールス」（39％）

や「観光案内・ランドオペレーター」（34％）と並んで、「観光地域づくり基盤形成」

（33％）、「旅行商品企画・流通促進」（34％）などが挙げられている。 
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21%

24%

36%

51%

42%

52%

84%

78%

78%

80%

50%

47%

50%

17%

25%

24%

53%

17%

41%

28%

66%

42%

28%

18%

14%

20%

33%

15%

10%

34%

34%

26%

39%

28%

21%

6%

22%

7%

3%

16%

15%

0%

21%

9%

29%

3%

1%

2%

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（重点）

（N=111）

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

 

（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 

・組織における旅行商品企画・販売の状況は、54％（60 組織）が何らかの旅行商品企

画・販売を行っている。「自らが旅行会社として、旅行商品を企画・販売」してい

る組織は、20％（22 組織）であり、第３種登録が 16 組織、第２種登録が 6 組織（箱

根町観光協会、佐渡観光協会、白馬村観光局、南信州観光公社、佐世保観光コンベ

ンション協会、高千穂町観光協会）で行われている。第２種旅行業の取得により、

広域の周遊旅行商品の販売を考えているところもみられる。 
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23%

20%

20%

5%

46%

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

旅行商品の企画のみ

現地手配のみ

自らが旅行会社として、旅行商品を企画・販売

その他

特に行っていない

【旅行商品企画・販売の状況】

（N=111）

 

6

16

0 5 10 15 20 25

第２種旅行業

第３種旅行業

【旅行業登録の種類】

（N=22）

※自らが旅行商品を企画・
販売している組織のみ回答

 

 

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・販売の取り組みによる効果として、「未活用の観光資源が活用されて

いる」「観光事業の活性化につながっている」といった効果は 6 割程度の組織で挙げ

られている。「組織の収益事業となっている」と評価しているのは 3 割であり、流通・

販売につながっている組織は多くない（自ら企画・販売している 22 組織のうち、収

益事業と評価しているのは 12 組織と約半数である）。一方、企画や現地手配のみ行う

組織でも収益事業と評価している組織が 6組織みられる。 

62%

57%

30%

25%

5%

23%

0% 20% 40% 60% 80%

これまで未活用だった観光資源が

活用されている

地域の観光事業の活性化につながっている

組織の収益事業となっている

新たなマーケットが開拓されている

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=60）

※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 

・「登録の具体的な予定がある」または「将来的には旅行業登録したい」とする組織が

合わせて 20％（22 組織）と比較的多い。予定している種別は第 3 種（7 組織）の方

が第 2 種（4 組織）よりも多いが、いずれか検討中または未定という組織も少なく

ない。 
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登録（変更）の予

定はない 66%

将来的には登録

（変更）したい 14%

登録（変更）の具

体的な予定があ

る 5%

その他 4%

(空白) 11%

【今後、旅行業登録を行う（または種別を変更する）予定】

（N=111）
 

 

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 51％

と最も多い。職員数がそれほど多くない組織では、新規に事業に取り組む余裕がな

い状況が考えられる。 

51%

26%

14%

14%

0% 20% 40% 60%

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=111）

 

 

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」（50％）、「販売チャンネルの紹介」（35％）のほか、

「旅行業登録の意義や登録ノウハウの普及・啓発」を必要とする組織も 21％と比較

的多い。 

50%

35%

21%

14%

7%

5%

19%

0% 20% 40% 60%

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

旅行業登録の意義や登録ノウハウの普及・啓

発

共同商談会等の開催

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=111）
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（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、韓国（41％・45 組織）、台湾（38％・

42 組織）、中国（35％・39 組織）が多い。 

・今後、取り組んでいくターゲットについても同様の傾向にあるが、特に中国に取り

組む組織が多い（37％・41 組織）。 

41%

38%

35%

5%

5%

3%

2%

1%

0%

0%

23%

37%

23%

5%

5%

2%

5%

4%

3%

1%

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

韓国

中国

台湾

香港

シンガポール

オーストラリア

タイ

欧米

マレーシア

ロシア

【国・地域（上位３位）】

現在

今後

（N=111）

 

 

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として、「多言語パンフレット・マップ

等の作成・配付」（60％・67 組織）をはじめとする旅行者への観光情報媒体作成に

関する事業の取り組み意向が高い。なかでも市町村観光協会に多い事業として「外

国語案内表示・標識等の整備」（35％・39 組織）が挙げられる。 
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13%

30%

25%

45%

41%

5%

9%

60%

42%

38%

35%

5%

21%

27%

10%

4%

4%

6%

12%

13%

2%

1%

10%

12%

6%

6%

1%

4%

3%

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=111）

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 

・海外映画・ドラマ等のロケの誘致を有望と考える組織は 29％・32 組織であり、海外

からの教育旅行の誘致を有望と考える組織（26％・29 組織）をやや上回っている。 

26%

20%

29%

28%

22%

21%

28%

37%

32%

18%

22%

19%

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=111）

 

 

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、約半数の 51％（57 組織）が広域観光推進組織や都道府

県、他市町村と連携している。次いで、観光圏と連携している組織が 25％（28 組
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織）と多いことが特徴である。 

51%

25%

13%

13%

0% 20% 40% 60%

広域観光推進組織や都道府県、他市町村

観光圏

国際観光テーマ地区

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=111）

 

 

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、「専門的に関われる人材不足」が最も多く、

6 割の組織で課題となっている。「ノウハウ不足」を挙げる組織も約 4 割と比較的多

い。 

58%

47%

42%

35%

21%

19%

5%

4%

0% 20% 40% 60% 80%

専門的に関われる人材不足

事業費が過大（予算不足）

ノウハウ不足

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

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=111）

 

 

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、「インバウンド事業に関するノウハウ

の普及・啓発」が半数の組織で必要とされている。次いで、「共同プロモーション」

や「現地でのプロモーション支援」などのプロモーション支援を必要とする組織も

多い。 
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50%

26%

23%

17%

14%

10%

7%

0% 20% 40% 60%

インバウンド事業に関するノウハウの普及･啓発

共同プロモーション

（共同宣伝、共同商談会の開催等）

現地でのプロモーション支援

インバウンド事業の専門人材の派遣･紹介

海外旅行会社等の紹介

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=111）

 

 

 

（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」（70％）、

「ガイド・インストラクター」（64％）、「旅行業に関わる専門人材」（43％）のほか、

「通訳」（39％）、「宿泊施設・料飲施設等の経営者」（30％）も比較的多いことが特

徴的である。 

70%

64%

43%

39%

30%

27%

26%

24%

16%

6%

1%

34%

19%

16%

6%

9%

4%

7%

11%

3%

2%

0%

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

観光地全体の経営・リーダー

ガイド・インストラクター等

旅行業に関わる専門人材

通訳（通訳案内士含む）

宿泊施設・料飲施設等の経営者

タクシー・バス等の乗務員

宿泊施設・料飲施設等の現場スタッフ

一般市民

宿泊施設・料飲施設等の管理職

その他

特になし

【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=111）

 

 

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、「講演会の開催（１～

２日程度）」（45％）や「研修プログラム・セミナーの開催、参加支援（１～数週間

程度）」（41％）などに取り組む予定である。 
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45%

41%

26%

9%

5%

2%

6%

16%

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

講演会の開催（１～２日程度）

研修プログラム・セミナーの開催、参加支援

（１～数週間程度）

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

各観光地へ講師・アドバイザーの派遣

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=111）

 

 

③人材育成に関する課題 

・人材育成に関する課題として、「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」を挙げる組織が最も多い（41％）。次いで、「人材育成事

業を企画・開催しても、参加者が集まらない」ことも課題となっている（34％）。

市町村レベルの人材育成では多忙な実務者が多いことや、魅力的なプログラムを提

供できていない状況も考えられる。 

41%

34%

23%

17%

5%

9%

6%

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

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

人材育成事業を企画・開催しても、

参加者が集まらない

講師やアドバイザー、研修先等の

特定や確保が困難

手間や費用がかかるわりには、

効果があがらない

人材育成しても、活躍の場がない

その他

課題はない

【人材育成に関する課題】

（N=111）

 

 

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、約半数の組織で「人材育成のための講師やア

ドバイザー等の紹介・派遣」が期待されている。 
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51%

38%

32%

7%

2%

14%

0% 20% 40% 60%

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=111）

 

 

 

（７）組織上の課題について 

・組織上の課題として、「予算不足」（65％）、「会費や補助金等への依存体質」（59％）

に次いで、「人材不足」が約半数（48％）の組織で課題となっている。 

・具体的に不足している人材として、「事務局職員」「正職員」「事業のマネジメントが

できる人材」「経営リーダー」「旅行商品企画やインバウンドなどの専門人材」など

が挙げられている。特に小規模な組織では基礎的業務を行うだけの人手も足りてい

ない状況がみられる。 

65%

59%

48%

38%

27%

15%

8%

2%

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

人材不足

行政と民間事業者、あるいは国や都道府県との

関係で、役割が曖昧

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=111）
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ここでは、前述した主要観光地の市町村観光協会へのアンケート調査回答結果に基づ

き、組織運営の実態を一覧表に整理するとともに、組織毎に事業の実態を整理した。 

 

５－２ 市町村観光協会等の組織運営と事業の実態 ～組織別実態～ 
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*新公益法人制度移行前

一般
社団
法人

公益
社団
法人

一般
財団
法人

公益
財団
法人

社団
法人

*

財団
法人

*

株式
会社

合同
会社

ＮＰＯ
法人

任意
団体

その
他

専従 専従 兼務
正会員

（団体・人）
賛助会員等
（団体・人）

1 （一般社）網走市観光協会 ○ 1名 2名 318

2 （社）小樽観光協会 ○ 1名 28名 131 151

3 （社）定山渓観光協会 ○ 1名 3名 91

4 （社）登別観光協会 ○ 1名 2名 109 64

5 ＮＰＯ法人ゆうばり観光協会 ○ 1名 47 27

6 ＮＰＯ法人阿寒観光協会まちづくり推進機構 ○ 1名 5名 118 50

7 十勝観光連盟 ○ 1名 3名 54

8 （社）釧路観光協会 ○ 1名 19名 319

9 （社）十和田八幡平観光物産協会 ○ 10名 139 6

10 （社）十和田市観光協会 ○ 1名 6名 202

11 （社）弘前観光コンベンション協会 ○ 1名 8名 684

12 遠野市観光協会 ○ 5名 183

13 （財）盛岡観光コンベンション協会 ○ 1名 39名 3名 408

14 （社）奥州市観光物産協会 ○ 1名 10名 3名 430 1

15 （社）花巻観光協会 ○ 1名 2名 398

16 （社）松島観光協会 ○ 1名 12名 8名 158 15

17 （社）男鹿市観光協会 ○ 1名 3名 102 46

18 尾花沢市観光物産協会 ○ 2名 113

19 蔵王町観光協会 ○ 5名 106

20 （一般社）大洗観光協会 ○ 1名 7名 130

21 （社）栃木市観光協会 ○ 10名 271

22 片品村観光協会 ○ 5名 280

23 （社）草津温泉観光協会 ○ 7名 406

24 中之条町観光協会 ○ 6名 177 4

25 （社）小江戸川越観光協会 ○ 1名 6名 1名 502 4

26 （一般社）長瀞町観光協会 ○ 1名 7名 100

27 （社）大島観光協会 ○ 4名 276 8

28 （一般社）墨田区観光協会 ○ 35名 878 282

29 （社）鎌倉市観光協会 ○ 1名 6名 465

30 （財）箱根町観光協会 ○ 1名 24名 490

31 （社）佐渡観光協会 ○ 1名 14名 27

32 （一般社）黒部・宇奈月温泉観光協会 ○ 4名 105 11

33 立山町観光協会 ○ 1名 1名 99

34 （一般社）氷見市観光協会 ○ 12名 3名 183

35 山代温泉観光協会 ○ 1名 4名 150

36 片山津温泉観光協会 ○ 3名 37

37 金沢市観光協会 ○ 1名 5名 2名 266

38 永平寺町観光物産協会 ○ 1名 1名 48 3

39 北杜市観光協会 ○ 4名 695 18

40 山中湖観光協会 ○ 1名 360 40

41 （一般社）松本観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会 ○ 1名 18名 124

42 （一般社）軽井沢観光協会 ○ 12名 506

43 馬籠観光協会 ○ 1名 50 3

44 合同会社野沢温泉観光協会 ○ 10名 329 2

45 （一般社）白馬村観光局 ○ 14名 450

46 上田観光コンベンション協会 ○ 3名 12名 120

47 飯田観光協会 ○ 19名 3名 200

48 株式会社南信州観光公社 ○ 2名 3名

49 （社）恵那市観光協会 ○ 2名 8名 696 56

50 （財）岐阜観光コンベンション協会 ○ 2名 10名 463

51 （一般社）飛騨・高山観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会 ○ 4名 2名 454 10

52 白川郷観光協会 ○ 8名 115 8

53 南砺市観光協会 ○ 14名 3名 924 29

54 （社）奥飛騨温泉郷観光協会 ○ 1名 2名 195 8

55 （一般社）熱海市観光協会 ○ 1名 7名 97 5

56 （一般社）伊東観光協会 ○ 1名 7名 100

57 東伊豆町観光協会 ○ 8名 6

58 富士山観光交流ビューロー ○ 1名 11名 251

59 三谷温泉観光協会 ○ 2名 15

60 南知多町観光協会 ○ 2名 4名 659

61 足助観光協会 ○ 1名 2名 137 21

62 （社）伊勢市観光協会 ○ 1名 2名 2名 293

63 （社）びわ湖大津観光協会 ○ 1名 15名 175 2

64 （公益社）長浜観光協会 ○ 7名 6名 230

65 亀岡市観光協会 ○ 16名 220

組織名

組織の法人形態 役員数 職員数 会員数

No

 



 - 295 - 

*新公益法人制度移行前

一般
社団
法人

公益
社団
法人

一般
財団
法人

公益
財団
法人

社団
法人

*

財団
法人

*

株式
会社

合同
会社

ＮＰＯ
法人

任意
団体

その
他

専従 専従 兼務
正会員

（団体・人）
賛助会員等
（団体・人）

66 （社）天橋立観光協会 ○ 1名 2名 155

67 淡路島観光協会※ ○ 21名 580

68 ＮＰＯ法人但馬國出石観光協会 ○ 2名 236

69 葛城市観光協会 ○ 5名 49

70 （社）奈良市観光協会 ○ 1名 20名 498

71 田辺観光協会 ○ 1名 1名 214

72 大山町観光協会大山観光局 ○ 1名 6名 56 35

73 米子市観光協会 ○ 1名 5名 270

74 境港市観光協会 ○ 1名 23名 234

75 出雲観光協会 ○ 18名 1名 415

76 （社）松江観光協会 ○ 1名 19名 831

77 （一般社）津和野町観光協会 ○ 1名 4名 172 35

78 （社）倉敷観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭｰﾛｰ ○ 1名 11名 545

79 （社）宮島観光協会 ○ 1名 5名 194 18

80 （社）尾道観光協会 ○ 29名 7名 600

81 長門市観光協会 ○ 1名 8名 276 2

82 （社）下関観光コンベンション協会 ○ 1名 8名 284 7

83 （社）萩市観光協会 ○ 1名 6名 338 90

84 鳴門市観光協会 ○ 4名 125

85 （財）高松観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ･ﾋﾞｭｰﾛｰ ○ 1名 15名 325

86 内子町観光協会 ○ 3名 200 100

87 （財）松山観光コンベンション協会 ○ 1名 12名 402

88 （社）高知市観光協会 ○ 1名 8名 189

89 （社）四万十町観光協会 ○ 4名 102 2

90 株式会社西土佐四万十観光社 ○ 4名 4名 1名 40

91 柳川市観光協会 ○ 1名 181

92 （社）嬉野温泉観光協会 ○ 1名 8名 337

93 神埼町観光協会 ○ 5名 3名 34 132

94 （財）佐世保観光コンベンション協会 ○ 1名 13名 1名 400

95 （社）平戸観光協会 ○ 10名 2名 303 44

96 （社）天草宝島観光協会 ○ 13名 634

97 （財）熊本国際観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会 ○ 1名 41名 325

98 南小国町観光協会 ○ 1名 99

99 （社）別府市観光協会 ○ 1名 12名 300

100 （社）日田市観光協会 ○ 15名 350

101 （一般社）高千穂町観光協会 ○ 51名 206 14

102 （一般社）日南市観光協会 ○ 24名 131

103 （社）霧島市観光協会 ○ 12名 248

104 （財）鹿児島観光コンベンション協会 ○ 1名 7名 385

105 （社）屋久島観光協会 ○ 9名 412 1

106 種子島観光協会 ○ 3名 283

107 竹富町観光協会 ○ 20名 3名 114

注）アンケート調査に回答した111組織のうち4組織は匿名。
※　(財)淡路島くにうみ協会内の観光振興部門

No 組織名

組織の法人形態 役員数 職員数 会員数
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1.(一般社)網走市観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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
観光案内所運営（網走駅・道の駅）、まちなか観光案内所、道の駅情
報センター、みなと観光交流センター「道の駅　流氷街道網走」

観光地美化・修景
網走湖クリーン作戦、大曲園地の整備促進、フラワーガーデンはな・て
んと整備促進、能取岬・北浜地区の環境保全、ビューポイント活用

旅行商品企画・流通促進
体験観光促進事業（体験観光業者のネットワークの推進、体験観光プ
ログラムの充実と新規事業の検討、体験観光事業等）

観光案内・ランドオペレーター
観光案内所、通訳ボランティアの活用
道の駅では、英語、中国語対応、ＪＲ駅では英語対応実施

観光イベント 各種行事の主催・共催・後援・協賛

セールス

出向宣伝、フェア出展、（ひがし北海道観光事業開発協議会、オホー
ツクフェアーＩＮ札幌他）、旅行会社研修旅行での説明会実施、新聞・

テレビ・雑誌を活用したＰＲ

観光情報媒体作成・配付 ＨＰを利用した情報発信、各種マップ作成

セールス
韓国エージェント招聘、中国人対応の充実（外国人向けのブログ制
作）、海外チャーター便受入

観光情報媒体作成・配付 外国人向けのブログ制作

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 おもてなし講習会、語学研修会、あばしり検定事業実施

観光関係者表彰

農商工と連携・特産品開発
食の開発推進事業（網走グルメ街活性化協議会、あばしりご当地グル
メ開発委員会）、土産品開発促進事業（網走の水）

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

⑩その他 その他

2.（社）小樽観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 小樽市観光物産プラザの運営管理

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 ３ヶ所の案内所を運営

観光イベント 小樽ロングクリスマス主催

セールス

観光情報媒体作成・配付 協会ホームページ運営、ガイドマップ作成

セールス 上海キャンペーン参加

観光情報媒体作成・配付 キャンペーン用パンフ等作成

教育旅行誘致 九州訪問キャンペーン

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 道央地域観光戦略会議参加

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

⑦人材育成

⑧連携・受入体制づくり

⑨会員支援

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

⑥特定ターゲット誘致等
の取り組み

④国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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

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

 



 - 297 - 

3.（社）定山渓観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

政策提言・戦略立案

マーケティング･各種調査 定山溪魅力UP事業（ワークショップ市場調査）

観光地域づくり基盤形成

観光施設の管理・運営 定山源泉公園　手湯・足湯の管理

観光地美化・修景 山野草湯の里のまちづくり

旅行商品企画・流通促進

観光案内・ランドオペレーター 観光案内所運営

観光イベント 定山溪かっぱウィーク、雪灯路２０１１

セールス 北海道観光プロモーション

観光情報媒体作成・配付 ホームページの更新

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 従業員サービス研修会、新入社員研修

観光関係者表彰

農商工と連携・特産品開発 定山溪温泉たまねぎすうぷの開発販売

住民組織（ＮＰＯ）との連携

広域観光連携

刊行物・資料等の発行 「ぶらり寄り道旅」発行

会員の事業等の支援

⑩その他 その他

4.（社）登別観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 緑化・花壇整備

旅行商品企画・流通促進 道央圏からのモニターツアー

観光案内・ランドオペレーター 訪日外国人対応案内所運営

観光イベント 春～夏集客イベント

セールス 首都圏・名古屋・大阪地区セールス

観光情報媒体作成・配付

セールス 中国・台湾・韓国セールス

観光情報媒体作成・配付

教育旅行誘致 首都圏・関西・中国地区セールス

ＭＩＣＥ誘致 中国（上海）招聘事業

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 外国語講座（英・中・韓）、接遇研修

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 北海道登別洞爺広域観光圏

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

⑦人材育成

⑧連携・受入体制づくり

⑨会員支援

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

⑥特定ターゲット誘致等
の取り組み

④国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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

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
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5.ＮＰＯ法人ゆうばり観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 映画ロケ施設の管理、内容ガイド

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 団体等の市内ガイド

観光イベント 出店、販売

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 当会スタッフと一部市民でのガイド研修

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 会報誌の発行

会員の事業等の支援

⑩その他 その他 マチの状況視察団の対応

6.ＮＰＯ法人阿寒観光協会まちづくり推進機構

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

政策提言・戦略立案

マーケティング･各種調査 環境負荷の低減を図る調査

観光地域づくり基盤形成

観光施設の管理・運営 阿寒湖畔国設スキー場

観光地美化・修景 商店街植栽

旅行商品企画・流通促進

観光案内・ランドオペレーター 宿泊空状況案内・道案内（外国語対応含む）

観光イベント まりも祭・氷上フェスティバル

セールス 春期東京・大阪プロモーション

観光情報媒体作成・配付 行事等のご案内パンフ

セールス 東アジアメディア招聘

観光情報媒体作成・配付

教育旅行誘致 道央圏中学校誘致

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 釧路湿原・阿寒・摩周観光圏

刊行物・資料等の発行 ニュースレター（毎月）

会員の事業等の支援

⑩その他 その他

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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
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7.十勝観光連盟

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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
とかち観光物流センター内での観光インフォメーション及び、とかち帯
広空港内観光案内

観光イベント

セールス 道央圏（札幌及び旭川、北見）宣伝PR

観光情報媒体作成・配付 とかち観光連盟HP

セールス 中国万博（北海道の日参加）

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 役員研修（各市町村協会役員対象）

接遇スタッフ・ガイド等研修 ホスピタリティ研修

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 広域連携支援事業（５万円限度）一団体

⑩その他 その他

8.（社）釧路観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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
観光地における観光客の安全の目的での横断歩道設置要望
釧路市中心市街地活性化協議会への参加

観光施設の管理・運営 市施設の管理・運営（４ヶ所）

観光地美化・修景 釧路市湿原展望台木道の清掃

旅行商品企画・流通促進 基幹産業の１つである石炭に関連したツアー商品企画

観光案内・ランドオペレーター
観光案内所の運営
湿原展望台木道のガイド

観光イベント 釧路大漁どんぱく、いい味イキイキいくしろの実施

セールス 道内外主要都市への観光客誘致宣伝活動

観光情報媒体作成・配付 パンフレット作成・配布、ホームページ運用

セールス 台湾への観光客誘致宣伝活動

観光情報媒体作成・配付 パンフレット作成・配布（４カ国語）、ホームページ運用

教育旅行誘致

ＭＩＣＥ誘致 道内都市と連携し商談会開催、ＩＭＥ出展

フィルムコミッション

観光地経営・リーダー養成 北の観光リーダー研修参加

接遇スタッフ・ガイド等研修 接遇対応セミナーの実施、観光講座の実施

観光関係者表彰

農商工と連携・特産品開発 釧路地域ブランド推進（シシャモ、トキシラズ）

住民組織（ＮＰＯ）との連携 釧路観光ガイドの会支援・育成

広域観光連携 釧路湿原・阿寒・摩周観光圏での連携

刊行物・資料等の発行 釧観協だより発行（年２回）、メールマガジン（年６回）

会員の事業等の支援

⑩その他 その他
マーメイドくしろ（観光大使）を選出し、観光物産展、市公式行事等に
従事

④国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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

⑦人材育成

⑧連携・受入体制づくり

⑨会員支援

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

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

⑥特定ターゲット誘致等
の取り組み
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9.（社）十和田八幡平観光物産協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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
観光ガイド「まちの案内人」がおり、ＪＲ駅前の案内所での案内活動、旅
行会社等から依頼のガイド（有料）を行っている。

観光イベント

主催物産展年２回開催、首都圏及び近県等物産展年１５回出展し、観
光及び物産をＰＲ。１０月～３月黄金歴史街道キャンペーン（バスツ

アーの開催、クーポン事業、スイーツ事業）

セールス
黄金歴史街道キャンペーンのセールス、等年５回開催及び県（観光連
盟主催）のキャラバンに参加

観光情報媒体作成・配付
パンフレット（地図・物産等６種類作成・配布）、イベントカレンダー年４
回発行、ホームページはイベント、四季等都度更新

セールス 商談会等に参加

観光情報媒体作成・配付

教育旅行誘致 北海道及び関西を中心に誘致

ＭＩＣＥ誘致

フィルムコミッション
フィルムコミッションの事務局。会員とともにロケ対応、情報誌発行、講
演会等開催

観光地経営・リーダー養成

接遇スタッフ・ガイド等研修 ガイド研修年７回（各分野ごとの研修）

観光関係者表彰

農商工と連携・特産品開発
黄金歴史街道キャンペーン事業で弁当、コロッケ、バーガー、スイーツ
の開発

住民組織（ＮＰＯ）との連携

広域観光連携 隣県との広域協議会が２団体あり、会議、広域キャンペーンを開催

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

10.（社）十和田市観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 着地型旅行商品を企画し、モニターツアー実施

観光案内・ランドオペレーター
春まつり期間中、ボランティアガイドの会に観光客の市内散策ガイドを
依頼

観光イベント

セールス 東京都内大手旅行代理店各社訪問

観光情報媒体作成・配付 観光協会ポータルサイト「ゆるりら十和田」

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 十和田産野菜を使った「ベジでムース」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

⑩その他 その他

⑦人材育成

⑧連携・受入体制づくり

⑨会員支援

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

⑥特定ターゲット誘致等
の取り組み

④国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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

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
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11.（社）弘前観光コンベンション協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 観光施設管理事業

観光地美化・修景

旅行商品企画・流通促進 旅行業事業（第３種旅行業）

観光案内・ランドオペレーター
弘前市観光案内所管理・運営事業
弘前市立観光館指定管理事業

観光イベント まつり推進事業

セールス コンベンション事業

観光情報媒体作成・配付 観光情報発信事業

セールス 外国人観光客推進事業

観光情報媒体作成・配付 観光情報発信事業

教育旅行誘致 観光宣伝事業

ＭＩＣＥ誘致

フィルムコミッション 観光サポーター事業

観光地経営・リーダー養成 地域活性化事業

接遇スタッフ・ガイド等研修 地域活性化事業

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

⑩その他 その他

12.遠野市観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 観光ガイドの養成と各種手配

観光イベント 遠野昔ばなし祭り

セールス エージェント訪問

観光情報媒体作成・配付 ホームページの作成による情報提供

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 接遇研修

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 花巻・遠野・平泉観光推進協議会

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

④国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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

⑦人材育成

⑧連携・受入体制づくり

⑨会員支援

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

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

⑥特定ターゲット誘致等
の取り組み
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13.（財）盛岡観光コンベンション協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

政策提言・戦略立案 政策提言・戦略立案

マーケティング･各種調査 コンベンション開催地調査（アンケート実施）

観光地域づくり基盤形成 レンタサイクル事業

観光施設の管理・運営 「もりおか啄木・賢治青春館」「啄木新婚の家」「観光バス駐車場」他

観光地美化・修景 観光案内標識の整備・修繕、清掃活動への参加

旅行商品企画・流通促進 盛旬（せいしゅん）ツアー実施（年６回）（第３種旅行業）

観光案内・ランドオペレーター
外国人対応案内所（２ヶ所）運営、盛岡ふるさとガイド（市民ボランティ
ア）手配

観光イベント
盛岡さんさ踊り従事、秋まつり山車運行従事、上記観光施設での主催
事業

セールス 関東圏新聞への広告掲載、コンベンション誘致（東京）

観光情報媒体作成・配付 ホームページ内容の充実（H22全面リニューアル）

セールス 台湾ITF参加、FAM（台湾、香港）

観光情報媒体作成・配付 現地言語による印刷物作成配布（台湾）

教育旅行誘致 大阪、北海道における説明会参加

ＭＩＣＥ誘致 MICE誘致

フィルムコミッション NHK朝の連続小説ドラマ「どんど晴れ」スペシャル誘致・撮影支援

観光地経営・リーダー養成 職員の研修受講

接遇スタッフ・ガイド等研修 観光産業従事者対象接遇研修会、盛岡ふるさとガイド研修会他

観光関係者表彰 上部団体（県）が実施しているものに対する推薦

農商工と連携・特産品開発 関係団体への事業負担金等、組織員として参画

住民組織（ＮＰＯ）との連携 関係団体が主催する事業への後援、宣伝PR協力

広域観光連携 各協議会等への事業負担金等、組織員として参画

刊行物・資料等の発行
すいせんの店マップ作成、旅行企画商品チラシへの会員優先掲載
（定期刊行物はナシ）

会員の事業等の支援 ホームページへの掲載

⑩その他 その他

14.（社）奥州市観光物産協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

政策提言・戦略立案 市観光物産基本構想の作成

マーケティング･各種調査

観光地域づくり基盤形成 観光ポテンシャル発掘事業

観光施設の管理・運営 市内観光施設の管理運営等

観光地美化・修景

旅行商品企画・流通促進 着地型旅行商品造成事業

観光案内・ランドオペレーター
水沢観光案内所運営事業
観光ボランティアガイド支援事業

観光イベント 市内各種実行委員会への参画

セールス 東北・関東物産販売、観光宣伝事業

観光情報媒体作成・配付 ホームページ活用によるプロモーション

セールス

観光情報媒体作成・配付

教育旅行誘致 グリーンツーリズムへの協力等

ＭＩＣＥ誘致

フィルムコミッション ロケ対応等

観光地経営・リーダー養成

接遇スタッフ・ガイド等研修 観光ボランティアガイド研修

観光関係者表彰

農商工と連携・特産品開発 市内産直団体と連携した各種事業

住民組織（ＮＰＯ）との連携 NPO法人奥州おもしろ学への協力

広域観光連携 伊達な広域観光圏、県南広域振興局との連携

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 市内観光（物産）協会の合併に伴う組織基盤の強化

④国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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

⑦人材育成

⑧連携・受入体制づくり

⑨会員支援

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

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

⑥特定ターゲット誘致等
の取り組み
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15.（社）花巻観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 あったかなはん花巻号運行事業

観光イベント

セールス 国内観光誘致説明会への参加等

観光情報媒体作成・配付 ホームページ内容充実事業

セールス 国際観光誘致促進事業

観光情報媒体作成・配付

教育旅行誘致 教育旅行誘致学校訪問事業

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 観光ボランティアガイド育成事業

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

⑩その他 その他

16.（社）松島観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

政策提言・戦略立案

マーケティング･各種調査 宿泊入込統計

観光地域づくり基盤形成

観光施設の管理・運営 案内放送設備、ライトアップ設備

観光地美化・修景

旅行商品企画・流通促進 JRと提携

観光案内・ランドオペレーター 駅前案内所運営

観光イベント (H22）花火大会、お茶会、かき祭り開催

セールス

観光情報媒体作成・配付

セールス 県の取り組みに同調

観光情報媒体作成・配付 多言語パンフレット・マップ等、多言語ホームページ

教育旅行誘致 宮城県誘致協と連携

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 ホテル他スタッフの英会話研修

観光関係者表彰

農商工と連携・特産品開発 地産地消の取り組み、「食」の魅力づくり

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

⑩その他 その他

⑦人材育成

⑧連携・受入体制づくり

⑨会員支援

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

⑥特定ターゲット誘致等
の取り組み

④国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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

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
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17.（社）男鹿市観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 観光施設の管理・運営

観光地美化・修景

旅行商品企画・流通促進 第３種旅行業

観光案内・ランドオペレーター 観光案内（3ヶ所）の運営（観光案内人の手配及び宿泊手配）

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 教育旅行誘致への取組み

ＭＩＣＥ誘致

フィルムコミッション

観光地経営・リーダー養成 観光案内人の育成

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

⑩その他 その他

18.尾花沢市観光物産協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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・観光地と商店街等の流れ増進とガイドの育成

観光施設の管理・運営 利用者の拡大

観光地美化・修景 花いっぱい活動

旅行商品企画・流通促進

観光案内・ランドオペレーター 臨時観光案内所の常設化

観光イベント まつり事業への参画

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 英語版ホームページの作成

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 会報紙年３回の発刊

会員の事業等の支援

⑩その他 その他

④国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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

⑦人材育成

⑧連携・受入体制づくり

⑨会員支援

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

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

⑥特定ターゲット誘致等
の取り組み
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19.蔵王町観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 町営駐車場精算管理受託

観光地美化・修景 景観・看板の調査検討

旅行商品企画・流通促進 JR商品（駅からハイキング等、旅市）企画実施

観光案内・ランドオペレーター 観光案内所運営、旅館案内、イベント問合せ窓口

観光イベント 食のイベント開催、フォトコンテスト実施

セールス 各種広告、ＴＩＣ東京加盟

観光情報媒体作成・配付 ホームページ更新及び情報発信、マップ作成

セールス

観光情報媒体作成・配付

教育旅行誘致 現地研修会開催、各種研修会、セミナー参加

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 おもてなし講演会開催、観光客受入態勢作り、研修会開催

観光関係者表彰

農商工と連携・特産品開発 地場産食材の創作料理研究、酒販売

住民組織（ＮＰＯ）との連携

広域観光連携 地域部会、協議会参加

刊行物・資料等の発行 広報紙発行

会員の事業等の支援 各種定期券等発行業務受託、各種負担金

⑩その他 その他

20.(一般社)大洗観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

政策提言・戦略立案

マーケティング･各種調査 体験型観光事業（地曳網体験、漁業体験）に関するマーケティング

観光地域づくり基盤形成
大洗サンビーチ海浜の整備（ウォーターフロント計画）への協力（県主
導によるＰＰＰ事業）

観光施設の管理・運営
①大洗町観光情報センター（指定管理者）
②海水浴場及び町営駐車場管理運営

観光地美化・修景 海岸清掃（年５回）

旅行商品企画・流通促進

観光案内・ランドオペレーター
大洗町観光情報センターにおける観光情報の提供
観光案内・宿泊案内と予約、観光ボランティア予約

観光イベント 大洗のまつり実行委員会の中で協力

セールス 当協会主催「秋の観光キャラバン」、広域観光キャンペーン

観光情報媒体作成・配付
観光マップ、総合観光パンフレット、観光ガイドブック、ホームページ
「よかっぺ大洗」

セールス

観光情報媒体作成・配付
観光マップ（英語・韓国語版）、総合観光パンフレット（英語）、観光ガイ
ドブック（英語）

教育旅行誘致

ＭＩＣＥ誘致

フィルムコミッション 映画、テレビ取材への協力

観光地経営・リーダー養成 大洗の四季のグルメシリーズ料理研究会

接遇スタッフ・ガイド等研修 「おもてなしの心」研修会

観光関係者表彰

農商工と連携・特産品開発

農水産業との連携…①水揚げ魚介類の利用（四季グルメシリーズ）、
②はまざくの利用、③特別栽培米「日の出米」の利用、④大洗産紅あ

ずま使用芋焼酎

住民組織（ＮＰＯ）との連携 体験型観光施設ＮＰＯ法人「大洗海の大学」との連携

広域観光連携

「漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会」、「水戸ひたち観光
圏」、「水戸・笠間・大洗観光協議会」、「県央地域首長懇話会広域観

光研究会」

刊行物・資料等の発行

会員の事業等の支援 宿泊特選プラン「大洗の四季グルメシリーズ」への支援

⑩その他 その他

④国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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

⑦人材育成

⑧連携・受入体制づくり

⑨会員支援

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

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

⑥特定ターゲット誘致等
の取り組み
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21.（社）栃木市観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 観光施設の管理・運営

観光地美化・修景 観光地美化・修景

旅行商品企画・流通促進 旅行商品企画・流通促進

観光案内・ランドオペレーター 観光案内・ランドオペレーター

観光イベント 観光イベント

セールス セールス

観光情報媒体作成・配付 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 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 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 農商工と連携・特産品開発

住民組織（ＮＰＯ）との連携 住民組織（ＮＰＯ）との連携

広域観光連携 広域観光連携

刊行物・資料等の発行 刊行物・資料等の発行

会員の事業等の支援 会員の事業等の支援

⑩その他 その他

22.片品村観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 ニューツーリズムの開発（ヘルスツーリズム）

観光案内・ランドオペレーター

観光イベント

セールス 観光キャラバン（栃木県、茨城県への宣伝）

観光情報媒体作成・配付

セールス

観光情報媒体作成・配付 英語、中国語、台湾語、韓国語パンフレット作成

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
利根沼田地区スキー場広報宣伝協議会によるサービスエリアでの観
光展

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

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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

 

※23.(社)草津温泉観光協会は取り組み事業については無回答 
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24.中之条町観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 旅行商品企画・流通促進

観光案内・ランドオペレーター 観光案内・ランドオペレーター

観光イベント スタンプラリー

セールス 記者招待会、観光キャンペーン

観光情報媒体作成・配付 観光パンフレット

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 優良従業員表彰

農商工と連携・特産品開発

住民組織（ＮＰＯ）との連携 中之条観光ガイドボランティアセンター

広域観光連携 吾妻観光連盟による「おもてなし」講演会

刊行物・資料等の発行

会員の事業等の支援 イベント用音響機器貸し出し

⑩その他 その他 地域行事への支援

25.（社）小江戸川越観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 公衆トイレ管理

旅行商品企画・流通促進

観光案内・ランドオペレーター 観光案内所運営

観光イベント 大茶会開催、茶道体験、山車曳体験

セールス キャンペーン、トラベルマート参加

観光情報媒体作成・配付 ＨＰリニューアル、観光パンフレット作成

セールス

観光情報媒体作成・配付 多言語ＨＰ運営管理、多言語パンフレット作成

教育旅行誘致

ＭＩＣＥ誘致

フィルムコミッション ロケーションサービス

観光地経営・リーダー養成

接遇スタッフ・ガイド等研修 多言語おもてなしガイドブック作成、講演会開催

観光関係者表彰

農商工と連携・特産品開発 いも堀りライナーの運行、農産物関連のマップ作成

住民組織（ＮＰＯ）との連携

広域観光連携 小江戸サミット、観光姉妹都市とのキャンペーン

刊行物・資料等の発行 情報誌発行

会員の事業等の支援 後援、協賛

⑩その他 その他

⑦人材育成

⑧連携・受入体制づくり

⑨会員支援

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

⑥特定ターゲット誘致等
の取り組み

④国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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

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
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26.（一般社）長瀞町観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

政策提言・戦略立案 外国人観光客の増加を図るための方策

マーケティング･各種調査 外国人観光客実態調査

観光地域づくり基盤形成 魅力ある観光地づくり事業

観光施設の管理・運営 桜並木や観光トイレなどの管理

観光地美化・修景 　　　　　　　　〃

旅行商品企画・流通促進 ハイキングコース整備事業

観光案内・ランドオペレーター
観光案内所の運営
観光ガイドの養成、オペレーション

観光イベント 船玉まつり、桜・紅葉ライトアップ

セールス 各地のキャンペーン参加

観光情報媒体作成・配付 ホームページ、ロケーションサービス

セールス

観光情報媒体作成・配付

教育旅行誘致 小学生遠足の誘致

ＭＩＣＥ誘致

フィルムコミッション 設立してサービスを開始

観光地経営・リーダー養成 各種研修会参加

接遇スタッフ・ガイド等研修 ガイド研修

観光関係者表彰

農商工と連携・特産品開発 特産品・鮎のくんせいの開発

住民組織（ＮＰＯ）との連携 ＮＰＯ法人との連携

広域観光連携 多数

刊行物・資料等の発行 会員だより

会員の事業等の支援

⑩その他 その他 事務局組織の強化と維持

27.（社）大島観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

政策提言・戦略立案 ジオパーク構想推進と国内認定の申請・認定

マーケティング･各種調査

観光地域づくり基盤形成
伊豆大島ジオパーク構想を中心とする人材育成
宣材作製・資料収集・講座開設

観光施設の管理・運営 火山博物館、御神火温泉、元町浜の湯

観光地美化・修景 ビーチクリーニング

旅行商品企画・流通促進 伊豆大島ジオパークツアー企画・宣伝

観光案内・ランドオペレーター
三原山山頂口ジオパーク展、バーチャルツアー開催、
ネイチャーガイド手配、教育旅行、ガイド手配

観光イベント

セールス 椿まつり宣伝キャラバン

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 ダイビング体験・ジオパークツアーなどの組込み

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 ビーチクリーニングの住民ボランティア表彰

農商工と連携・特産品開発 大島商工会への事業協力（椿ルネッサンス・夏まつり）

住民組織（ＮＰＯ）との連携

広域観光連携

刊行物・資料等の発行 ジオパークパンフレットの発行

会員の事業等の支援

⑩その他 その他 大島町による電気自動車と太陽光発電を組合せた実証実験への協力

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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
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28.(一般社)墨田区観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 地域イベント支援・育成・案内板設置

観光施設の管理・運営 花火資料館・観光案内所

観光地美化・修景

旅行商品企画・流通促進 旅行業（３種）、街歩きツアー

観光案内・ランドオペレーター 案内所運営、観光ガイド養成、ツアーガイド活用

観光イベント 墨堤さくらまつり、納涼の夕べ他

セールス ６大都市でのプロモーション活動

観光情報媒体作成・配付 ＨＰによる情報発信、デジタルサイネージ他

セールス 外客誘致イベント開催

観光情報媒体作成・配付 中国向広告（ＨＰ）、多言語パンフ・ＨＰ

教育旅行誘致 セールス、体験活動支援コーディネーション

ＭＩＣＥ誘致

フィルムコミッション 運営中

観光地経営・リーダー養成

接遇スタッフ・ガイド等研修 観光ガイド養成講座、ガイド登録

観光関係者表彰

農商工と連携・特産品開発 協会イベントへの出店

住民組織（ＮＰＯ）との連携 共催イベント、組織活動支援

広域観光連携 協議会、イベント共催、共同パンフ

刊行物・資料等の発行 出版、販売

会員の事業等の支援 後援名義使用許可、ＰＲ活動

⑩その他 その他

29.（社）鎌倉市観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 鎌倉駅東口観光総合案内所

観光地美化・修景 クリーン鎌倉運動への参加

旅行商品企画・流通促進

観光案内・ランドオペレーター
鎌倉駅東口観光総合案内所
鎌倉ウェルカムガイド（外国人向け観光ガイド）

観光イベント

鎌倉まつり（パレード、静の舞、流鏑馬、寺社拝観めぐり、野点席、寺
社ライトアップ）・鎌倉薪能・写真コンクール・ミス鎌倉コンテスト・着物

ファッションショー・浴衣ウォーク

セールス

旅フェアー２０１０（神奈川県観光協会）
長野松本観光物産展と観光キャラバン

湘南地区観光振興協議会県外キャンペーン

秋の神奈川再発見キャンペーンＰＲキャラバン

観光情報媒体作成・配付 ＴＯＰページのリニューアル

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 部会設置　検討段階

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

⑩その他 その他

⑦人材育成

⑧連携・受入体制づくり

⑨会員支援

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

⑥特定ターゲット誘致等
の取り組み

④国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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

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
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30.（財）箱根町観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 ５施設を管理・運営

観光地美化・修景

旅行商品企画・流通促進 １５事業実施（第２種旅行業）

観光案内・ランドオペレーター ４ヶ所で観光案内

観光イベント 観光キャンペーン実施（７件）

セールス 情報誌などによる宣伝等

観光情報媒体作成・配付 観光マップ、総合パンフレット、箱根の手引き作成

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 観光圏事務局

刊行物・資料等の発行 会報発行、印刷物作成（通行手形等）

会員の事業等の支援

⑩その他 その他 公益事業実施

31.（社）佐渡観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 イベントライナーバスの運行、電動アシスト自転車配備

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 着地型旅行商品の造成と販売（第２種旅行業）

観光案内・ランドオペレーター 観光案内所運営、まち歩きガイド手配

観光イベント 各種誘客イベントの主催や共催

セールス 誘客宣伝、エージェント商品造成助成、モニターツアー

観光情報媒体作成・配付 パンフ類印刷、ＨＰ更新、携帯ＣＧＭ運営

セールス 送客報奨金、商談会参加

観光情報媒体作成・配付 ＨＰ更新（英・中・台・韓・露）

教育旅行誘致 企業CSRモニターツアー

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 対岸３市との広域観光推進

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

④国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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

⑦人材育成

⑧連携・受入体制づくり

⑨会員支援

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

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

⑥特定ターゲット誘致等
の取り組み

 



 - 311 - 

32.(一般社)黒部・宇奈月温泉観光協会（2011年4月に観光局へ移行予定）

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

政策提言・戦略立案 ＪＲに対して新幹線開業に関する提言

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 案内所、足湯の管理

観光地美化・修景 公園、トイレ等の清掃等

旅行商品企画・流通促進 第２種旅行業取得の準備

観光案内・ランドオペレーター 案内所の運営、電気自動車のレンタル業務等

観光イベント 観光イベントの開催、支援

セールス 誘客キャラバン、観光展の参加

観光情報媒体作成・配付 るるぶ、ＴＶ、ＰＲ用ＤＶＤ、ＨＰ等の展開

セールス

観光情報媒体作成・配付

教育旅行誘致 中国からの修学旅行誘致

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 観光ボランティア団体の活動支援

観光関係者表彰

農商工と連携・特産品開発 黒部ブランドのＰＲ

住民組織（ＮＰＯ）との連携

広域観光連携 観光圏事業との連携

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 観光局設立（Ｈ２３．４）に向けた準備

33.立山町観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 外来植物除去活動

旅行商品企画・流通促進

観光案内・ランドオペレーター 電話応対、立山駅での案内業務、ボランティアガイド派遣

観光イベント 夏山開き、立山まつり

セールス 出向宣伝、説明会への参加

観光情報媒体作成・配付 パンフレット作成・配布

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 ガイド研修

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 広域観光圏の事務局を担当

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

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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
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34.(一般社)氷見市観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 各種バスツアー、タクシーツアー、徒歩ツアーを企画（第３種旅行業）

観光案内・ランドオペレーター
観光協会事務所（ＪＲ氷見駅内）と海鮮館（道の駅　氷見）に観光コン
シェルジェを配置。まちなか散策のためのボランティアガイドを手配。

観光イベント

セールス 東京・名古屋・大阪等で出向宣伝

観光情報媒体作成・配付 氷見市観光ポータルサイト立ち上げ、各種パンフレット作成

セールス 台湾への出向宣伝

観光情報媒体作成・配付 氷見市観光ポータルサイトで多言語パンフレットを掲載

教育旅行誘致 子ども里山プロジェクトに基づくツアーや修学旅行の受け入れ

ＭＩＣＥ誘致

フィルムコミッション

観光地経営・リーダー養成 観光地リーダー養成講座に参加

接遇スタッフ・ガイド等研修 宿泊施設を対象におもてなし講習会を実施

観光関係者表彰 「富山　食の匠」候補者の推薦

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 越中・飛騨観光圏の事業に協力

刊行物・資料等の発行 「氷見　味わいの宿」「氷見トラベルマップ」の改訂版発行

会員の事業等の支援

⑩その他 その他

35.山代温泉観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

政策提言・戦略立案 関係機関要望・提案

マーケティング･各種調査 観光統計

観光地域づくり基盤形成
商店街のイベント支援
町内実行委員会への支援

観光施設の管理・運営 展望台、トイレ、体験工房

観光地美化・修景 通りの街路樹、街路灯、灯ろう等の管理

旅行商品企画・流通促進 旅行会社、旅連

観光案内・ランドオペレーター 週末に案内カウンター

観光イベント 週末イベント、季節イベント

セールス 出向宣伝、モニター旅行、招待会

観光情報媒体作成・配付 ＷＥＢ展開、ＨＰ運用

セールス 商談会参加、観光ミッション参加

観光情報媒体作成・配付 インバウンド対応ＨＰ

教育旅行誘致 石川県、加賀市との連携

ＭＩＣＥ誘致 データ化

フィルムコミッション 関係機関との連携

観光地経営・リーダー養成 関係機関との連携と広報

接遇スタッフ・ガイド等研修 研修会開催、場所の提供

観光関係者表彰 関係機関との連携と広報

農商工と連携・特産品開発 自社ブランド品の開発

住民組織（ＮＰＯ）との連携 はづちを楽堂

広域観光連携 加賀白山海外誘客推進協議会、北陸観光協会他

刊行物・資料等の発行 年計

会員の事業等の支援 経営相談、データ提供

⑩その他 その他

④国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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

⑦人材育成

⑧連携・受入体制づくり

⑨会員支援

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

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

⑥特定ターゲット誘致等
の取り組み
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36.片山津温泉観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 噴水、公園、看板等の維持管理

観光地美化・修景 柴山潟周辺の美化

旅行商品企画・流通促進 まち中での体験プラン（泥染、とうふ作り）、屋形船運行

観光案内・ランドオペレーター ＮＰＯ事務所による観光案内への助成

観光イベント 花火まつり（１ヶ月間）、祭礼、カニ一番市、野外ライブ

セールス 出向宣伝（関西方面エージェント訪問）、各種商談会参加

観光情報媒体作成・配付 年２回の季刊誌発行、パンフ・マップの作成・配布

セールス 県レベルでのセールスに参加

観光情報媒体作成・配付 外国語パンフの作成、ホームページの充実

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 研修会の参加

接遇スタッフ・ガイド等研修 ボランティアガイドの育成

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 祭礼、イベントの共催

広域観光連携

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

37.金沢市観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 金沢まちなか観光交流サロン運営

観光地美化・修景

旅行商品企画・流通促進

体験・学習型観光開発「体感！金沢の旅」
金沢芸妓のほんものの芸にふれる旅事業

「金沢手づくり塾」の開催

観光案内・ランドオペレーター
観光ボランティアガイド「まいどさん」活動
石川県金沢観光情報センター（県と共同運営）

観光イベント 百万石まつり有料観覧席設置

セールス 出向宣伝（年３回実施）

観光情報媒体作成・配付 観光モデルコースの造成

セールス
台湾・韓国メディア・エージェント招請
第１８回台北国際旅行博出展

観光情報媒体作成・配付 タイ語版ＨＰ作成

教育旅行誘致 「なんでも体験プログラム」改訂版作成

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

⑩その他 その他

⑦人材育成

⑧連携・受入体制づくり

⑨会員支援

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

⑥特定ターゲット誘致等
の取り組み

④国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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

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
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38.永平寺町観光物産協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 道元禅師の祖跡コース登山道整備

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 永平寺冬の燈籠まつり、夏の燈籠ながし、鮎茶屋開設

セールス 大阪・広島・名古屋・東京など観光商談会参加

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 永平寺町ブランド発信協議会“産業フェア”開催

住民組織（ＮＰＯ）との連携

広域観光連携 福井・坂井広域圏、県境サミット

刊行物・資料等の発行 観光物産協会たより発刊

会員の事業等の支援

⑩その他 その他

39.北杜市観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

政策提言・戦略立案

マーケティング･各種調査 キャンペーンにおけるアンケートの実施

観光地域づくり基盤形成 植樹祭への参加

観光施設の管理・運営

観光地美化・修景 登山道等の整備

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 サンフラワーフェス、八ヶ岳ホースショー他

セールス インバウンド、国内旅行向の商談会への参加

観光情報媒体作成・配付 ほくとグルメブック、HPの更新

セールス

観光情報媒体作成・配付 HP場での告知

教育旅行誘致 一部施設で対応

ＭＩＣＥ誘致

フィルムコミッション 観光課で対応

観光地経営・リーダー養成

接遇スタッフ・ガイド等研修 おもてなし講習会計4回

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 会議等における情報交換の実施

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

⑦人材育成

⑧連携・受入体制づくり

⑨会員支援

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

⑥特定ターゲット誘致等
の取り組み

④国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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

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

 

※40.山中湖観光協会は取り組み事業については無回答 
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41.(一般社)松本観光コンベンション協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 観光案内ボランティア、無料貸出自転車

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 モデルルートづくり

観光案内・ランドオペレーター
観光案内所運営、観光ガイド
宿泊斡旋

観光イベント

セールス セールス（宣伝、説明会、商談会等）

観光情報媒体作成・配付 パンフレット作成、HP

セールス セールス（宣伝、海外説明会、商談会等）

観光情報媒体作成・配付 パンフレット作成

教育旅行誘致

ＭＩＣＥ誘致 コンベンション事業（誘致・支援）

フィルムコミッション フィルムコミッション、ロケ支援、営業

観光地経営・リーダー養成 セミナー開催

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 助成事業

⑩その他 その他

42.（一般社）軽井沢観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

政策提言・戦略立案

マーケティング･各種調査 観光振興調査（町）

観光地域づくり基盤形成

観光施設の管理・運営 観光会館、旧駅舎記念館受託

観光地美化・修景 オープンガーデン事業

旅行商品企画・流通促進

観光案内・ランドオペレーター 案内所運営、観光ガイド手配等

観光イベント 各イベント共催、協力

セールス ウェディング相談フェアへの参加等

観光情報媒体作成・配付 FMでの発信、HP管理

セールス 長野県主催観光プロモーション参加（タイ、シンガポール）

観光情報媒体作成・配付 HPの多言語化実施

教育旅行誘致

ＭＩＣＥ誘致 軽井沢ＲＣＣ発足。コンファレンスリゾート

フィルムコミッション

観光地経営・リーダー養成 ホスピタリティ講演会実施

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 研究中

住民組織（ＮＰＯ）との連携 意見交換会を計画

広域観光連携 佐久地域との連携

刊行物・資料等の発行 年２回報告書を発行

会員の事業等の支援

⑩その他 その他 軽井沢検定の実施

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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
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43.馬籠観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 看板の設置

観光施設の管理・運営

観光地美化・修景 公園草刈り、ボタンの鉢植配布

旅行商品企画・流通促進

観光案内・ランドオペレーター ボランティアガイド（有料）

観光イベント 盆踊り、流しそうめん、氷雪まつり

セールス

観光情報媒体作成・配付 ＨＰでほぼ毎日日記の更新

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 妻籠観光協会との交流会

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

44.合同会社野沢温泉観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 着地型旅行商品の企画販売（第３種旅行業）、商談会等への参加

観光案内・ランドオペレーター
野沢温泉ビジターセンターの管理運営
宿泊施設の斡旋

観光イベント ウォーキング大会、ウルトラトレイルラン、盆踊り他

セールス 広告宣伝事業（通年）

観光情報媒体作成・配付 ＨＰの管理運営

セールス 海外メディアの招聘他

観光情報媒体作成・配付

教育旅行誘致 体験学習旅行の受入

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 北信州観光懇談会への参加

刊行物・資料等の発行 野沢温泉観光協会報の発行

会員の事業等の支援 会員が実施するイベントへの補助金交付

⑩その他 その他

⑦人材育成

⑧連携・受入体制づくり

⑨会員支援

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

⑥特定ターゲット誘致等
の取り組み

④国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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

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
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45.（一般社）白馬村観光局

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 第２種旅行業

観光案内・ランドオペレーター 案内所運営

観光イベント ウォーキング、トレッキング、イベント他

セールス エージェントとの商談会、マスコミ招聘他

観光情報媒体作成・配付 ＨＰ作成、パンフ

セールス 商談会参加

観光情報媒体作成・配付 ＨＰ作成、パンフ

教育旅行誘致 教育旅行誘致団体への支援

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 広域連携の観光宣伝

刊行物・資料等の発行 ３ヶ月に１回発行

会員の事業等の支援

⑩その他 その他

46.上田観光コンベンション協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 観光イベント

セールス 商談会、観光ＰＲ

観光情報媒体作成・配付 観光情報媒体の配信

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 ロケの誘致支援

観光地経営・リーダー養成

接遇スタッフ・ガイド等研修 観光ボランティアガイド養成

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 広域連携

刊行物・資料等の発行 会報の発行

会員の事業等の支援

⑩その他 その他

⑦人材育成

⑧連携・受入体制づくり

⑨会員支援

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

⑥特定ターゲット誘致等
の取り組み

④国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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

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
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47.飯田観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 観光案内所の新設及び運営

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 観光案内所の運営、観光ガイドの育成

観光イベント 各種物産展へ参加

セールス 各種商談会へ参加

観光情報媒体作成・配付 南信州ナビ（観光ポータルサイト）の運営

セールス 各種商談会へ参加

観光情報媒体作成・配付

教育旅行誘致 体験教育旅行（南信州観光公社）

ＭＩＣＥ誘致

フィルムコミッション

観光地経営・リーダー養成 マーケティングに関するセミナー実施

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

⑩その他 その他

48.株式会社南信州観光公社

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 旅行代理店（第２種旅行業）、バス会社営業

観光案内・ランドオペレーター 体験手配、コーディネート

観光イベント

セールス 営業

観光情報媒体作成・配付 ＨＰ

セールス

観光情報媒体作成・配付

教育旅行誘致 営業

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 地区研修会

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

⑩その他 その他 企業研修企画

⑦人材育成

⑧連携・受入体制づくり

⑨会員支援

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

⑥特定ターゲット誘致等
の取り組み

④国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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

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
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49.（社）恵那市観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 恵那市観光地整備事業として、観光地美化・修景も含め取組む

観光施設の管理・運営 指定管理としてタウンプラザ恵那と恵那峡ガーデン

観光地美化・修景

旅行商品企画・流通促進 トコトコ恵ちゃんバスツアーを運行（第３種旅行業）

観光案内・ランドオペレーター 案内所の運営

観光イベント 年間各種イベント

セールス

観光情報媒体作成・配付 えなツーリズムの発行とホームページ

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 ガイド研修は随時実施

観光関係者表彰 毎年実施

農商工と連携・特産品開発 Ｂ級グルメ「恵那ハヤシ」と「五平バーガー」

住民組織（ＮＰＯ）との連携

広域観光連携

刊行物・資料等の発行 えなツーリズムの発行

会員の事業等の支援 恵那市観光物産展の開催

⑩その他 その他 恵那市観光物産館「えなてらす」の運営

50.（財）岐阜観光コンベンション協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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
岐阜市観光案内所の運営（ＪＲ岐阜駅構内）、駅前コンシェルジュの管
理

観光イベント

セールス メディア＆旅行社へのセールスと招聘

観光情報媒体作成・配付 継続で推進中

セールス 上海・ソウルの商談会に参加

観光情報媒体作成・配付 中国語ホームページリニューアル

教育旅行誘致 岐阜県広域観光連携よりの受入れを実施

ＭＩＣＥ誘致 東京・大阪で開催されたセミナーへの参加

フィルムコミッション

観光地経営・リーダー養成 「セミナーもてなしの心」を開催

接遇スタッフ・ガイド等研修 観光セミナー開催

観光関係者表彰 優良従業員＆功労団体表彰

農商工と連携・特産品開発
岐阜市土産品協会との連携による物産展、コンベンション会場への出
店販売

住民組織（ＮＰＯ）との連携 ゆるキャラの活用・協力

広域観光連携 連携で実施

刊行物・資料等の発行 機関紙「あんびしゃす」年２回発行（４万部）

会員の事業等の支援 パンフレット・ホームページにて紹介

⑩その他 その他

⑦人材育成

⑧連携・受入体制づくり

⑨会員支援

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

⑥特定ターゲット誘致等
の取り組み

④国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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

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

 



 - 320 - 

51.（一般社）飛騨・高山観光コンベンション協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 伝承空間地区の世界遺産登録に向けての運動推進

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
飛騨高山展、物産展、旅行フェア、誘客キャンペーン等を年間に渡り
実施

観光情報媒体作成・配付 観光パンフレット等の配布

セールス 旅行博等に参加

観光情報媒体作成・配付 観光パンフレット等の配布

教育旅行誘致

ＭＩＣＥ誘致 ５５件受入れ

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
訪日外国人受入促進研修会「訪日中国人受入飛騨・高山セミナー」を
開催

観光関係者表彰 総会において観光功労者表彰を実施

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

日本の心のふるさとを守り育てる飛越協議会、ぶり街道推進協議会、
ひだみの観光推進協議会、飛騨観光宣伝協議会、越中・飛騨観光圏

協議会に参加

刊行物・資料等の発行 広報を年３回発行

会員の事業等の支援

⑩その他 その他

52.白川郷観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

政策提言・戦略立案 公共交通機関の充実提言

マーケティング･各種調査

団体外国人入込み（一駐車場実数統計）、公共交通機関（高速バスの
来訪者統計）、インターネット（来訪者件数・ヒット数統計）、役場で駐車

場入込統計・各施設及び宿泊施設（アンケート係数）統計

観光地域づくり基盤形成
風景街道（国道156号線）、合掌街道（国道156号及び304号線）
※どちらも、富山県と岐阜県に渡って実施

観光施設の管理・運営 別団体が実施

観光地美化・修景 清掃活動は諸団体で数回手伝いを実施

旅行商品企画・流通促進 旅行業者との予約宿情報提供や案内・その他観光施設の情報提供

観光案内・ランドオペレーター 観光案内所２ヶ所（１ヶ所は年中無休）

観光イベント ライトアップ事務局・ウォーキング

セールス 国・県や広域団体主催に参加

観光情報媒体作成・配付 ホームページ・フェイスブック

セールス 県や広域団体主催に参加（国内のみ）海外は役場対応

観光情報媒体作成・配付
無料（英・仏・中（繁）・韓）
有料配布（英・伊・中（繁・簡）・韓）

教育旅行誘致 宿泊体験学習を主体とした受入と宿泊受入

ＭＩＣＥ誘致 当地は無いので周辺コンベンションと連携

フィルムコミッション 旅番組等の受入

観光地経営・リーダー養成 国や県の主催育成に参加

接遇スタッフ・ガイド等研修 県主催のマナー講座に参加

観光関係者表彰 過去一回のみ

農商工と連携・特産品開発 主に白川村商工会

住民組織（ＮＰＯ）との連携 常に連携（職員も住民組織の任意団体員）

広域観光連携 越中飛騨観光圏・金沢・富山・岐阜地域と連携

刊行物・資料等の発行 統計資料のみ

会員の事業等の支援 案内のみ、直接支援は特に無し

⑩その他 その他
北陸新幹線開通までには２次３次交通の確立（海外からの来訪者と冬
季増に有効）

⑦人材育成

⑧連携・受入体制づくり

⑨会員支援

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

⑥特定ターゲット誘致等
の取り組み

④国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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

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
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53.南砺市観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 里山博バスツアー商品の造成

観光案内・ランドオペレーター 観光ボランティアガイドおもてなし事業

観光イベント

セールス 旅行会社出向宣伝、招聘事業

観光情報媒体作成・配付 ホームページの充実

セールス 台湾誘致事業

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 日本フィルムコミッションに登録

観光地経営・リーダー養成 観光実践講座への派遣事業

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 商工会推奨土産審査員

住民組織（ＮＰＯ）との連携

広域観光連携 周遊バス事業

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

54.（社）奥飛騨温泉郷観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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
地域づくり委員会による地元調査
地域づくり委員会による着地型観光地視察

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 現地観光案内所の開設

観光イベント 観光イベント開催（春～冬：１４イベント）

セールス 観光展開催

観光情報媒体作成・配付 パンフ作成・配布・HP管理

セールス ITF、KOTFA参加、商談会

観光情報媒体作成・配付 外国語対応パンフ作成・配布

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 商工会産品開発事業参加

住民組織（ＮＰＯ）との連携

広域観光連携 越中・飛騨観光圏協議会

刊行物・資料等の発行

会員の事業等の支援 レジオネラ属菌等水質検査実施

⑩その他 その他

④国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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

⑦人材育成

⑧連携・受入体制づくり

⑨会員支援

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

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

⑥特定ターゲット誘致等
の取り組み
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55.(一般社)熱海市観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 熱海梅園梅まつり期間入園料徴収に係る管理・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 当事務所・駅観光案内所における観光案内

観光イベント
花火、梅まつり、山車コンクール、桜まつり、もみじまつり、ほたる観賞
の夕べ

セールス 物産展、旅フェアなど各地イベントへの参加

観光情報媒体作成・配付 イベント用ポスターチラシの作成、配布。ホームページでの情報発信

セールス 広域での中国人誘客に伴う事業推進

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 着地型観光体験などＮＰＯ団体と連携

広域観光連携
伊豆観光推進協議会、箱根・湯河原・熱海あしがら観光圏、トライアン
グル協議会　他

刊行物・資料等の発行 梅っ娘だより（３ヶ月に１回）

会員の事業等の支援 会員団体イベント支援

⑩その他 その他

56.(一般社)伊東観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 伊東温泉観光・文化施設　東海館

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 観光案内所運営

観光イベント 各種イベントの積極的な支援、実施

セールス 県観光協会との連携による商談会参加

観光情報媒体作成・配付 協会ＨＰの充実

セールス 台湾、中国への商談会への参加

観光情報媒体作成・配付

教育旅行誘致 地元ペンション団体との連携

ＭＩＣＥ誘致 地元ホテルでの勉強会参加

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 地元Ｂ級グルメの普及

住民組織（ＮＰＯ）との連携

広域観光連携 伊豆観光圏との連携

刊行物・資料等の発行 伊豆伊東ガイドブックの発行

会員の事業等の支援

⑩その他 その他

④国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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

⑦人材育成

⑧連携・受入体制づくり

⑨会員支援

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

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

⑥特定ターゲット誘致等
の取り組み
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57.東伊豆町観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

政策提言・戦略立案 行政を主体に実施

マーケティング･各種調査 行政を主体に実施

観光地域づくり基盤形成 観光振興に対する施設整備は、主に町が補助事業を選択し、実施

観光施設の管理・運営 管理運営は、町と協会でケースバイケース

観光地美化・修景 町より各温泉地に委託事業として支援

旅行商品企画・流通促進 各温泉地で商品企画をし、協会は支援

観光案内・ランドオペレーター 各温泉地を中心に案内を実施

観光イベント 年間を通し、多彩なイベントの実施

セールス 大手エージェントを中心に宣伝、説明会等を実施

観光情報媒体作成・配付 ホームページの充実

セールス 広域組織を中心とした取り組み

観光情報媒体作成・配付 広域組織を中心とした取り組み

教育旅行誘致 高校の修学旅行

ＭＩＣＥ誘致

フィルムコミッション

観光地経営・リーダー養成
各単位協会で受入れの前線として働いている事務職ならびイベント実
施時の共通認識等資質の向上

接遇スタッフ・ガイド等研修
各単位協会で受入れの前線として働いている事務職ならびイベント実
施時の共通認識等資質の向上を行う

観光関係者表彰 総会時に特別表彰（勤続年数でなく）の実施

農商工と連携・特産品開発 商工会と連携し、地場産品開発の可能性を模索

住民組織（ＮＰＯ）との連携 住民組織は独自の動き、アドバイス等の情報提供

広域観光連携 伊豆観光圏、伊豆観光推進協議会を中心に活動

刊行物・資料等の発行 情報の提供のこまめな実施

会員の事業等の支援 人的金銭的な支援を可能な限り実施

⑩その他 その他
誘客対策として、産業団体別キャラバンの実施（１，０００円の地域商品
券付）

58.富士山観光交流ビューロー

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 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 セールス

観光情報媒体作成・配付 観光情報媒体作成・配付

セールス セールス

観光情報媒体作成・配付 観光情報媒体作成・配付

教育旅行誘致 教育旅行誘致

ＭＩＣＥ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 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 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 会員の事業等の支援

⑩その他 その他

⑦人材育成

⑧連携・受入体制づくり

⑨会員支援

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

⑥特定ターゲット誘致等
の取り組み

④国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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

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
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59.三谷温泉観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 観光地美化

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 グラウンドゴルフ大会

セールス セールス

観光情報媒体作成・配付

セールス 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 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 広域観光連携

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

60.南知多町観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 海水浴場保護及び浴客安全対策事業

観光施設の管理・運営 師崎港観光センター清掃業務

観光地美化・修景 観光地美化推進事業、観光美化事業

旅行商品企画・流通促進

観光案内・ランドオペレーター 観光案内所運営、各種観光案内

観光イベント 春のフェスティバル、海のページェント、秋のカーニバル

セールス テレビスポット事業、観光宣伝事業、各種キャラバン

観光情報媒体作成・配付 観光情報チラシ・ポスター作成事業、ホームページ運営

セールス

観光情報媒体作成・配付 外国語パンフレット配布

教育旅行誘致 県修学旅行誘致協議会への支援・参加

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 観光ボランティア養成講座への支援

観光関係者表彰

農商工と連携・特産品開発 頑張ろう！知多半島物産展への出展

住民組織（ＮＰＯ）との連携

広域観光連携 知多南部地域観光協議会、知多ソフィア観光ネットワークへの参加

刊行物・資料等の発行

会員の事業等の支援 ９支部が行う事業への支援、宣伝ＰＲ

⑩その他 その他 宿泊施設助成（割引）

④国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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

⑦人材育成

⑧連携・受入体制づくり

⑨会員支援

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

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

⑥特定ターゲット誘致等
の取り組み
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61.足助観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 足助の町並みの魅力を話し合う『町並みフォーラム』の実施

観光施設の管理・運営

観光地美化・修景 香嵐渓清掃、かたくり・シャガの手入れ

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 各種祭事・イベントの開催・共催・協力

セールス
メディアを活用した広報宣伝、キャンペーン参加、エージェントとの懇
談会及び説明会

観光情報媒体作成・配付 各種ポスター・チラシ・マップ等作成

セールス

観光情報媒体作成・配付

教育旅行誘致 アメリカ人留学生の日本文化研修プログラムの受入れ

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 ボランティアガイド研修

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 住民組織主催のイベント活動支援

広域観光連携

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

62.（社）伊勢市観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

政策提言・戦略立案 市、商工会議所との連携

マーケティング･各種調査 研修視察の実施

観光地域づくり基盤形成 各種会議への出向（理事）

観光施設の管理・運営

観光地美化・修景 各種会議への出向（理事）

旅行商品企画・流通促進 着地型旅行商品の研究

観光案内・ランドオペレーター ボランティアガイドの会の運営、案内所の運営、レンタサイクル事業等

観光イベント 各種イベントの開催

セールス 県、市との協働による首都圏での情報発信イベント参加

観光情報媒体作成・配付 ＨＰ管理、各種マップ作成、パンフ作成

セールス

観光情報媒体作成・配付 ＨＰ管理、各種マップ作成、パンフ作成

教育旅行誘致 伊勢志摩学生団体誘致委員会への協力参加

ＭＩＣＥ誘致

フィルムコミッション 伊勢志摩ＦＣへの参加、協力

観光地経営・リーダー養成 ボランティアガイド派遣による研修会実施

接遇スタッフ・ガイド等研修 ボランティアガイドの育成

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 各種団体イベントへの後援、協力

広域観光連携 県、市との連携

刊行物・資料等の発行 会報の発刊

会員の事業等の支援 ＨＰへの掲載、各種情報の連絡

⑩その他 その他

⑦人材育成

⑧連携・受入体制づくり

⑨会員支援

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

⑥特定ターゲット誘致等
の取り組み

④国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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

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
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63.（社）びわ湖大津観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 広域観光振興事業、地域観光振興事業

観光施設の管理・運営 びわ湖花噴水運転事業

観光地美化・修景

旅行商品企画・流通促進 観光交流推進事業

観光案内・ランドオペレーター 観光案内運営事業

観光イベント 秋の観光イベント事業、びわ湖開き事業、観光大使事業

セールス
観光キャンペーン事業、観光情報ネットワーク事業、メディア広報ＰＲ
事業

観光情報媒体作成・配付 観光宣伝パワーアップ事業、観光宣伝物作製事業

セールス

観光情報媒体作成・配付 国際観光推進事業

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 観光事業功労者表彰

農商工と連携・特産品開発

住民組織（ＮＰＯ）との連携 湖都大津観光ボランティアの会

広域観光連携 全国京都会議、東海自然歩道連絡協会

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

64.（公益社）長浜観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 長浜鉄道スクエアの管理運営

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 長浜駅観光案内所の運営

観光イベント 各イベントの事務局

セールス 旅行会社やマスコミ会社へのセールス

観光情報媒体作成・配付 ポスターの作成配布、ＨＰでのＰＲ

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

⑩その他 その他

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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
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65.亀岡市観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 亀岡光秀まつり、城下町宝さがしゲーム、夢コスモス園等

セールス 京都府観光連盟主催の販売促進会議等に参加

観光情報媒体作成・配付

セールス 府連盟が参画する誘客促進協議会主催の招聘事業を受け入れ

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 京都・兵庫両府県にまたがる「丹波」エリア振興の協議会に参画

刊行物・資料等の発行

会員の事業等の支援 会員が主催する花園のイベントに対して事業補助

⑩その他 その他

66.（社）天橋立観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 独自の着地型商品の企画

観光案内・ランドオペレーター

観光イベント 地域イベント及び協会独自の観光企画

セールス

観光情報媒体作成・配付 観光情報媒体作成・配布、ホームページ

セールス ポスターの宣伝、関係者招聘と商談

観光情報媒体作成・配付 観光情報媒体

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 広域協議会に参加

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

④国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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

⑦人材育成

⑧連携・受入体制づくり

⑨会員支援

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

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

⑥特定ターゲット誘致等
の取り組み
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67.淡路島観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 着地型旅行商品拡大（第３種旅行業）

観光案内・ランドオペレーター

観光イベント 年間観光キャラバンにて島外にて実施

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 教育旅行誘致に取組中

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 年に1回おもてなし事業を実施

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 体験企画として連携

広域観光連携 平成２１年～平成２２年まで観光圏指定

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

68.ＮＰＯ法人但馬國出石観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

政策提言・戦略立案 内部会議のみ

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 清掃作業（随時）

旅行商品企画・流通促進 着地型商品の発売（出石皿そば巡り）

観光案内・ランドオペレーター 第３セクターに移管済

観光イベント 各種祭り等（桜まつり、お城まつり）

セールス マスコミ招聘、広域でのセールス（市や他地域と連携）

観光情報媒体作成・配付 ５０万部のパンフレット配布、ＨＰの更新

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 随時実施

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 多数と連携

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

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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

注）平成22年4月1日付けにて淡路島はひとつをテーマとして統一を行い、淡路島観光協会が設立され、平成22年度は旧観光協会
業務を継続。（平成23年度より会費・事業・着地型企画商品作成など統一を図る）
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69.葛城市観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 ゆるきゃら「蓮花ちゃん」を使ったプロモーション

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 観光ボランティア委託

観光イベント

セールス 各種広告

観光情報媒体作成・配付 観光パンフレットの作成

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 県国際観光課との連携でＡＰＥＣエクスカーション誘致

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

70.（社）奈良市観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

政策提言・戦略立案 九州での誘致事業提案

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 奈良交通・ＪＴＢとの商品開発

観光案内・ランドオペレーター 案内所での外国語ガイド、手荷物預り業務

観光イベント なら燈花会・なら瑠璃絵・ライトアッププロムナード等に協力

セールス ７月広島・岡山・姫路、１２月福岡、２月横浜等

観光情報媒体作成・配付 ホームページリニューアル、多言語対応促進実施

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 実施

農商工と連携・特産品開発 新作観光土産品への助成

住民組織（ＮＰＯ）との連携 善意通訳、観光ボランティアガイド

広域観光連携 京－伊賀－大和広域観光、県北和連携

刊行物・資料等の発行 年４回情報誌発行

会員の事業等の支援

⑩その他 その他

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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
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71.田辺観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 海水浴場でのライブイベント

セールス

観光情報媒体作成・配付 観光情報誌「WE LOVE TANABE」発行（年３回）、ＨＰ

セールス

観光情報媒体作成・配付

教育旅行誘致 田辺市教育旅行誘致協議会への参画

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 聖地熊野を核とした癒しと蘇りの観光圏協議会への参画

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 地元食材を使用した“食（あがら丼）”の提供（市内１５店舗）

72.大山町観光協会大山観光局

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 冬季駐車場の平日普通車半額措置

観光地美化・修景

旅行商品企画・流通促進 参加体験型プログラムの収集整理

観光案内・ランドオペレーター 地元ガイドボランティア組織の運用

観光イベント スポーツかくれんぼ

セールス

観光情報媒体作成・配付 自前のホームページ作成（日本語＆英語）

セールス インバウンド誘致モニターツアー

観光情報媒体作成・配付 韓国語、英語のマップ整理

教育旅行誘致 スポーツ＆カルチャー合宿

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 全国大会への派遣

観光関係者表彰 地元事業者の永年勤続者表彰

農商工と連携・特産品開発

住民組織（ＮＰＯ）との連携 自治会、参道振興会との協働

広域観光連携 会合多数

刊行物・資料等の発行 会報の発行

会員の事業等の支援 冬季駐車場の平日普通車半額措置

⑩その他 その他 総務省によるiPADをつかった高齢者・障がい者支援事業への協力

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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
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73.米子市観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

政策提言・戦略立案 地域資源を活用し当地域への交流人口の拡大を図る

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 米子市観光案内所の運営

観光地美化・修景 米子城跡美化活動

旅行商品企画・流通促進 美水の郷商品造成、大人達の社会見学他

観光案内・ランドオペレーター 大人達の社会見学、下町ガイド、遊覧船他実施イベントの手配

観光イベント 桜まつり、健康ウォーキング大会、市民茶会他

セールス 首都圏観光大使を利用した宣伝他

観光情報媒体作成・配付 ホームページ、パンフレット作成

セールス

観光情報媒体作成・配付 ホームページ作成

教育旅行誘致 修学旅行誘致

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 ガイド研修

観光関係者表彰 米子市観光協会観光功労者、優良従業員表彰

農商工と連携・特産品開発 地域特産品販売団体との連携

住民組織（ＮＰＯ）との連携

広域観光連携 中海５市観光協会会議他協議会と連携

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

74.境港市観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

政策提言・戦略立案

市へ提言
特に「平成２２年度境港市観光振興プラン」の検討委員会の座長に会

長が就任し、境港市へ観光におけるマスタープランを答申

マーケティング･各種調査 市へ提言する傍ら、観光案内所にて、来訪者に観光アンケートを実施

観光地域づくり基盤形成

市、県、圏域市町村へ提言
特に２次交通対策として、路線のない地区間のバスの実験運行、マイ

カー等への観光施設等への誘導看板設置を中海・宍道湖観光協会

会議の議長団体として、広域の市長会へ提言・実行

観光施設の管理・運営 物産観光センター「みなとまち商店街」の運営、観光案内所の運営

観光地美化・修景 夜間ＬＥＤライトを用いたライトアップの実施

旅行商品企画・流通促進 旅行業者のバス旅行企画への協力と受入体制づくりの構築

観光案内・ランドオペレーター

観光案内所の市町村をまたいだ広域観光案内の充実、外国人観光客
対応の実施

外国人観光客へ対して、外貨両替サービスの実施

観光案内ガイドの育成

観光イベント 妖怪イベントの矢継ぎ早な実施

セールス 旅行業者　招致研修旅行の企画参画

観光情報媒体作成・配付 各種メディアパブリシティーの活用

セールス 中国旅行会社の招致事業

観光情報媒体作成・配付 韓国・ロシア・中国の観光案内図作成

教育旅行誘致 修学旅行プロポーザル時、旅行会社のプラン造成に協力

ＭＩＣＥ誘致
水木しげるロードのまちおこし事例について、会長の講演と視察団の
受入対応を有料化

フィルムコミッション 妖怪イベントの取材依頼をすることにより、テレビ等の取材を誘致

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 水産加工品のＰＲ及び販売

住民組織（ＮＰＯ）との連携 青年会議所等との連携

広域観光連携 中海・宍道湖観光協会会議の議長及び事務局を担当

刊行物・資料等の発行
境港市観光ガイドマップ、境港市観光案内図の作成
妖怪ガイドブックの作成と会員への卸売

会員の事業等の支援
鳥取県観光連盟の補助事業へ観光協会として参画し、会員へ支援を
実施

⑩その他 その他

④国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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

⑦人材育成

⑧連携・受入体制づくり

⑨会員支援

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

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

⑥特定ターゲット誘致等
の取り組み
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75.出雲観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 環境保全活動支援

旅行商品企画・流通促進

観光案内・ランドオペレーター 観光案内所運営、観光ガイド手配

観光イベント 桜まつり、紅葉まつり、菊大会等おもてなし事業、各種イベント支援

セールス 旅行会社・マスコミ等へのセールス、情報説明会、商談会出席

観光情報媒体作成・配付 ホームページ作成、観光パンフレット配布

セールス 国際観光ビジネスフォーラム参加等

観光情報媒体作成・配付 外国語観光パンフレット配布

教育旅行誘致 大阪地区、首都圏の旅行会社、学校訪問

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 観光ガイド養成

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 中海・宍道湖観光協会連携

刊行物・資料等の発行

会員の事業等の支援 会員が実施する観光商品作りや観光振興促進のための事業助成

⑩その他 その他

76.（社）松江観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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

中海市長会からの委託事業として、中海四市観光協会会議で、①圏
域周遊バス運行実験、②2次交通対策、③誘導案内看板設置　など

取り組む

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 第３種旅行業

観光案内・ランドオペレーター 国際観光案内所運営、観光ボランティアガイド派遣

観光イベント 佐陀神能鑑賞会

セールス

観光情報媒体作成・配付 マスコミ等を通じての情報発信、HPでの情報発信

セールス インバウンド専任職員配置によるセールス活動（主に韓国）

観光情報媒体作成・配付 韓国マスコミ等への情報発信、セールス活動

教育旅行誘致 関西圏、首都圏の公立学校を対象に教育旅行誘致セールス

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 タクシー乗務員接遇研修、観ボランティアガイド養成

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 中海四市観光協会会議での事業

刊行物・資料等の発行 観光カレンダー発行、観光事典、書籍発行

会員の事業等の支援

⑩その他 その他

④国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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

⑦人材育成

⑧連携・受入体制づくり

⑨会員支援

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

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

⑥特定ターゲット誘致等
の取り組み
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77.(一般社)津和野町観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

政策提言・戦略立案

マーケティング･各種調査 外国人宿泊客アンケート等

観光地域づくり基盤形成 全地域WiFi化等

観光施設の管理・運営 写真美術館運営

観光地美化・修景 町内ベンチ新設、案内板修復等

旅行商品企画・流通促進 旅行商品企画・流通促進

観光案内・ランドオペレーター 観光案内・ランドオペレーター

観光イベント 観光イベント

セールス セールス

観光情報媒体作成・配付 観光情報媒体作成・配付

セールス セールス

観光情報媒体作成・配付 観光情報媒体作成・配付

教育旅行誘致 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 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 広域観光連携

刊行物・資料等の発行

会員の事業等の支援 会員の事業等の支援

⑩その他 その他

78.（社）倉敷観光コンベンションビューロー

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

政策提言・戦略立案

マーケティング･各種調査 マーケティング･各種調査

観光地域づくり基盤形成 観光地域づくり基盤形成

観光施設の管理・運営 案内所、バス駐車場等

観光地美化・修景 観光地美化・修景

旅行商品企画・流通促進 旅行商品企画・流通促進

観光案内・ランドオペレーター 案内所運営、ガイドとの協働

観光イベント 観光イベント

セールス セールス

観光情報媒体作成・配付 観光情報媒体作成・配付

セールス セールス

観光情報媒体作成・配付 観光情報媒体作成・配付

教育旅行誘致 教育旅行誘致

ＭＩＣＥ誘致 ＭＩＣＥ誘致

フィルムコミッション 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 観光研修会実施

観光関係者表彰

農商工と連携・特産品開発 農商工と連携・特産品開発

住民組織（ＮＰＯ）との連携 住民組織（ＮＰＯ）との連携

広域観光連携 広域観光連携

刊行物・資料等の発行 会報発行

会員の事業等の支援

⑩その他 その他

④国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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

⑦人材育成

⑧連携・受入体制づくり

⑨会員支援

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

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

⑥特定ターゲット誘致等
の取り組み
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79.（社）宮島観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 観光案内

観光イベント 宮島水中花火大会、宮島かき祭り他

セールス 首都圏観光宣伝隊派遣他

観光情報媒体作成・配付

セールス

観光情報媒体作成・配付 外国語ホームページ運営

教育旅行誘致 広島県教育旅行誘致対策事業参加

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 ガイド養成講座、ガイド試験実施

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 日本三景観光連絡協議会

広域観光連携 広島・宮島・岩国地域観光連絡協議会

刊行物・資料等の発行 イベント集・観光ミニ情報の発行

会員の事業等の支援

⑩その他 その他

80.（社）尾道観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 サイクリングツアーの実施、着地型旅行商品の販売

観光案内・ランドオペレーター
観光案内所に英語の話せる職員の配置
観光ボランティアガイドの充実

観光イベント 各種イベントに協力及び協賛後援

セールス

観光情報媒体作成・配付 イベント、祭り等映像紹介（ホームページ）

セールス

観光情報媒体作成・配付 外国語のページの充実（英語・韓国語・中国語）

教育旅行誘致

ＭＩＣＥ誘致

フィルムコミッション 韓国ドラマロケの誘致及びロケ協力

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 瀬戸内しまなみ海道を中心に広域連携の充実

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

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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
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81.長門市観光協会（2011年4月に(一般社)長門市観光コンベンション協会に移行予定）

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

政策提言・戦略立案 協会の法人化（一般社団法人）の取組み

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 青海島キャンプ村の管理・運営

観光地美化・修景

旅行商品企画・流通促進 第３種旅行業取得のための職員の全国公募

観光案内・ランドオペレーター 観光キャンペーンや市内イベントにおける観光アテンダントの派遣

観光イベント 名古屋・東京でのキャンペーンの実施

セールス 九州新幹線全線開業プレイベントの参加

観光情報媒体作成・配付 協会ホームページ「おいでませながと」の運営

セールス 旅行業者、レジャー記者の招待、宣伝事業

観光情報媒体作成・配付 観光ホームページ「おいでませながと」の運営

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 県観連主催の「おもてなし講座」の職員・会員の参加

観光関係者表彰

農商工と連携・特産品開発 やきとリンピック　ｉｎ　今治への参加

住民組織（ＮＰＯ）との連携

広域観光連携 長州路連絡協議会、ながと路観光連絡協議会での取組み

刊行物・資料等の発行 協会報の発行

会員の事業等の支援

⑩その他 その他

82.（社）下関観光コンベンション協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 観光資源の保全開発事業

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 観光客利便の提供と接遇向上事業

観光イベント 観光行事の開催及び助成事業

セールス 観光客誘致等推進事業、観光客誘致及び紹介宣伝事業

観光情報媒体作成・配付 観光客誘致等推進事業、観光客誘致及び紹介宣伝事業

セールス 国際観光交流事業

観光情報媒体作成・配付

教育旅行誘致 観光客誘致等推進事業

ＭＩＣＥ誘致 コンベンション推進事業

フィルムコミッション

観光地経営・リーダー養成 観光行事の開催及び助成事業

接遇スタッフ・ガイド等研修 観光客利便の提供と接遇向上事業

観光関係者表彰

農商工と連携・特産品開発 特産・名産品等の紹介宣伝と育成事業

住民組織（ＮＰＯ）との連携

広域観光連携 観光関係諸団体及び会員との連携調整事業

刊行物・資料等の発行 コンベンション推進事業

会員の事業等の支援

⑩その他 その他

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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

 



 - 336 - 

83.（社）萩市観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

政策提言・戦略立案 萩市観光活性化への提言（２１・２２）

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 ＪＲ萩駅井上勝記念展示館

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
観光案内所の設置
ガイドによる個人・団体対応

観光イベント 着物ウィークｉｎ萩、万灯会、しろ魚まつりなど

セールス

観光情報媒体作成・配付 観光パンフ作成、ホームページ作成・更新

セールス

観光情報媒体作成・配付

教育旅行誘致 体験型スポットの紹介パンフ作成、誘致促進

ＭＩＣＥ誘致

フィルムコミッション 年間を通して実施

観光地経営・リーダー養成

接遇スタッフ・ガイド等研修 会員企業の新人研修の実施

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 ＮＰＯ萩観光ガイド協会との連携

広域観光連携 近隣市町の観光協会との連携

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

84.鳴門市観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 鳴門体験プログラム、なると散策まち歩きモデルコース作成

観光案内・ランドオペレーター
「なると観光ボランティアガイド会」による観光ガイドの実施
レンタサイクルの管理及び運営

観光イベント 鳴門市阿波おどり、納涼花火大会、鳴門湯まつり等

セールス 鳴門観光モニターツアーの実施

観光情報媒体作成・配付 「エフエムびざん」を活用した観光ＰＲ

セールス 中国湖南省張家界市への経済ミッション派遣

観光情報媒体作成・配付 中国語・英語版パンフレットの作成

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 なると観光ボランティアガイド養成講座開催

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 鳴ちゆるマップ作成、「鳴門へおいで」のロゴ・キャッチコピー作成

会員の事業等の支援

⑩その他 その他

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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
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85.（財）高松観光コンベンション・ビューロー

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 ぷち旅プランの造成・販売（第３種旅行業）

観光案内・ランドオペレーター 高松市インフォメーションプラザ

観光イベント

セールス 旅行ＡＧＴに対する商品造成依頼

観光情報媒体作成・配付 パンフレット（うどんＭＡＰ等）

セールス アシアナ機関誌

観光情報媒体作成・配付 パンフレット（４カ国語）

教育旅行誘致 韓国

ＭＩＣＥ誘致 コングレスを中心として活動

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 観光圏に参画（電動自転車を配置）

刊行物・資料等の発行 機関紙（年３回）

会員の事業等の支援

⑩その他 その他 サンポート高松のにぎわい創出事業

86.内子町観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

政策提言・戦略立案 平成１９年度に立案後、実施

マーケティング･各種調査 地元大学の観光アンケート調査実施

観光地域づくり基盤形成
過疎地域の地域振興を観光振興に求める地域への支援、相談業務を
実施

観光施設の管理・運営 観光振興拠点施設の運営支援

観光地美化・修景

旅行商品企画・流通促進 観光庁のモニターツアー実施

観光案内・ランドオペレーター 内子町町並みガイドの会運営による観光案内手配

観光イベント 後援団体として支援

セールス 県内外マスメディア、旅行雑誌記者取材対応

観光情報媒体作成・配付 散策マップ作成、ＨＰのリニューアル作成

セールス ＶＪ事業の受入れ支援

観光情報媒体作成・配付 内子町観光協会ＨＰの多言語化

教育旅行誘致 内子町行政が実施

ＭＩＣＥ誘致

フィルムコミッション 愛媛県が実施しているＦＣを支援

観光地経営・リーダー養成 ニューツーリズム研修

接遇スタッフ・ガイド等研修 内子町町並みガイドの会研修を実施

観光関係者表彰

農商工と連携・特産品開発 道の駅内子フレッシュパークからり事業の支援

住民組織（ＮＰＯ）との連携 観光振興拠点施設運営の支援

広域観光連携 内子町行政の広域観光を支援

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

④国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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

⑦人材育成

⑧連携・受入体制づくり

⑨会員支援

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

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

⑥特定ターゲット誘致等
の取り組み
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87.（財）松山観光コンベンション協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 大神輿総練（イベント）

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
「おいでんか松山」観光客誘致促進事業（旅行会社への旅行商品パン
フレットの助成）

観光案内・ランドオペレーター
観光案内所運営・委託
観光ボランティアガイド事業

観光イベント
松山DAY in 神宮球場観光キャンペーン、松山の観光と物産展（東
京・札幌・奈良）

セールス

観光情報媒体作成・配付 ホームページ運営、ポスター作成

セールス 台湾招聘事業、韓国招聘事業、台湾・台北市観光キャンペーン

観光情報媒体作成・配付

教育旅行誘致

ＭＩＣＥ誘致 ＩＭＥ２０１０への参加、中国・四国地区コンベンション誘致懇談会

フィルムコミッション

観光地経営・リーダー養成 ＪＮＴＯ、ＪＣＣＢの職員研修への参加

接遇スタッフ・ガイド等研修
「ふるさとふれあい塾」松山観光文化コンシェルジュ講座、コンベンショ
ンボランティアに対しての研修会

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 機関紙の発行

会員の事業等の支援 調査研究事業（講演会）

⑩その他 その他 台湾・台北市との交流に伴う団体旅行者支援事業

88.（社）高知市観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 龍馬に大接近

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
観光案内所開設　龍馬の生まれたまち歩き「土佐っ歩」
まごころ観光推進キャンペーン、観光ガイドボランティア

観光イベント 高知城花回廊、よさこい祭り、よさこい全国大会等

セールス 観光ＰＲキャラバン、観光びらきパーティ

観光情報媒体作成・配付 観光パンフレット配布、物販事業、ホームページ

セールス

観光情報媒体作成・配付 観光パンフレットの多言語化

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 土佐観光大学ガイド養成講座

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 南国土佐皿鉢祭

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

⑩その他 その他 プロ野球球団誘致支援事業

④国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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

⑦人材育成

⑧連携・受入体制づくり

⑨会員支援

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

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

⑥特定ターゲット誘致等
の取り組み
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89.（社）四万十町観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 観光案内板設置

観光施設の管理・運営 文化的景観を活かした観光事業

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 街歩き観光ガイドあちこちたんね隊発足

観光イベント

セールス 旅行会社バス会社訪問営業（大阪・香川）

観光情報媒体作成・配付

セールス

観光情報媒体作成・配付 英語版ＨＰ作成

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 拠点ビジネス事業

住民組織（ＮＰＯ）との連携

広域観光連携 高幡観光活性化検討委員会・予土線沿線協議会

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

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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

 

※90.株式会社西土佐四万十観光社は取り組み事業については無回答 

91.柳川市観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 観光情報センター管理運営、案内業務受託

観光地美化・修景 川下りコース沿いの植栽、事業

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

⑩その他 その他

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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
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92.（社）嬉野温泉観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 嬉野川清掃

旅行商品企画・流通促進

観光案内・ランドオペレーター 韓国旅行社、ブロガーレセプション

観光イベント アジア太平洋フェスティバル福岡への参加

セールス 観光プロデュース会議

観光情報媒体作成・配付

セールス 韓国宣伝、ハナツアーの旅博覧会、テレビショッピング

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 青年部４０周年記念誌

会員の事業等の支援

⑩その他 その他

93.神埼町観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 臨時駐車場の整備

観光施設の管理・運営 観光案内所の改修

観光地美化・修景 観光地美化清掃

旅行商品企画・流通促進 旅行商品の県との協同開発

観光案内・ランドオペレーター 観光案内所運営、特産品展示販売

観光イベント 夏まつり、観光施設の一般公開の共催

セールス ゆるきゃらを使ったＰＲ活動

観光情報媒体作成・配付 ホームページ有

セールス

観光情報媒体作成・配付

教育旅行誘致 県企画会議等への参加

ＭＩＣＥ誘致

フィルムコミッション 観光案内専門員により対応

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 商工会とタイアップし、麺懐石開発

住民組織（ＮＰＯ）との連携 CSO組織と協力し、まちづくりに参加

広域観光連携

刊行物・資料等の発行

会員の事業等の支援 役員によるイベント支援

⑩その他 その他

⑦人材育成

⑧連携・受入体制づくり

⑨会員支援

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

⑥特定ターゲット誘致等
の取り組み

④国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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

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
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94.（財）佐世保観光コンベンション協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

政策提言・戦略立案

マーケティング･各種調査 佐世保地区観光情報分析業務

観光地域づくり基盤形成

観光施設の管理・運営 佐世保中央ＩＣ駐車場

観光地美化・修景

旅行商品企画・流通促進 ハウステンボス・西海パールシーリゾットとの連携事業

観光案内・ランドオペレーター

観光情報センターの年間運営
ランドオペレーターを核とし、佐世保ガイドネットワークを活用した着地

型旅行の事業化及び開発支援

観光イベント ＹＯＳＡＫＯＩ、きらフェスなど各種事業協賛

セールス エージェントタイアップ事業

観光情報媒体作成・配付 「佐世保ギャラリー」新設

セールス 中国（藩陽市・蘇州市・青島市）へのトップセークレス

観光情報媒体作成・配付

教育旅行誘致 佐世保米軍基地見学プログラムを構築

ＭＩＣＥ誘致

フィルムコミッション 大河ドラマ「龍馬伝」の展示館の活用

観光地経営・リーダー養成

接遇スタッフ・ガイド等研修 着地型観光ガイド育成事業

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 「平戸・佐世保・西海ロングステイ観光圏」の活用

刊行物・資料等の発行 グルメ・宿泊情報誌「タウンズ」・「夜遊びマップ」作成

会員の事業等の支援

⑩その他 その他
佐世保スタイルの着地型ツアー商品「時旅＝ときたび」メニューを開発
し、第２種旅行業へ移行して旅行エージェントとしての基盤を強化

95.（社）平戸観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

政策提言・戦略立案

マーケティング･各種調査 観光動向調査、マーケット調査等

観光地域づくり基盤形成

商店街活性化・物産・その他誘客事業
ハウステンボスとの連携事業

ニューツーリズムの受地開発

観光施設の管理・運営 観光土産品の宣伝販売

観光地美化・修景

旅行商品企画・流通促進 旅行商品造成（キリシタン紀行～平戸への旅他）（第３種旅行業）

観光案内・ランドオペレーター

観光案内所運営
平戸観光周遊バス運行

レンタカー取次・レンタサイクル貸出事業

観光イベント 鄭成功祭り・平戸くんち城下秋まつり他

セールス 国内向け誘致宣伝（教育旅行招聘）

観光情報媒体作成・配付 新聞・テレビ・ラジオ等情報媒体活用事業

セールス 海外向け誘致宣伝（商談会、国際旅フェア、国際旅博）

観光情報媒体作成・配付 外国語パンフ作成、多国語ホームページ製作

教育旅行誘致 中国藩陽市の小学校招聘

ＭＩＣＥ誘致

フィルムコミッション 映画ロケ地紹介

観光地経営・リーダー養成

接遇スタッフ・ガイド等研修 商店街従業員を対象とした研修会

観光関係者表彰

農商工と連携・特産品開発 平戸和牛＆活イカまつり、平戸ひらめまつり、平戸あら鍋まつり

住民組織（ＮＰＯ）との連携 平戸観光ウェルカムガイド、ＮＰＯ平戸遊学ネット等

広域観光連携 東アジア誘客３県都市連携会議、観光圏整備事業

刊行物・資料等の発行

会員の事業等の支援 専用ホームページの活用事業等

⑩その他 その他

⑦人材育成

⑧連携・受入体制づくり

⑨会員支援

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

⑥特定ターゲット誘致等
の取り組み

④国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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

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
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※96.(社)天草宝島観光協会は取り組み事業については無回答 

97.（財）熊本国際観光コンベンション協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 着地型商品「くまもとさるく」における新コースの設定

観光案内・ランドオペレーター
観光ボランティアガイドによる案内（事業予約、熊本城内における随時
案内）の実施　＊ボランティアガイド団体との管理委託

観光イベント 伝統芸能「肥後琵琶の夕べ」開催　＊ＪＴＢ商品

セールス

企画造成を行っている主要都市へのセールスおよび企画担当者を招
へい。東京・大阪・名古屋・神戸でので説明会実施。広島におけるプロ

モーション（マツダスタジアムスポンサードゲーム物産展）

観光情報媒体作成・配付 観光パンフレット、ガイドマップ、グルメマップの作成・配布

セールス

観光情報媒体作成・配付

教育旅行誘致
パンフレット作成・配布、バス助成の交付、ボランティアガイドの派遣、
沖縄での説明会、セールスの実施

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 阿蘇、天草、熊本市連携協議会

刊行物・資料等の発行 コンベンションニュース作成・配付

会員の事業等の支援

⑩その他 その他

98.南小国町観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 年４～５回、草刈・ゴミ・空缶拾い

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 「深発見フェスタ」開催

セールス

観光情報媒体作成・配付 マップ作成、ホームページ更新

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 地産地消の推進

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 各事業への補助

⑩その他 その他

⑦人材育成

⑧連携・受入体制づくり

⑨会員支援

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

⑥特定ターゲット誘致等
の取り組み

④国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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

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
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99.（社）別府市観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 第３種旅行業

観光案内・ランドオペレーター 観光案内所３ヶ所の運営、観光ガイドの手配

観光イベント
温泉まつり、一気登山大会、夏の宵まつり、ダンスフェスタ、別府クリス
マスＨＡＮＡＢＩファンタジア

セールス 個別セールス、合宿誘致セールス

観光情報媒体作成・配付 各種媒体への広告掲出、広域圏のパンフレット作成

セールス 上海国際博覧会観光宣伝、上海観光関係者招聘事業

観光情報媒体作成・配付 海外旅行者ＨＰへの年間バナー広告提出、各種媒体への広告提出

教育旅行誘致 教育旅行向け商品ジュニアオンパクの開発とセールス

ＭＩＣＥ誘致

フィルムコミッション ロケ支援（随時）

観光地経営・リーダー養成

接遇スタッフ・ガイド等研修
別府八湯語り部の会（講座と定例散策の実施）、接遇研修、英、韓、中
の語学研修実施

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 豊の国千年ロマン観光圏事務局受託

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

100.（社）日田市観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

政策提言・戦略立案 地元農産物を活用したグルメ、広域連携

マーケティング･各種調査 ギャップ調査

観光地域づくり基盤形成

観光施設の管理・運営 観光案内所、資料館

観光地美化・修景

旅行商品企画・流通促進 福岡都市部からのバスツアー（第３種旅行業）

観光案内・ランドオペレーター ご当地ガイドの募集、育成

観光イベント 行政と連携し各種イベント実施

セールス 同合商品説明会参加、個別商談

観光情報媒体作成・配付 通年・季節版パンフレット、ホームページ

セールス ニューヨークでの物産展

観光情報媒体作成・配付 ホームぺージ

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 地元農産品を活用したグルメ「ベジタブルツーリズム」

住民組織（ＮＰＯ）との連携

広域観光連携 筑後川上流域観光圏協議会

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

⑦人材育成

⑧連携・受入体制づくり

⑨会員支援

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

⑥特定ターゲット誘致等
の取り組み

④国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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

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
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101.(一般社)高千穂町観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

政策提言・戦略立案 観光地としてのコンセプトづくり準備

マーケティング･各種調査 観光宣伝隊によるサンプリング調査

観光地域づくり基盤形成 ３県をまたいだ広域観光連携。竹田・阿蘇・高千穂観光協会提携調印

観光施設の管理・運営 高千穂での観光ボートの運営

観光地美化・修景 地域公民館と協同で美化、修景事業

旅行商品企画・流通促進
旅行部による着地型旅行商品の企画（平成22年に第３種、23年に第２
種旅行業を取得）

観光案内・ランドオペレーター
案内所３ヶ所運営・観光ガイド養成と有料ガイドの実施、ガイドテストの
実施

観光イベント 北山たけしコンサートを実施して宿泊客増対策

セールス 九州新幹線開業の誘致活動

観光情報媒体作成・配付 ホームページにツイッターをはり、情報発信

セールス 台湾観光客誘致セールスと提携協会捜し

観光情報媒体作成・配付 ホームページに英、韓、中ページ作成・提示

教育旅行誘致 教育旅行誘致を広域で研究会

ＭＩＣＥ誘致 インセンティブツアーや大会等はなし

フィルムコミッション 台湾のテレビドラマにて放映実施

観光地経営・リーダー養成 職員２名が総合と国内旅行業資格取得

接遇スタッフ・ガイド等研修 韓国語接遇講座好評

観光関係者表彰 総会において優秀施設を表彰

農商工と連携・特産品開発 地域公民館と農商工で連携中

住民組織（ＮＰＯ）との連携 ＮＰＯとはないが、ボランティア団体と連携

広域観光連携 実益を伴う阿蘇くじゅう観光圏にアプローチ

刊行物・資料等の発行 観光協会だよりを発行、出版物発行

会員の事業等の支援 できる限り会員企業の仕事を発注

⑩その他 その他

102.（一般社）日南市観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

政策提言・戦略立案

マーケティング･各種調査 交通量、観光地動向調査

観光地域づくり基盤形成 レンタルサイクル　飫肥肥城下町鯉飼育事業

観光施設の管理・運営 堀川資料館管理運営事業

観光地美化・修景 観光地周辺環境美化事業

旅行商品企画・流通促進 日南に泊まろうキャンペーン（２千円のクーポン発行）

観光案内・ランドオペレーター 観光案内所運営事業（油津駅）　観光ボランティアガイド

観光イベント 飫肥城下まつり、油津港まつり、他

セールス 口蹄疫復興キャンペーン、ＪＲ博多シティＰＲ、他

観光情報媒体作成・配付 各種マップ、時刻表等の作成

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

⑩その他 その他 スポーツキャンプ受入事業（広島カープ、西武ライオンズ、他　　多数）

⑦人材育成

⑧連携・受入体制づくり

⑨会員支援

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

⑥特定ターゲット誘致等
の取り組み

④国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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

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
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103.（社）霧島市観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

政策提言・戦略立案

マーケティング･各種調査 観光動向調査

観光地域づくり基盤形成

観光施設の管理・運営 霧島温泉市場の管理・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 案内所運営、登山トレッキング開催

観光イベント 剣道大会、グラウンドゴルフ大会

セールス 街頭宣伝、コンベンション誘致

観光情報媒体作成・配付
マップ作成配布、ホームページ、「龍馬伝」関係パンフ、九州新幹線全
線開業事業

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 観光功労者等表彰

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 霧島尾久観光連絡協議会

刊行物・資料等の発行 会報

会員の事業等の支援

⑩その他 その他 着地型観光メニューモデル開発事業

104.（財）鹿児島観光コンベンション協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 維新ふるさと館（指定管理者）

観光地美化・修景 国立公園桜島地区美化協議会

旅行商品企画・流通促進 まち歩き所品の企画・ＰＲ等

観光案内・ランドオペレーター
鹿児島中央駅総合観光案内所他３ヶ所運営
まち歩き観光ステーション（観光ボランティアガイドの管理運営）

観光イベント 錦江湾サマーナイト大花火大会・おはら祭等

セールス 各都市へのお祭り交流・宣伝隊の派遣・コンベンション誘致等多数

観光情報媒体作成・配付 機関紙の発行、カレンダーの発行、新聞雑誌掲載等、多数

セールス

観光情報媒体作成・配付

教育旅行誘致 主に「県観光連盟」担当　年１回同行セールス

ＭＩＣＥ誘致 年３回　主に東京で誘致セールス実施

フィルムコミッション かごしまフィルムオフィスへ取組み

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 県特産品協会との「物産観光展」（年２回実施）

住民組織（ＮＰＯ）との連携 ２団体（ＮＰＯ）との連携実施中

広域観光連携 九州観光協会（各都市の協会）との年３回の会議実施

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

⑧連携・受入体制づくり

⑨会員支援
毎月の情報提供、定期的な刊行物の提供、年２回会員対象の研修旅
行と講演会・懇親会実施

③旅行商品・来訪者対応

④国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

セールス活動は市観光企画課担当
東アジア４カ国（中国、韓国、台湾、香港）の各エージエントへ補助金

交付（協会担当）

⑥特定ターゲット誘致等
の取り組み

⑦人材育成 主に「県観光連盟」が実施

⑦人材育成

⑧連携・受入体制づくり

⑨会員支援

①政策提言・調査 鹿児島空港国際化促進協議会・新幹線効果活用プラン推進会議

②観光地域づくり

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

⑥特定ターゲット誘致等
の取り組み
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105.（社）屋久島観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

政策提言・戦略立案

マーケティング･各種調査 関係機関との共催によるマーケティング

観光地域づくり基盤形成

観光施設の管理・運営 山岳部の避難小屋維持管理業務受託

観光地美化・修景 登山道補修等業務受託

旅行商品企画・流通促進

観光案内・ランドオペレーター
観光案内
宿・タクシー・レンタカー・ツアーガイド等の紹介業務

観光イベント
石南花登山・釣り大会（フィッシングＩＮ屋久島）・サイクリング大会（共
催）

セールス 県外（東京・福岡）でのＰＲイベント開催

観光情報媒体作成・配付 ホームページによる情報配信

セールス

観光情報媒体作成・配付

教育旅行誘致 他の関係機関と共催で取り組み

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 スタッフ接遇研修・ツアーガイド研修

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 種子島・霧島との連携

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

106.種子島観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 観光スポットの清掃

旅行商品企画・流通促進

観光案内・ランドオペレーター
西ノ表港観光案内所での対応
教育・修学旅行・一般ツアーへのガイド、体験学習手配等

観光イベント

セールス 福岡地区観光誘致キャンペーン、県内誘致活動

観光情報媒体作成・配付 宿泊施設空室状況、グリーンツーリズムパンフレット作成・発信

セールス

観光情報媒体作成・配付

教育旅行誘致 大阪・神戸・姫路・広島・岡山・福岡地区誘致活動

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 宿泊施設会員向けマナー研修会

観光関係者表彰

農商工と連携・特産品開発 食の地産地消と農家民泊受入れに取り組む

住民組織（ＮＰＯ）との連携 教育・修学旅行誘致活動

広域観光連携

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

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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
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107.竹富町観光協会

事業区分 事業項目 平成22年度の取り組み事業

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 西表島学校事業

観光案内・ランドオペレーター

観光イベント

セールス 八重山ビジターズビューロー事業で取り組み

観光情報媒体作成・配付 ぱいぬ島ストーリーパンフレット作成

セールス 八重山広域市町村事務組合事業で取り組み

観光情報媒体作成・配付

教育旅行誘致 八重山ビジターズビューロー事業で取り組み

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 石垣市観光協会と共催で研修会開催

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 入域月報発行

会員の事業等の支援

⑩その他 その他

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国内プロモーション等

⑤海外プロモーション等

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
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■組織概要 

・社団法人、任意団体がそれぞれ約 3 割を占めている。新公益法人制度への移行の最中

であり、既に一般社団法人に変更・移行した組織が 14％みられた。 

・今後は一般社団法人を目指す組織が最も多く、次いで任意団体、公益社団法人、公益

財団法人の順となっている。 

 

■組織体制 

・職員数は 10 人未満の小規模な組織が約 7 割を占める。市町村職員などの兼務職員を

有する組織が約 2 割あり、専従職員のいない組織も 7 組織みられた。観光産業経験者

を有する組織は約 3 割であり、旅行業やホテル業などの経験者が多い。 

・公募で採用した職員を有する組織は約 3 割で、今後、公募を行いたいという組織も 1

割ほどみられる。 

・実務面での総合的な責任者は、常勤の事務局長が多いが、非常勤の会長職等を責任者

とする組織もある。経歴については、市町村観光所管課に勤務経験のある人材が多い

が、旅行会社に勤務していた人材が責任者となる例もみられた。 

・会員数は、約 6 割の組織で減少傾向にある。 

 

■事業規模と組織運営のしくみ 

・年間事業規模については、1 億円未満が約 6 割、1～2 億円規模が約 3 割となっている。 

・収入を項目別にみると、組織によってばらつきはあるものの、行政等からの補助金が

やや多く、そのほか受託金や収益事業収入が主な収入源となっている。 

・歳入全体でみると半数が減少傾向にあり、会費などが減少している組織が多い。 

 

■取り組み事業 

・観光案内・ランドオペレーター事業、観光イベント、国内プロモーション業務が中心

になる。海外プロモーションに取り組んでいる組織は半数程度である。その他、観光

施設の管理・運営、農商工との連携・特産品開発に取り組む組織も比較的多い。 

・今後特に重要となる事業として、国内セールスや観光案内・ランドオペレーター事業

と並んで、観光地域づくり基盤形成や旅行商品企画・流通促進も挙げられている。 

 

■旅行事業の展開 

・約半数の組織が何らかの旅行商品企画・販売を行っている。旅行業登録を行っている

のは 2 割（22 組織）であり、第３種登録が 16 組織、第２種登録が 6 組織で行われて

いる。 

・旅行商品の企画・販売を行っている組織では、観光資源の活用や観光事業の活性化と

５－３ 組織運営および事業の実態と課題のポイント 
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いった効果が多く挙げられている。収益事業と評価している組織は 3 割程度である。 

・今後、旅行業登録を行う具体的な予定がある組織、または将来的に登録したいとする

組織も 2 割みられる。 

・課題として、約半数の組織で中心的に取り組む人材不足が挙げられている。 

 

■インバウンド事業の展開 

・多言語パンフレット・マップ等の作成・配付など、旅行者への観光情報媒体作成に関

する事業の取り組み意向が高い。外国語案内表示・標識等の整備についても 4 割近く

の組織が取り組む予定である。 

・課題として、専門的に関われる人材不足を挙げる組織が最も多いほか、ノウハウ不足

を挙げる組織も比較的多い。 

 

■人材育成事業の展開 

・必要としている人材として、観光地全体の経営リーダー、ガイド・インストラクター

等が挙げられ、これらの人材の育成方法として、主に講演会や研修プログラム・セミ

ナーの開催・参加支援が予定されている。 

・課題として、講演や研修等のノウハウ不足に加えて、参加者が集まらないことも課題

となっている。 

 

■組織上の課題 

・都府県や政令指定都市の観光協会等と同様に、多くの組織で予算不足や補助金等への

依存体質が課題となっているが、これらに次いで市町村観光協会に多いのは人材不足

の問題である。専門的な人材はもとより事務局職員そのものが足りていない状況もみ

られる。 

 

 


