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は  じ  め  に 
 

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

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

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

査を行い、『地方自治体等の観光行政実態調査報告書』をまとめています。 

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

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

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

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

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

興に取り組むようになってきました。 

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

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

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

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

ひとつとして、観光立国・地域活性化戦略が位置づけられています。 

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

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

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

要となるなど、多様化、複合化してきています。 

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

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

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

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

観光協会・連盟の役割は大変大きいと考えられます。 

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

然るべき支援措置を講じていく必要があると自覚しています。 
 

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

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

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

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

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

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

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

されていくことを願っています。 

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

申し上げます。 

平成 23 年３月 
 

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

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

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

が進んでいる。 

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

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

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

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

に先の時代を読み、観光地経営の革新を図っていくことが望まれる。 

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

自体も転換期にきていると言える。 

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

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

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

取り組むべき各観光協会の支援策等の検討にもつなげていく。 

 

 

 

 

 

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

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

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

意向、事業推進に当たっての課題等を明らかにした。 

①広域観光推進組織（北海道観光振興機構を含む） 

②都府県観光協会・連盟 

③政令指定都市の観光協会 

④主要観光地の市町村観光協会 

⑤先進的な観光地域づくり組織 

 

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

 

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

考察をまとめるとともに、各組織の情報をシート化して整理している。 

 

序－１ 本書のねらい 

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

区分 調査対象 
事業報告書等 

資料収集数 

アンケート 

調査回答数 

ヒアリング 

調査対象数 

①広域観光推進組織 

 

北海道、東北、中部広域、関西広

域、中国、四国、九州の７組織 
７組織 ６組織 ２組織 

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

③政令指定都市の観光

協会 

19 政令指定都市の観光協会のうち

②と重複する財団法人大阪観光コ

ンベンション協会を除く 18組織 

１８組織 １５組織 － 

④主要観光地の市町村

観光協会 

以下の資料で対象とされた主要観

光地の市町村観光協会 221 組織 

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

b.観光庁「地域いきいき観光まち
づくり 100」 

c.ジェイティービー監修「ＪＴＢ宿
泊白書」 

－ １１１組織 － 

⑤先進的な観光地域づ

くり組織 

上記④以外で､次に該当する 19組織 

d.都府県観光協会等へのアンケー

ト調査の中で推薦された組織 

e.優秀観光地づくり賞受賞組織 

f.専門家から推薦のあった組織 

－ １４組織 １３組織 

 

アンケート調査の概要は以下のとおりである。 

■調査対象：各組織の事務局長等（常勤で、実務面での実質的な責任者） 

■調査方法：郵送配付（希望者には、後日Ｅメールで調査票を送付） 

郵送・ＦＡＸ・Ｅメールで回収 

■調査項目： 

項 目 細     項     目 

１ 組織体制 ○法人形態 

○役職員数（常勤・非常勤、出向状況等） 

○実務面での実質的な責任者の経歴 

○事務所の形態、出先機関とその機能 

２ 会員・予算 ○会員数、会員の増減動向 

○収入の動向 

○観光施設等の管理運営と、指定管理制度による影響 

３ 事業内容 ○取り組んでいる事業内容 

 10 の事業カテゴリーに分類した場合に該当する事業 

 今後重点的に取り組む意向の事業、その理由 

○着地型旅行商品の企画・流通促進への取り組み､効果､課題 

○インバウンド事業への取り組み、効果、課題 

○人材育成事業への取り組み、効果、課題 

４ 組織の課題 

  必要な支援 

○組織運営に当たっての課題 

○会員や行政からの要望 
 



 

 

 

 

 

 

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

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

中で大変厳しい状況にある。 

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

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

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

ろでこれらによる歪みが露呈してきている。 

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

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

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

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

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

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

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

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

り、観光・交流の素材として活用していく可能性が高まった結果といえよう。 

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

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

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

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

以下では、2000（平成 12）年以降の観光行政を概観しておく。 

●観光立国推進基本法と観光庁の設立 

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

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

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

けるとともに、以下のような主旨をもつものである。 

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

主体的な取組みを尊重しつつ、地域の住民が誇りと愛着を持つことのできる活力に

満ちた地域社会の持続可能な発展を通じて国内外からの観光旅行を促進すること

が、将来にわたる豊かな国民生活の実現のため特に重要であるという認識の下に施

策を講ずべきこと等を定める 

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

際競争力の強化及び観光の振興に寄与する人材の育成、国際観光の振興、観光旅行

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

 

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

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

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

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

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

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

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

域における観光振興への取り組みの姿勢として、普遍的なものとなっている。 

 

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

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

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

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

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

 

 

■直近の 10 年間の主な観光行政 

年 主 な 観 光 行 政 の 取 り 組 み 

2000（平成 12）年 新ウェルカムプラン 21 を提言 

全国広域観光振興事業が始動 

2002（平成 14）年 国土交通省発足・総合政策局に観光部を設置 

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

ビジットジャパンキャンペーン実施本部（ＶＪＣ）開設 

観光カリスマの選定開始 

観光立国行動計画を策定、観光立国担当大臣を新設 

2004（平成 16）年 美しい国づくりを目指し、「景観法三法」を公布 

2005（平成 17）年 観光ルネッサンス事業を開始 

2006（平成 18）年 「観光立国推進基本法」が成立 

2007（平成 19）年 「観光立国推進基本法」施行 

「観光立国推進基本計画」を閣議決定 

「エコツーリズム推進法」が成立（翌年施行） 

2008（平成 20）年 「観光圏整備法」を施行 

観光庁発足 

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

に観光が位置づけられる） 

「観光立国推進本部」発足(本部長:国土交通大臣､全府省の副大臣等で構成） 

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

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

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

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

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

観光立国・地域活性化戦略が位置づけられている。 

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

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

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

ているのである。 

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

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

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

分野において、関係省庁間の検討を進めている。 

 

（２）インバウンドの新たな目標と国内観光の梃子入れ 

●新たな段階を迎えた訪日外国人観光客誘致 

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

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

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

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

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

いる。 

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

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

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

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

どう取り込むかが大きな課題となっている。 

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

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

の活性化につなげていくことが課題となっている。 

●低迷する国内観光の振興に向けた取り組み 

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

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

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

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

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

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

札である。 

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

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

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

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

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

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

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

ており、『観光まちづくり』という概念が誕生してきている。 

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

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

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

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

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

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

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

光地域づくりの中核的担い手としての役割が求められていると言えよう。 

●地方公共団体と観光事業者その他関係者との連携による国際競争力を持つ観

光地の形成 

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

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

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

の認定が行われている。 

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

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

れている。 

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

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

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

体による取り組みを選定の上、支援している。 

 

日本観光協会における「観光地域づくり基盤・受入体制整備促進事業」 

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

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

よる観光振興を図ることとしている。 

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

●魅力ある観光地域づくりを支える人材育成 

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

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

てビジネスモデルの創出や課題抽出を進めている。 

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

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

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

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

イドライン案の作成や研修など支援措置がとられている。 

また観光立国推進基本計画でも目標設定がされている観光ボランティアガイドの育

成も課題となっている。 

 

日本観光協会における「人材育成事業」 

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

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

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

 

（３）国際観光の振興 

●観光魅力の情報発信事業 － ビジット・ジャパン事業 

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

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

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

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

関する経験も蓄積されてきているものと考えられる。 

なお訪日外国人旅行者への海外プロモーションは、主に海外メディアの日本への招

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

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

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

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

訪日教育旅行の誘致等を行っている。 

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

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

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

予想される。 

●ＭＩＣＥ（国際会議等）の誘致の促進 

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

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

事業が、国、地域双方で始動している。 

 

日本観光協会における「観光交流活性化事業」 

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

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

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

こととしている。 

 

（４）観光旅行促進のための環境整備 

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

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

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

んでいる。 

●ニューツーリズム等新たな観光旅行の分野の開拓 

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

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

つある。 

 

日本観光協会における「新たな観光アイテム・需要創造事業」 

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

成を行い、新たな観光アイテムの創造を図ることとしている。 

 

●新たな情報ツールを用いた、情報環境整備 

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

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

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

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

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

よう。 

 

日本観光協会における「観光情報収集・提供システム整備事業」 

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

需要の喚起を図ることとしている。 

 

 



 

 

 

 

 

 

第２章 広域観光推進組織の組織および運営事業

の実態と課題 
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広域観光推進組織は、北海道、東北、中部、関西、中国、四国、九州といった広域エ

リアにおいて、自治体・事業者・団体さらには国や関係機関等の官民の連携協力により、

地域一体の魅力ある観光地づくりや国内外観光客の誘客を推進している。近年、統合・

創設が相次いだ広域観光推進組織は、広域観光ルートの開発や、海外プロモーションに

積極的に取り組んでおり、役割を増している。 

本節では、広域観光推進組織を対象としたアンケート調査（7 組織中 6 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 

・広域観光推進組織 6 組織のうち 5 組織は任意団体であり、北海道観光振興機構のみ

社団法人（新公益法人制度への移行前）である。 

任意団体 5

社団法人（新公益

法人制度移行前）

1

【現在の法人形態】

 

 

②今後の法人形態についての考え 

・今後、2 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（予定含む）は、公益社団法人、一般社団法人化への移行

を検討している組織がそれぞれ 1 組織ずつあり、その他は任意団体のまま変更の予

定はない。 

２－１ 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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変更の予定はな

い 4

変更･移行する予

定 2

【今後の法人形態についての考え】

 

任意団体 4

公益社団法人 1

その他（一般社団

法人化を検討中）

1

【今後の法人形態（予定）】

 

 

③組織の役職員数 

・専従役員数は、4 組織で 0 人（不在）であり、ほか 1 人、2 人がそれぞれ 1 組織ずつ

となっている。 

4

1

1

0

0

0 1 2 3 4 5

0人

1人

2人

3人

4人

【専従役員数】

 

 

・専従・兼務を合わせた職員数は平均 15.5 人であり、北海道観光振興機構（29 人）

や九州観光推進機構（26 人）では比較的多い。 

・兼務職員は 0 人ないしは 1～2 人程度である。 
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29

17

7

2

11

24

0

0

0

1

0

2

0 10 20 30 40

社団法人北海道観光振興機構

東北観光推進機構

中部広域観光推進協議会

中国地域観光推進協議会

四国ツーリズム創造機構

九州観光推進機構

（名）【職員数】

専従職員数

兼務職員数

 

 

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組織はない。今後、

正職員公募を行いたいという組織もない。 

 

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、本部長が 3 組織（事業推進本部長など）、事務局長が

2 組織、常務理事が 1 組織となっている。 

本部長 3

事務局長 2

常務理事 1

【実務面での総合的な責任者】

 

 

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 5 組織、公共の庁舎等を間借りしているのが 1

組織となっている。 
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賃借 5

公共の庁舎等を

間借り 1

【本部事務所の形態】

 

 

 

（２）組織の会員と予算について 

①組織の会員数 

・正会員・賛助会員合わせて 100 団体前後の組織が多いが、北海道観光振興機構は正

会員 1415 団体、東北観光推進機構は賛助会員 793 団体と特に多い。 

1,415

105

78

82

16

157

143

793

0

79

0 500 1,000 1,500

社団法人北海道観光振興機構

東北観光推進機構

中部広域観光推進協議会

中国地域観光推進協議会

四国ツーリズム創造機構

九州観光推進機構

（団体）【会員数】

正会員

賛助会員等

 

 

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、増加傾向が 3 組織、変化なしが 2 組織で

ある。 

増加傾向 3

変化なし2

【会員数に関わる近年の動向】
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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、「積極的な会員の勧誘を行った」「インバウン

ド観光への気運の盛り上がり」という回答がみられた。 

 

④近年の収入動向 

・近年の収入動向は、全体（歳入合計）でみると増加傾向は 1 組織のみであり、4 組

織は減少傾向にある。 

・項目別にみると、組織によって増減傾向はまちまちであり、会費や分担金（負担金）

収入は 2 組織で増加傾向にあるが、減少傾向にある組織もみられる。 

1

2

2

2

2

3

4

2

1

1

1

1

5

4

5

0 1 2 3 4 5 6

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)
 

 

⑤収入の増減の理由 

・収入が増加している理由として、「会員の増加」「インバウンド観光への機運の盛り

上がり」が挙げられ、会費や分担金（負担金）収入が増加している。 

・収入が減少している理由として、「大口会員の減少、会費減額の承認」「補助金の減

少」「地方公共団体負担金の減少」などが挙げられている。 

 

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組織はなく、指定管理者制度

による影響もない。 
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もともと実施してい

ない 5

(空白) 1

【観光施設・駐車場等の指定管理】

 

指定管理者制度

の影響なし5

(空白) 1

【指定管理者制度後の動向】

 

 

 

（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、6 組織すべてが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」、海外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。また、広域観光推

進組織に特徴的な取り組みとして「マーケティング・各種調査」（5 組織）が挙げら

れ、特に海外市場の調査・研究に取り組まれている。その他、「観光地域づくり基

盤形成」や「教育旅行誘致」（ともに 5 組織）に取り組む組織も多い。 

 

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、2010（平成 22）年度の取り組み事業の上位に挙げられた

事業に加えて、「広域観光連携」（6 組織）が多く挙げられている。その他、今後取

り組む組織数が 2010（平成 22）年度を上回る事業には、「ＭＩＣＥ誘致」、「農商工

と連携・特産品開発」（ともに 1→3 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は、海外プロモーション等に関する「セールス」が 6 組

織すべてで挙げられている。そのほか、国内プロモーション等に関する「セールス」
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や「観光地域づくり基盤形成」（いずれも 4 組織）を挙げる組織も多い。都府県観

光協会等と比較して、国内よりも海外向けのプロモーション等に重点がおかれてい

ることが特徴である。 

2

5

5

0

1

1

3

1

6

6

6

6

5

1

2

3

4

2

1

1

4

5

3

0

2

3

6

0

0

1

2

1

6

5

6

5

4

3

3

3

4

1

3

1

6

4

2

0

1

0

4

0

0

1

0

0

4

2

6

3

1

0

0

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0 2 4 6

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）

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、4 組織で「特に行っていない」が、「そ

の他」として旅行商品の造成支援、観光素材集・モデルコースの提供を行っている
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組織が 2 組織あった。 

4

0

0

0

2

0 1 2 3 4 5

特に行っていない

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

【旅行商品企画・販売の状況】

 

 

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についての回答はなかった。 

 

③今後、旅行業登録を行う（または種別を変更する）予定 

・任意団体が多いということもあり、すべての組織で「旅行業登録（変更）の予定は

ない」としている。 

 

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、1 組織が「効果のある商品企画につなが

る素材の提供を行う必要がある」と回答している。 

 

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」（2 組織）、「共同商談会等の開催」（1 組織）が挙

げられている。 

2

1

0

0

0

0

2

0 1 2 3

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

共同商談会等の開催

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

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】
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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、中国（5 組織）、台湾（5 組織）、韓国（4

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、タイ、

マレーシアなどに取り組む組織もみられる。 

5

5

4

1

1

0

0

0

0

0

3

3

2

0

1

2

1

2

0

1

0 1 2 3 4 5 6

中国

台湾

韓国

香港

欧米

タイ

シンガポール

マレーシア

ロシア

オーストラリア

【国・地域（上位３位）】

現在

今後

 

 

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、6 組織すべてで「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」「多

言語ホームページによる情報提供」に取り組む意向である。全般的に海外プロモー

ション・セールスに関する事業の取り組み意向が高い。 

・特に重点をおく事業として、「海外のマスコミ・旅行会社招聘」（5 組織）や「海外

向け広告宣伝」（4 組織）が多く挙げられている。 
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4

6

6

6

5

0

0

5

6

3

0

1

2

3

0

3

1

2

5

4

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0 2 4 6

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

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、海外のＭＩＣＥ、海外映画・ドラマ等のロケの誘致について、

いずれもほぼすべての組織が有望と考えている。 

6

5

5

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0 1 2 3 4 5 6

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)

 

 

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する地域との連携として、4 組織が広域観光推進組織（中部
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から九州までの５つの広域観光推進組織で構成される西日本広域観光連絡会）や各

県・市との連携を挙げている。また、2 組織が国際観光テーマ地区や観光圏との連

携を挙げている。 

4

2

2

0

0 1 2 3 4 5

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】

 

 

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」（5 組織）に

次いで、「ノウハウ不足」（4 組織）が多く挙げられている。 

5

4

2

2

2

1

1

0

0 2 4 6

専門的に関われる人材不足

ノウハウ不足

事業費が過大（予算不足）

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】

 

 

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は各組織によって様々であるが、「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」「現地でのプロモー

ション支援」はそれぞれ 2 組織が期待をしている。 
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2

2

2

1

1

1

0

0 1 2 3

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】

 

 

 

（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」「ガイ

ド・インストラクター等」と並んで、インバウンド受入に必要な「通訳（通訳案内

士含む）」が多く挙げられている（いずれも 4 組織）。 

・特に重点をおいて育成を図るべき人材については、回答数が少ないものの、「観光地

全体の経営・リーダー」のほか、「旅行業に関わる専門人材」「宿泊施設・料飲施設

等の経営者」などが挙げられている。 

4

4

4

3

3

3

2

2

1

0

2

1

0

0

1

0

2

2

0

0

0 1 2 3 4 5

観光地全体の経営・リーダー

ガイド・インストラクター等

通訳（通訳案内士含む）

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

一般市民

旅行業に関わる専門人材

宿泊施設・料飲施設等の経営者

宿泊施設・料飲施設等の管理職

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

 

 

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については 4 組織から回答が

あり、「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
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支援（１～数週間程度）」（いずれも 3 組織）などに取り組む予定である。 

3

3

2

1

1

0

0

0

0 1 2 3 4

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）

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】

 

 

③人材育成に関する課題 

・人材育成に関する課題として、2 組織が「講師やアドバイザー・研修先等の特定や

確保が困難」、「人材育成しても、活躍の場がない」ことが課題に挙げられている。 

2

2

1

0

0

2

0

0 1 2 3

講師やアドバイザー、研修先等の

特定や確保が困難

人材育成しても、活躍の場がない

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

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】

 

 

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」（4 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」（3 組織）が多い。 
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4

3

1

0

0

0

0 1 2 3 4 5

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

研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、ｾﾐﾅｰ等の共同開催・開催指導

その他

特になし

【人材育成に関して必要な支援】

 

 

 

（７）組織上の課題について 

・組織上の課題として、「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」（4 組織）、「ノウハウの不足」（3 組織）を挙げる組織が多い。 

・「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」につい

て具体的には、「管轄エリアが広いため単年度内に平等性を維持することは難しい」

「選択・集中を図るとアンバランスであるとの不満を持たれがちである」、といっ

た回答がみられた。 

・「ノウハウの不足」について具体的には、「海外誘客戦略のノウハウ」「属人的なノウ

ハウを後任に継承するノウハウ」といった回答がみられた。 

4

3

2

1

1

0

0

1

0 1 2 3 4 5

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

予算不足

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

会費や補助金（助成金）等への依存体質

人材不足

その他

特になし

【組織上の課題】
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ここでは、前述した広域観光推進組織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 

 

 

 

 

２－２ 広域観光推進組織の組織運営と事業の実態 ～組織別実態～ 



北海道 
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○組織・事務所概要 

・観光事業者、関係団体、行政などオール北海道で、北海道観光の課題や今後の観光戦

略について議論するために設置された「北海道観光戦略会議（2005 年設立）」におい

て、北海道の観光推進の中核機能を担う新組織の設立が提案されたことを踏まえ、従

来北海道観光連盟が担ってきた役割を継承・拡充するとともに、新たな組織として改

組して 2008（平成 20）年 4 月に発足。 

・これまで北海道観光連盟が担ってきたプロモーション機能・地域支援機能の２機能に

加えて、「北海道観光戦略の推進機能」、事業者間・地域間の連携を深める「コーディ

ネート機能」、および効果的なプロモーション展開を展開するための「マーケティン

グ機能」の３機能を新設している。 

 (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 － 

専従 29 名 

兼務 － 

正会員      1,415 組織 

賛助会員・準会員等 143 組織 

所在地： 北海道札幌市中央区（日本観光協会北海道支部に同じ） 

 

○収支の概要 

〔事業総額および収支構成等〕 

・一般会計と特別会計の合計の事業規模は 8.4 億円（2009 年度）。北海道さっぽろ観光

案内所特別会計がある。 

・北海道の負担金を含む委託料収入が７割弱を占める。 

〔収益事業〕 

・特に計上されていない。 

 

〔収支構成〕 

金額(千円) 比率 金額 増減

40,904      4.9% 39,000    -1,904    

91,965      10.9% 82,382    -9,583    

578,884     68.6% 474,669   -104,215  道負担金を含む

-         

131,594     15.6% 89,460    -42,134   事業協賛金を含む

-         

843,346     100.0% 685,511   -157,835  

事業費 725,505     86.5% 618,662   -106,844  

情報収集･発信 -         

インバウンド 82,516      9.8% 94,185    11,669    

113,579     13.5% 112,829   -750      

-         

839,085     100.0% 731,491   -107,594  

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

 

社団法人北海道観光振興機構 



北海道 
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○2009（平成 21）年度の事業概要・特徴 

・組織改組の主旨に則り、政策提言・戦略立案、マーケティング・各種調査事業にも取

り組んでいる。またコーディネート機能の展開として、機構職員やアドバイザーの地

域への派遣、関連産業コーディネート事業（一次産業との連携､観光ボランティアガ

イドの情報発信支援等）を実施している。 

・インバウンド事業としては、台湾（高雄､台北）、韓国（ソウル）、中国（香港や北京）、

シンガポール、オーストラリア（シドニー）をターゲットとしながら、国際旅行博等

出展や観光ミッション派遣、新聞・雑誌広告掲載等による宣伝、マスコミ等招聘に取

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   

 



北海道 
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〔2009（平成 21）年度事業概要シート〕 

地域観光商品開発促進事業　地域の観光関係者と異業種の連携により、新たな観光メニューの開
発や着地型旅行商品づくりを促進するための新たなプロジェクト19件を支援

国内については、教育旅行誘致団の派遣、北海道修学旅行ガイドの作成等
海外については、訪日教育旅行受入支援・招聘事業（中国、台湾等）

ゆとりツーリズム事業－首都圏セールス
地域観光集中キャンペーン（マンスリーみなみ北海道グルメマラソンスタンプラリー開催）

季節キャンペーン事業（ほっかほか・ほっかいどう冬の温泉めぐりキャンペーン実施）

｢北海道の物産と観光展｣開催・支援（本州29都市・35ヵ所のデパートで開催）

旅フェアへの出展、東京において定例記者会見の実施（毎月１回）

道民道内旅行促進キャンペーン事業（泊まる旅､めぐる旅､北海道キャンペーン実施）

道外観光客誘致特別対策事業（旅行代理店と地域との合同による商品づくり支援､14社参加）

地域プロモーション事業（道南､道央､道東､道北の４エリアが主体となったプロモーション事業）

北海道観光インターネット事業（ホームページのリニューアルと機能充実､｢旅ログ北海道｣立上
げ）

宣伝印刷物の発行（パンフレット北海道80,000部､リーフレット20万部､観光カレンダー5,500部、ポ

スター、絵はがき等）

観光情報誌発行（｢Namara｣を年４回発行）

国際旅行博等出展事業（※１）､観光ミッション派遣事業（※２）､マスコミ等招聘事業（※３）
｢宝の蔵･北海道｣国際観光新市場開拓促進事業（※５）、北海道スキー振興事業（※６）

北海道観光インターネット事業（ホームページのリニューアルと機能充実､｢旅ログ北海道｣立上
げ）

宣伝印刷物の発行（外国語パンフレット計40,000部、外国語マップ計99,000部等）

インバウンドねらいの多彩な媒体宣伝（新聞・雑誌広告掲載等）　（※４）

観光従事者の接遇研修（※８）、インフルエンザ対策事業（※９）

※７　外国人観光客受入研修会･･････函館に於いて平成22年2月17日開催
※８　観光従事者の接遇研修･･････全17件開催

※９　インフルエンザ対策事業･･････対策マニュアル作成･配布、

　　　　　研修会開催（9～10月､道内４都市）

※１　国際旅行博等出展事業･･････ソウル､高雄､台北、香港､北京､シンガポール､シドニー､
　　　　　ロンドン等で実施

※２　観光ミッション派遣事業･･････観光セミナー･商談会･交流会開催､関係者表敬訪問､

　　　　　セールスコール実施

※３　マスコミ等招聘事業･･････海外各国のマスコミ､報道関係者を招聘

※４　媒体宣伝･･････新聞･雑誌広告掲載､ホームページの運営､メールマガジン発行

※５　「宝の蔵・北海道」国際観光新市場開拓促進事業･･････

　　　　　①魅力発信事業　外国語ホームページのリニューアル（動画、写真の充実）

　　　　　②創客促進事業　シンガポール･マレーシア･タイ等を対象としたプロモーション

※６　北海道スキー振興事業･･････北海道スキープロモーション協議会との連携

観光情報媒体作成･発信

備　　　　　考

事
業
詳
細

人材育成事業

刊行物・資料等の発行

事
業
概
要

観光イベント

セールス（宣伝､説明会･商談､
関係者招聘等）

④国内
プロモ

ーション

③旅行
商品等

観光情報媒体作成･発信

広域観光連携

外国人観光客受入研修会（※７）

北海道観光地域コーディネート事業（機構職員やアドバイザーの地域への派遣､セミナー開催等）
関連産業コーディネート事業（一次産業との連携､観光ボランティアガイドの情報発信支援等）

北海道観光ボランティア連絡協議会への支援

観光事業功労者表彰

インバウンド事業

 ⑩その他

⑨会員
支援

着地型旅行商品造成

セールス（宣伝､海外説明会･
商談､関係者招聘等）

主な収益事業はなし

北海道観光戦略会議の事務局機能､北海道観光提言・要望活動､各種会議の開催

観光マーケティング事業（東アジア地域、中核都市を対象とした調査事業）
各種調査（来道者数､観光施設の利用状況､北海道観光ＤＩ景気動向､観光イベント等）

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

食と観光情報館（ＪＲ札幌構内）運営（受託事業）

環境美化・案内板の整備等地域の受入体制整備事業　48件

教育旅行誘致

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

⑤海外
プロモ

ーション

フィルムコミッション

収益事業

マーケティング・各種調査

ＭＩＣＥ誘致

政策提言･戦略立案

旅行商品造成・流通促進

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

ランドオペレーター･観光案内

 

 



東北 
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○組織・事務所概要 

・北海道・東北７県知事、６民間経済団体の長等で構成する北海道・東北未来戦略会議

「ほくとうトップセミナー」において、「東北観光戦略の策定」「既存観光団体の統合

等による推進体制の整備」について合意がなされたことを受けて、2007（平成 19）年

6 月に東北観光戦略を推進する総合的な役割を担う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： 

任意団体 専従  － 

兼務 30 名 

専従 17 名 

兼務  － 

正会員       105 組織 

賛助会員・準会員等 793 組織 

所在地： 宮城県仙台市青葉区 

注）会員数内訳：東北７県 1 市（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、

仙台市）、観光連盟等 8、団体・法人 89 

 

○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 2.0 億円（2009 年度）。 

・負担金が約５割、会費が約４割を占める。 

〔収益事業〕 

・広告収入（7 百万円）が計上されている。 

 

〔収支構成〕 

金額(千円) 比率 金額 増減

86,575      42.5% 86,000    -575      

0.0% -         

0.0% -         

7,000       3.4% 7,000     -         

110,000     54.0% 110,000   -         

0.0% 1         1         

203,575     100.0% 203,001   -574      

事業費 175,908     87.9% 203,935   28,027    

国内観光客誘致 61,468      30.7% 69,100    7,632     

海外観光客誘致 53,735      26.9% 47,090    -6,645    

24,198      12.1% 27,760    3,562     

0.0% 9,861     9,861     予備費

200,106     100.0% 241,556   41,450    

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

 

東北観光推進機構 
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○2009（平成 21）年度の事業概要・特徴 

・2008（平成 20）年度に策定した「中期実施計画」に基づき、４つの戦略を柱として取

組みを行っている。 

・東北の魅力を国内外で認知してもらうため、マーケット分析やポータルサイトでの情

報発信等を行い、東北ブランドの構築に努めている。 

・国内観光客誘致については、重点市場である３大都市圏（首都圏、中京圏・関西圏）

などをターゲットに、教育旅行やおくのほそ道などの旅行商品の開発・販売促進、プ

ロモーション活動に取り組んでいる。 

・海外観光客誘致については、東アジア（特に韓国、台湾、中国、香港）及びオースト

ラリア、タイ、シンガポール等をターゲットに、ビジット・ジャパン・キャンペーン

事業との連携を図りながら誘客に取り組んでいる。 

 

○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〕 

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

観光地美化・修景

旅行商品造成・流通促進

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

東北における韓国人観光客の動態調査（※１）

東北高速バス共通フリーパス実証実験

インバウンド事業

※１　東北における韓国人観光客の動態調査・・・・・東北域内の５空港において、韓国在住20代
以上の男女に対面調査によりアンケートを実施・分析

※２　「YOKOSO! JAPAN東北2009」事業・・・・・韓国・台湾・中国・香港・シンガポール等から旅行

エージェント（８ヵ国・地域、３９名）やメディア関係者（９社、１０名）を招請し、東北の冬の魅力を発

信

北東北三県観光立県推進協議会、栃木・南東北国際観光テーマ地区推進協議会
東北ブロック広域観光振興事業推進協議会

④国内
プロモ

ーション

組織等のＰＲ（広告掲載）

オーストラリアスキー旅行博覧会出展
香港国際旅游展、広州国際旅游展出展

香港・中国セールスプロモーション（観光フェアin香港、旅行会社等を訪問）

「YOKOSO! JAPAN東北2009」事業（旅行エージェント・メディア招請、視察ツアー、商談会実施）

（※２）

香港テレビ宣伝（テレビクルーを招請、ＰＲ番組製作）

タイ・台湾メディア招請（視察ツアー）

台湾の新聞への観光広告・旅行商品掲載タイアップ

台湾旅行業界紙への寄稿

豪州スキーブロガーによる「東北スキー場」の情報発信

東北７県観光マップ「ムービング東北」増刷・作成（英語版、韓国語版）
海外向けホームページサイトの設置・運営（英語版、中国語版、韓国語版）

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

東北７県観光マップ「ムービング東北」増刷
東北観光ポータルサイト「いいなぁ東北」の運営

「東北広域観光モデルコース」改訂版作成

教育旅行担当エージェント招聘
首都圏東北教育旅行事例発表会の開催、首都圏学校関係者招聘

関西圏東北教育旅行セミナー＆相談会の開催

東北観光のキャッチフレーズ・ロゴマーク普及　　旅フェア出展
おくのほそ道研究会発足（東北の観光ブランドとして情報発信）

定額給付金・高速道路通行料引き下げに対応するキャンペーン実施

ＪＲ東日本とのタイアップ事業（東北・新潟モバ旅キャンペーン、山手線・夏の東北トレイン）

いいなぁ東北”ありがとう”キャンペーン

うえの夏まつりパレードへの参加

航空会社とのタイアップによる関西圏エージェント招聘

関西圏、九州圏、中京圏観光セミナー開催

中京圏マスコミキャラバンの開催
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○組織・事務所概要 

・中部地域の海外、国内における広域観光や産業観光の振興を促進するため、国、地方

自治体等と連携を図りながら、観光振興に資する具体的な方策について検討、推進す

ることを目的として、2005（平成 17 年）10 月に設立された。 

 (2011 年 3 月末日時点) 

組織の法人形態： 役員数： 職員数： 会員数： 

任意団体 専従  － 

兼務 14 名 

専従 7 名 

兼務 － 

正会員        78 組織 

賛助会員・準会員等  － 

所在地： 愛知県名古屋市中村区（日本観光協会中部支部に同じ） 

注）2010 年 6 月 11 日時点の会員数：77 組織 

内訳：中部 9 県 3 市（富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、

滋賀県、名古屋市、静岡市、浜松市）、観光連盟 10、団体・法人 55 

・中部運輸局及び北陸信越運輸局が役員顧問となっている。 

 

○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 82 百万円（2009 年度）。 

・会費（９県３市負担金、企業・団体会費）が約６割を占める。 

〔収益事業〕 

・特に計上されていない。 

 

〔収支構成〕 

金額(千円) 比率 金額 増減

48,200      59.1% 47,850    -350      ９県３市負担金含む

12,000      14.7% 12,000    -         

17,681      21.7% 20,748    3,067     

0.0% -         

3,310       4.1% 2,200     -1,110    参加者負担金

366         0.4% 650       284       利息、印税等

81,557      100.0% 83,448    1,891     

事業費 45,945      68.7% 75,487    29,542    

国内観光推進 5,988       9.0% 8,750     2,762     

インバウンド 36,221      54.2% 52,550    16,329    国際観光出展事業費等

20,927      31.3% 22,200    1,273     

0.0% -         

66,872      100.0% 97,687    30,815    

備　　　考

収入

支出

2010(平成22)年度予算
項目

負担(分担)金

会費
(社)日本観光協会事業費

(社)日本観光協会特別拠出金

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

 

中部（東海・北陸・信州）広域観光推進協議会 
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○2009（平成 21）年度の事業概要・特徴 

・2008（平成 20）年度に策定された「中部の観光ビジョン」をもとに、2009（平成 21）

年 10 月の日中韓観光大臣会合開催等を活かし、中部地域の魅力発信、誘客促進の事

業を展開している。 

・インバウンドについては、中国、香港、台湾、韓国、ドイツ等をターゲットとして、

国のＶＪＣ地方連携事業と独自事業を連携させながら、海外旅行博等への出展、海外

ハイレベルミッション等の派遣、海外メディア・旅行エージェント等の招請を行って

いる。 

・西日本の５つの広域観光推進組織の連携・協働による拡大「広域」観光に取り組むた

め、2009（平成 21）年 12 月に「西日本(拡大)広域観光連絡会」を発足し、西日本広

域観光モデルコースの作成、情報の共有・発信等に取り組んでいる。 

・国土交通省の広域地方計画先導事業として「中部大都市圏ブランド向上促進事業」を

受託し、産業観光等の魅力資源の再整理や情報発信を行っている。 

 

○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

観光地美化・修景

旅行商品造成・流通促進

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

海外市場の現状と見通しについてのマーケット研究会の開催（中部運輸局と共催）

インバウンド事業

中部大都市圏ブランド向上促進事業（国土交通省国土計画局 広域地方計画先導事業受託調
査）

※１　北京・上海ハイレベルミッションの派遣・・・・・静岡県知事、中部運輸局長を代表とするミッ
ション（58人）を派遣し、現地旅行会社等を対象とする「中部観光セミナー・観光商談会」の開催

（参加者133人）、表敬訪問等を実施

※２　上海市旅游局長との３者「観光交流覚書」の締結・・・・・平成21年度ハイレベルミッションの

訪問時に上海市旅游局長からの提案を受け、上海市と協議し、中部運輸局長、中部広域観光推

進協議会長、上海市旅游局長の３者による「観光及び友好交流における協力覚書」を平成22年3

月に締結

「西日本(拡大)広域観光連絡会」の発足（西日本広域観光モデルコースの作成、情報の共有・発
信等）

④国内
プロモ

ーション

海外旅行博等への出展
　韓国国際観光展への出展、韓国アウトバウンド釜山への参加

　北京国際旅游博覧会への出展

　台北国際旅行博への出展

　台湾インセンティブツアー誘致説明会への参加

　ドイツベルリン国際ツーリズム・マーケット展への出展

海外ハイレベルミッション等の派遣

　北京・上海ハイレベルミッションの派遣（※１）

　上海市旅游局長との３者「観光交流覚書」の締結（※２）

　上海市・蘇州市教育旅行等誘致現地セミナーの開催

　青島市・大連市セールスコール事業への参加

海外メディア、旅行エージェント等の招請

　ドイツメディアの招聘

　香港メディアの招請

　ドイツ、フランスなど欧州エージェントの招請

海外雑誌等の活用

　旅行会社ガイドブック広告宣伝

　台湾現地マスメディアの活用による情報発信

　中国中央電視台撮影誘致（事前調整等）

「中部広域観光ポータルサイト」の運営（英語、韓国語、中国語）
パンフレット（日本中部の旅）、観光マップ、モデルコースの増刷・配布（中国語）

セールス（宣伝､海外説明会･
商談､関係者招聘等）

台湾インセンティブツアー誘致説明会への参加（上記⑤と重複）

観光情報媒体作成･発信
「中部広域観光ポータルサイト」の運営
パンフレット（日本中部の旅）、観光マップ、モデルコースの増刷・配布

「中部広域訪日教育旅行誘致促進連絡会」の発足
上海市・蘇州市教育旅行等誘致現地セミナーの開催（上記⑤と重複）

旅フェア出展　　旅まつり名古屋出展
中部広域観光物産展の開催（中部国際空港）

中部広域観光セミナー開催（大阪、東京）

中部９県観光検定実施
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○組織概要 

・関西広域機構は、2007（平成 19）年 7 月に広域連携組織８団体が統合・参画して発足

した。当機構内の事業推進組織である関西国際観光推進センターは、関西圏全体の外

国人観光客誘致活動の中核として活動している。 

・2010（平成 22）年 12 月、関西 2 府 5 県により関西広域連合※が設立されたことを受

けて、「関西広域連合の創設を機に関西広域機構を解散（発展的に解消）すること」、

「これまで関西広域機構で実施してきた事業で、今後も官民連携事業として必要と判

断した事業については、今後一定の期間、一般財団法人（財団法人大阪湾ベイエリア

開発推進機構の公益法人制度改革）で実施すること」との基本方針が示された。※広域

連合とは地方自治法に規定される特別地方公共団体で、法令に基づき国の事務・権限の移譲を受けることができる。 

・会員数 正会員：関西 2 府 8 県 4 政令指定都市及び 7 経済団体 

（福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、徳島県、

鳥取県、京都市、大阪市、堺市、神戸市、社団法人関西経済連合会、大阪商工会

議所、京都商工会議所、神戸商工会議所、社団法人関西経済同友会、関西経営者

協会、堺商工会議所） 

賛助会員：市町村、企業、大学、経済団体等 

 

○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 1.8 億円（2009 年度）。 

・分担金等収入が７割弱を占める。 

〔収益事業〕 

・特に計上されていない。 

 

○2009（平成 21）年度の事業概要・特徴 

・関西広域機構では、地方分権、観光、文化、地域づくり、情報発信、環境問題※、防

災※に関する取組みを行っている。（※2010 年度で終了） 

・観光に関してはＶＪＣと連携したインバウンド事業を展開しており、東アジア等をタ

ーゲットとした海外観光プロモーション、関西プロモーションオフィスを通じたマー

ケティング、ホスピタリティ向上に向けた取組み支援などを行っている。 

・その他関連する取組みとして、情報発信についてはＷｅｂサイトの運営や外国特派員

プレスツアーの開催、文化については関西元気文化圏などの文化を盛り上げ発信する

事業を行っている。 

関西広域機構（関西国際観光推進センター） 
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金額(千円) 比率 金額 増減

54,637      31.0%

0.0%

0.0%

0.0%

121,337     68.8%

406         0.2%

176,380     100.0%

事業費 136,822     72.1%

文化・観光事業費 87,290      46.0%

関西広報事業費 40,966      21.6%

53,024      27.9%

0.0%

189,846     100.0%

雑収入

合計

合計

主な収益事業はなし

ワーキンググループによる「今後の関西国際観光振興事業方針について」とりまとめ

ソウル・台北・香港・北京の関西プロモーションオフィス等を通じたマーケティング情報の収集・分析

Ｗｅｂサイト「関西のおもてなし」の運営（簡易多言語案内表示板作成ツール、おもてなしマニュアル等）

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

一般管理費

委託金

着地型旅行商品造成

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

観光地美化・修景

旅行商品造成・流通促進

観光地経営・リーダー養成

収益事業

インバウンド事業

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）

会員の事業等の支援

観光関係者表彰

④国内
プロモ

ーション

農商工と連携・特産品開発

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

教育旅行誘致

フィルムコミッション

 ⑩その他

備　　　　　考

事
業
詳
細

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

広域観光連携

接遇スタッフ・ガイド等研修

住民組織（ＮＰＯ）との連携

※１　「KIPPO外国特派員プレスツアー」の実施・・・・・在京の外国特派員を関西に招聘し、取材の機会を提供
するプレスツアーを関係府県市等と連携しながら実施

　　第1回（通算第75回）「関西の新たなポテンシャル-鳥取-」（10ヵ国15名参加）

　　第2回（通算第76回）「The Power of Osaka-大阪力-」（11ヵ国14名参加）

※２　東アジア市場・・・・・メディアファムトリップ・旅行エージェントファムトリップ（韓国、台湾、香港、中国）、

「関西DAYin中国」フォロー（セールスコール、ファムトリップ）、教育旅行誘致（教育関係者招聘、現地セミ

ナー開催、中国の小中学校11校・約760名誘致）

※３　東南アジア・欧米市場・・・・・観光セミナー開催（タイ、シンガポール）、ファムトリップ（タイ、シンガポー

ル、北米）、セールスコール（北米）

関西元気文化圏賞の贈呈

関西広域機構のパンフレット（日本語・英語版）製作、「ＫＵニュース」ＨＰ掲載

事業概要では、観光に関連する事業のみ整理。

備　　　考

収入

支出

観光情報媒体作成･発信

Ｗｅｂサイト「Kansai Window」による情報発信
ニュースレター「KIPPO NEWS」の発行

ＨＰ「Ａｒｔ＆Ｃｕｌｔｕｒｅ」による情報発信

広域イベントの連携・メディア等への共同ＰＲ活動
関西文化ワークショップフェスティバル（ワークショップの一括広報、「関西文化体験ｄａｙｓ」の開催）

関西芸術会議（文化フォーラム）の開催

「関西文化の日」実施（各地の文化施設の無料開放、ＰＲ）

関西元気文化圏事業の広報協力等

新型インフルエンザ緊急対策（国内向け観光キャンペーン）

「KIPPO外国特派員プレスツアー」の実施（※１）、外国メディア取材支援
「関西」の観光イメージ形成・発信（ポスターイメージ・ロゴマークを作成、広告に活用）

東アジア市場（メディアファムトリップ、旅行エージェントファムトリップ、セールスコール、教育旅行誘致）（※２）

東南アジア・欧米市場（観光セミナー開催、旅行博出展、ファムトリップ、セールスコール）（※３）

新型インフルエンザ緊急対策（海外メディア招聘事業）

産業視察等の受入支援、国際会議等でのＰＲ

関西ユースツーリズム交流

香港でのイベントにおける関西ＰＲ（ゆるキャラ参加、ＰＲブース、ステージイベント）

関西プロモーションオフィス市場別説明会の実施等

Ｗｅｂサイト「Kansai Window」による情報発信（一般向け、英語・中国語・韓国語）
Ｗｅｂサイト「ようこそ！関西」による情報発信（旅行会社・マスコミ向け）

ニュースレター「KIPPO NEWS」の発行（主に在京の外国特派員等）

メールマガジン「Kansai,the Essence of Japan」配信開始（日本語・英語）

外国人観光客向けガイドブック・マップ「ようこそ関西」の整備・更新

観光イベント

セールス（宣伝､説明会･商談､
関係者招聘等）
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○組織・事務所概要 

・中国地域の新しいイメージを創造し、日本海地域・中国山地地域・瀬戸内海地域の相

互の連携、更には、中四国等の連携を通じて国内外との交流を促進し、中国地域が一

体となって観光振興と交流人口の拡大を図ることを目的として、中国地域の行政機関、

経済団体、観光団体、観光関連企業等が参加して 2000（平成 12）年 5 月に設立され

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： 

任意団体 専従 － 

兼務 8 名 

専従 2 名 

兼務 1 名 

正会員       82 組織 

賛助会員・準会員等 － 

所在地： 広島県広島市中区 

注）2010 年 4 月時点の会員数：69 組織 

内訳：行政機関 7（５県と政令指定都市である広島市・岡山市）、観光連盟 6（日本観光協

会中国支部を含む）、経済団体 12、観光関係団体 7、企業 37 

 

○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 25 百万円程度（2009 年度）。 

・プロモーション事業は、国土交通省中国運輸局、各県等との共同事業が大半を占めて

いる。 

・負担金等収入が 85％を占める。 

〔収益事業〕 

・特に計上されていない。 

 

〔収支構成〕 

金額(千円) 比率 金額 増減

3,600       14.3% 4,550     950       

0.0% -         

0.0% -         

0.0% -         

21,621      85.7% 30,050    8,429     

3           0.0% 1         -2        

25,225      100.0% 34,601    9,376     

事業費 23,757      94.3% 33,880    10,123    

国内広域観光振興 3,104       12.3% 5,280     2,176     

インバウンド推進 18,954      75.2% 20,600    1,646     

1,447       5.7% 1,900     453       組織活動費+事務費

0.0% 100       100       

25,205      100.0% 35,880    10,675    

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

その他

合計

備　　　考

収入

支出

 

中国地域観光推進協議会 
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○2009（平成 21）年度の事業概要・特徴 

・事業は、インバウンド関係が中心となっている。具体的には、海外旅行会社、マスコ

ミ招請ツアーや、現地商談会等である。 

 

 

○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〕 

旅フェア2009への参加 中国５県のブースの出展

パンフレットの制作・配付
　「山陰山陽路の旅」の改訂・配付

中国ブロック観光ウェブサイト「まち歩き中国ナビ」の内容・更新性向上に関する検討

中国地方国際観光ビジネスフォーラムの開催
　招請ツアーの企画･実施、フォーラム、観光情報説明会・商談会（※１）

「瀬戸内周遊 美術・グルメの旅」商品造成事業

　台湾・香港の旅行会社とマスコミを招請し、瀬戸内海の魅力をテーマとした商品造成を促進

　（※２）

瀬戸内誘客促進事業

　米国の旅行会社やマスコミを招請し、瀬戸内海沿岸の文化観光施設のＰＲを促進（※３）

ＹＯＫＯＳＯ！ＪＡＰＡＮ トラベルマート2009への参加（中国地方では24企業等が参加）

台北国際旅行博への参加

中国ブロック観光ウェブサイト「まち歩き中国ナビ」の内容・更新性向上に関する検討

※１　中国地方国際観光ビジネスフォーラムの開催
　招請ツアー･････11/9～11/12の日程で、中国1コース､韓国1コース､台湾･香港合同1コース

  実施

　フォーラム･････セレモニー、商談会、観光・物産展示、交流会

　以上に関する各国の旅行会社･マスコミの参加者　中国10名､韓国26名､台湾20名､香港4名

　観光情報説明会・商談会　現地での旅行会社・航空会社等を対象

　　韓国（ソウル・釜山）での開催実績　　計　90社・137名

　　台湾（高雄・台北・台中）での開催実績　計　121社･196名

※２　「瀬戸内周遊 美術・グルメの旅」商品造成事業

　視察・取材ツアー･･･9/28～10/4の日程で5県を対象に実施

　旅行会社6名､マスコミ6名､計12名参加

　台湾・香港の旅行雑誌を通じて、広告宣伝を実施

※３　瀬戸内誘客促進事業

　視察・取材ツアー･･･11/3～11/8の日程で広島､山口を対象に実施

　旅子会社･マスコミ等7名参加

　ＪＡＰＡＮＩＣＡＮのウェブサイトを通じて広告宣伝

観光情報媒体作成･発信

備　　　　　考

事
業
詳
細

人材育成事業

刊行物・資料等の発行

事
業
概
要

観光イベント

セールス（宣伝､説明会･商談､
関係者招聘等）④国内

プロモ

ーション

③旅行
商品等

観光情報媒体作成･発信

広域観光連携

インバウンド事業

 ⑩その他

⑨会員
支援

着地型旅行商品造成

セールス（宣伝､海外説明会･
商談､関係者招聘等）

主な収益事業はなし

中国地域産業観光推進会議の開催

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

教育旅行誘致

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

⑤海外
プロモ

ーション

フィルムコミッション

収益事業

マーケティング・各種調査

ＭＩＣＥ誘致

政策提言･戦略立案

旅行商品造成・流通促進

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

ランドオペレーター･観光案内
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○組織・事務所概要 

・「四国はひとつ」という認識と総合的な観光戦略のもと、四国の認知度向上や国内・

海外観光客の誘客の促進、魅力ある観光地づくりなどの諸事業を、官民一体となって

効果的かつ円滑に実施し、四国の観光産業の振興と経済の発展、地域の活性化や国際

化に寄与することを目的とする。 

・1993（平成 5）年から活動していた四国観光立県推進協議会が、2009（平成 21）年 7

月「民間組織力の活用」「民間知力の活用」「民間資金の活用」という理念のもと、官

民一体となったオール四国の観光推進組織「四国ツーリズム創造機構」として姿をか

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： 

任意団体 専従  － 

兼務 22 名 

専従 11 名 

兼務  － 

正会員       16 組織 

賛助会員・準会員等 79 組織 

所在地： 香川県高松市サンポート 

注）現時点の会員数：正会員 16 組織、準会員数 81 組織 

内訳：正会員（四国各県 4、航空会社・鉄道郵送会社・大手旅行会社 5、地方銀行 4、その

他経済団体･大手企業 3） 

準会員（観光関連企業等） 
 

○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約 2 億円（2009 年度）。 

・収入は負担金収入のみとなっている。 

〔収益事業〕 

・特に計上されていない。 

 

〔収支構成〕 

金額(千円) 比率 金額 増減

-           0.0% -         

-           0.0% -         

-           0.0% -         

-           0.0% -         

181,100     100.0% 185,750   4,650     

-           0.0% -         

181,100     100.0% 185,750   4,650     

事業費 178,049     86.9% 174,350   -3,699    

情報収集･発信 60,041      29.3% 不明

インバウンド 12,135      5.9% 31,050    18,915    

26,727      13.1% 24,936    -1,791    事務局費として計上

0.0% 14,000    14,000    

204,776     100.0% 213,286   8,510     

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

その他

合計

備　　　考

収入

支出

 

四国ツーリズム創造機構 
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○2009（平成 21）年度の事業概要・特徴 

・事業は、Ⅰ．効果的な広報・宣伝活動推進事業、Ⅱ．戦略的な誘客活動推進事業、Ⅲ．

魅力的な観光地づくりと受入体制整備事業、Ⅳ．国際観光推進事業の４本柱で構成さ

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〕 

マスメディア活用　GajA（年4回)､よりみち四国（年4回）などの取材協力や支援
広報宣伝　観光ポスター掲出（全国のJR主要駅1300駅）

　旅フェア等への出展　旅フェア、信州夢街道フェスタ､TICTOKYO、大阪四国観光展

旅行会社訪問セールス

　2010年度瀬戸内国際芸術祭を活用したモデルコース集の作成

東京での四国観光商談会開催

航空会社タイアップキャンペーン実施 ２次交通としてのバス運行､ラッピング機運航等

　JAL麗らか四国キャンペーン（バス延乗客11,635人､誘客人員4,800人）

　ANA誘遊四国キャンペーン（バス延乗客19,365人､誘客人員6,300人）

四国食旅プロジェクトの実施　東京の有名ホテルのレストランで四国の食材を使った食事を提供

優待特典制度「四国で得するパスポート」の制作・配付　27万部

四国インバウンドフェアの開催（※１）
韓国での効果的なプロモーション活動（※２）

シンガポールでの効果的なプロモーション活動（※３）

観光情報媒体作成･発信

セールス（宣伝､説明会･商談､
関係者招聘等）

観光施設の管理・運営

四国ツーリズム創造機構設立に関する取り組みとして、新たなロゴマーク・キャッチコピーを一般公
募・選定

四国ツーリズム創造機構は、2009年7月に設立されており、上記はその初年度事業

※１　四国インバウンドフェアの開催･････中国（上海）､台湾、韓国、香港の４つの国と
　地域から旅行会社とメディア関係者を招請（計30名）するとともに、旅行商談会を開催

※２　韓国でのプロモーション活動･････30～40代女性をターゲットとする人気女性誌を招聘

　さらに韓国のブログ記者を募り、取材旅行を実施

※３　シンガポールでのプロモーション活動･････日本法人による現地百貨店にてシンガポー

　ル四国フェアを開催（香川県と共催）するとともに、現地旅行会社、雑誌社を訪問セールス

観光情報ウェブサイトの運営　全面リニューアル・新機能追加
四国観光達人ウェブサイトを開設　四国観光検定の合格者（四国観光達人）の有効活用

人材育成事業

④国内
プロモ

ーション

③旅行
商品等

マーケティング・各種調査

観光地域づくり基盤形成

観光イベント

備　　　　　考

事
業
詳
細

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）

接遇スタッフ・ガイド等研修

着地型旅行商品造成

観光情報媒体作成･発信

観光地経営・リーダー養成

 ⑩その他

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

広域観光連携

観光地美化・修景

フィルムコミッション

主な収益事業はなし

四国観光交流戦略の策定

⑥特定
ターゲッ

ト誘致

⑨会員
支援

教育旅行誘致

刊行物・資料等の発行

ＭＩＣＥ誘致

会員の事業等の支援

住民組織（ＮＰＯ）との連携

観光関係者表彰

農商工と連携・特産品開発

政策提言･戦略立案

旅行商品造成・流通促進

ランドオペレーター･観光案内
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○組織・事務所概要 

・2003（平成 15）年 10 月に「九州はひとつ」の理念のもと、九州地域の自立的かつ一

体的な発展に向けて、官民が一体となって「九州地域戦略会議」を設置し、その活動

の一環として、九州観光戦略の策定を決議した。これに基づき、「九州観光戦略委員 

会」が 2004（平成 16）年 1 月に設置され、九州観光を振興するために九州が一体と

なって取り組むべき戦略について検討を行い、同年 10 月に「九州観光戦略」を取り

まとめている。翌年 2005（平成 17）年 4 月に「観光王国・九州」の実現を目指して、

官民一体となって九州観光推進機構を設立し、九州全体で取り組んだ方が効果的・効

率的な事業や、九州一体でなければ出来ない事業、九州というスケールメリットが生

か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： 

任意団体 専従 1 名 

兼務 20 名 

専従 24 名 

兼務  2 名 

正会員       157 組織 

賛助会員・準会員等  － 

所在地： 福岡県福岡市中央区（日本観光協会九州支部に同じ） 

注）現時点の会員数：165 組織 

内訳：九州各県 7、観光連盟 7、企業団体 151 
 

○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約 5 億円（2010 年度）。 

・会費収入が 3 割強であり、それ以外は負担金となっている。 

〔収益事業〕 

・特に計上されていない。 

 

〔収支構成〕 

金額(千円) 比率 金額 増減

163,300     36.5% 165,000   1,700     

-           0.0% -         

-           0.0% -         

-           0.0% -         

283,000     63.2% 281,760   -1,240    

1,677       0.4% 134,897   133,220   2010は繰越金含む

447,977     100.0% 581,657   133,680   

事業費 371,366     91.0% 446,416   75,050    

国内プロモーション 238,865     58.6% 282,950   44,085    

インバウンド 105,079     25.8% 123,250   18,171    

36,560      9.0% 54,085    17,525    

0.0% 81,156    81,156    2010は予備費含む

407,926     100.0% 581,657   173,731   

備　　　考

収入

支出

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

その他

 

九州観光推進機構 
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○2009（平成 21）年度の事業概要・特徴 

・事業は、Ⅰ．旅行先としての九州を磨く戦略、Ⅱ．国内大都市圏などから九州に人を

呼び込む戦略、Ⅲ．東アジアなどから九州に人を呼び込む戦略、Ⅳ．九州観光の推進

体制の強化の４本柱で構成されている。 

・予算規模で最も力点をおいているのが、Ⅱ．国内大都市圏などから九州に人を呼び込

む戦略に関わる事業である。 

 

○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〕 

九州7県合同の修学旅行説明会・相談会開催　大阪、東京、広島
首都圏、関西圏、山陽地区の中学校を対象に、九州教育旅行現地視察会を開催 31名参加

旅行会社向け観光素材説明会・相談会の開催　東京､名古屋､大阪､広島､福岡で開催
会員旅行会社商品企画担当者会議の開催

旅行会社企画担当（ＪＡＴＡ関西支部国内旅行委員会）の招聘

鉄道会社や航空会社等とのタイアップキャンペーン　鉄道駅等における旅フェアやＰＲイベント（岡山､

東京等）開催、観光情報発信のためのブース（大阪等）設置

九州新幹線全線開業ＰＲ懇談会等開催

首都圏の大型総合病院（228ヵ所）の待合室に設置されたモニターで、情報発信

TICTOKYO（東京駅日本橋口）に加盟し、情報発信

首都圏メディアを対象としたプレスツアー実施　文藝春秋､集英社等

観光情報ウェブサイトの拡充　着旅（モデルコース）掲載､フォトライブラリー拡充、季節特集頁制作
　旅行口コミサイト大手 Trip advisor と定形

観光情報ウェブサイト「九州の旅」携帯版運用開始、ツイッターサイト開設

観光情報誌「なないろ九州」の発行　年４回

「九州旅図」改訂版の制作・配付

「九州のイベント」「九州の温泉」の制作・配付

中国､台湾､韓国､香港､タイ等市場を対象としたマスコミを媒体とした情報発信（※２）
海外観光展等への出展・参加　その他国際的イベントにあわせて九州観光をPR（※３）

九州インバウンド・ビジネスフォーラム2010開催　ファムトリップ､観光説明会､商談会等を実施

各国旅行会社へのセールスプロモーション（※４）

九州観光マップ（英語版）作成　1.5万部

九州各県の観光ボランティアガイド連絡協議会の大会等での活動を支援
九州各県観光ボランティアガイド連絡協議会代表者会議開催

九州観光ボランティアガイド大会開催

「外国人おもてなしＷＥＢ」運営　「おもてなしマニュアル」増刷

※５　観光・まちづくりネットワーク九州･･･九州域外の特徴的な先進事例を中心に研修内容を構成
　地域で積極的な活動を行っている人材のネットワーク化を推進

上記③～⑥の事業については、2010年度事業の内容を掲載している（ヒアリングで資料収集）

※１　「九州さるく」の普及促進･････通年54､期間限定15､計69団体の参加による定時ツアー提供
　　　　　九州さるくを活用した旅行商品化により、旅行会社のパンフレット製作費用を支援

※２　マスコミを媒体とした情報発信
　ＴＶ局招請(中国､韓国､台湾等)､旅行雑誌等招請(中国､シンガポール等)､新聞記者招請(香港等)

　人気女性ブロガー招請（韓国）､雑誌等への記事出稿（中国）

※３　海外観光展等への出展・参加　中国（Ctrip旅行展､上海世界観光資源博､九州沖縄観光物産展

等）

　台湾（台北国際旅行博）、韓国（日本歌謡大会､日韓交流おまつり2010 in Seoul）

　香港（国際旅遊博覧）、シガポール（国際旅行博覧会）、タイ（国際旅行博覧会）

※３　中国・上海万博「８宝国 九州・沖縄ウィーク」に出展

※４　各国旅行会社へのセールスプロモーション

　中国･････主要都市旅行会社の訪問セールスや商談会開催､コスタクルーズ関係者招請等

　台湾･････旅行会社の訪問セールスや商談会開催､ファムトリップ支援､旅行会社広告タイアップ

　韓国･････ソウル･釜山･光州の旅行会社招請､ソウル･釜山市における商談会開催等

観光情報媒体作成･発信

備　　　　　考

事
業
詳
細

人材育成事業

刊行物・資料等の発行 機構の活動レポートを毎月発行

事
業
概
要

観光イベント

セールス（宣伝､説明会･商談､
関係者招聘等）

④国内
プロモ

ーション

③旅行
商品等

観光情報媒体作成･発信

広域観光連携

観光・まちづくりネットワーク九州（※５）
産学連携オープンセミナーin福岡を開催（日本ツーリズム産業団体連合会との共催）

インバウンド事業

 ⑩その他

⑨会員
支援

着地型旅行商品造成

セールス（宣伝､海外説明会･
商談､関係者招聘等）

主な収益事業はなし

観光戦略の実施に必要な旅行者属性､交通機関､旅行ルート等のマーケティングデータを収集
（基本的には政策立案組織ではなく、実行部隊として位置づけられている）

観光庁、入国管理局等の情報収集を図り、第三次九州観光戦略に反映

観光地間を周遊するバス路線の構築に向けて実証実験を開始

接遇スタッフ・ガイド等研修

観光地域づくり基盤形成

西日本の広域観光組織5団体と連携し、中国からの誘客のためのモデルコースを作成

観光施設の管理・運営

観光地美化・修景

福岡空港国際観光案内所運営事業を支援

「九州さるく」の普及促進（※１）

教育旅行誘致

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

⑤海外
プロモ

ーション

フィルムコミッション

収益事業

マーケティング・各種調査

ＭＩＣＥ誘致

政策提言･戦略立案

旅行商品造成・流通促進

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

ランドオペレーター･観光案内
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アンケート調査の集計・分析（２－１）、7 組織毎の情報整理（２－２）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２組織である。 

○東北観光推進機構 

○九州観光推進機構 

 

ヒアリング調査は、対象となる組織の事務所を訪ね、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。 

 

２－３ 組織運営と事業の詳細 ～ヒアリング調査結果～ 
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東北観光推進機構 
 

ヒアリング対象者 ：推進本部長 齋藤幹治氏 

ヒアリング会場 ：東北観光推進機構（宮城県仙台市） 

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）東北観光推進機構の設立経緯と組織運営 

(1) 設立経緯 

北海道・東北７県知事、並びに６民間経済団体の長等で構成する北海道・東北未来戦

略会議「ほくとうトップセミナー」において、「東北の観光戦略の策定」と「既存の広

域観光団体の統合等による推進体制の整備」について合意がなされた。これを受けて、

2007（平成 19）年 3 月に東北の官民が一体となって取り組む「東北観光戦略」を策定、

同年 6 月に観光戦略を推進する総合的な役割を担う「東北観光推進機構」が設立された。 

本機構は、東北観光の認知度向上と、国内・海外の観光客等の誘致を推進し、観光産

業の振興と東北経済の発展に寄与することを目的に、東北観光戦略を実践的かつ着実に

展開していくため設立されたものである。 

2008（平成 20）年 10 月に策定した第１期中期実施計画のもと活動を始め、その成果

と課題、この３年間の周辺環境の変化等を踏まえて、2010（平成 22）年 10 月に第２期

中期実施計画（平成 23 年度～25 年度）を策定した。 

資料）東北観光推進機構 設立趣意書、パンフレット（第２期中期実施計画概要） 

－改めて東北観光推進機構の設立から４年を経た現在の状況を教えてください。 

○東北地方の現状として、他地域に比べて人口減少が顕著に表れている。地域を活性化

するため、その施策の一つとして東北のポテンシャルを発揮できるのが観光振興であ

る。東北の認知度向上と誘客が大きなテーマとなっている。 

○第２期中期実施計画の初年度にあたる平成 23 年度の事業計画は昨年から検討してい

たもので、2011（平成 23）年 3 月 10 日に理事会で承認されたが、翌日に起こった東

日本大震災への対応は含まれていない。今後 3 ヶ年の方針はベースに置きながら、東

北の観光を復興させるため、復

興業務への練り直しを行った。 

○中期実施計画の４つの方針に

ある、「東北をもっと知っても

らおう！」については、震災で

認知度は高まったものの、特に

海外において間違った認識を
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されているため、東北の現状を正しく知ってもらうことが重要となっている。「東北

にもっと来てもらおう！」については、魅力を訴求するだけでなく、安全・安心をプ

ラスしたアプローチが必要となっている。 

－「設立から 4 年を経て機構の存在感が増してきたことから新規加入企業が増えてきた」という

ことですが、東北観光推進機構という組織ができたことの意義は大きいのでしょうか？ 

○東北がエリアとして一つになり、考え、動くということを実践してきた。今回の震災

では複数県が被災したが、広域組織として東北観光推進機構が要になることで各県と

より密な連携が可能になり「東北の観光復興への取り組み」が促進されたと考える。

また、官民が一体となった組織の重要性も改めて理解される機会になった。 

(2) 組織運営 

－アンケートの回答によると、職員 17 人のうち 16 人は出向者ということですが、職員の育成・

確保という面でお考えや課題はありますか？ 

○東北経済連合会、東北電力、ＪＲ東日本、ジェイティービー、日本旅行、近畿日本ツ

ーリスト、東北 6 県及び新潟県、仙台市から出向していただいている。行政からの出

向は主に 2 年のサイクルで短期間であることから、広い視野をもって業務に取り組ん

でいただき、併せて人的なネットワークの形成に期待している。出向解除後それが財

産となっていろいろな場面で糧となると思う。 
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２）今後重点をおいて取り組む事業（東北観光復興への取り組み） 

－第 2 期中期実施計画（平成 23 年度～25 年度）をベースとしながら、観光の復興に特化した予算・

事業に組み直したということですが、具体的にはどういうことでしょうか？ 

○東北観光推進機構では、東北運輸局、

東日本旅客鉄道、東北経済連合会他、

地元観光関係者とワーキンググル

ープを立ち上げ、次の３つの戦略に

基づき東北観光の復興を推進して

いくこととした。 

(1)情報発信（風評被害払しょく）

…東北の観光に関する元気な

姿、正しい情報を国内外に発信する 

(2)旅行機運の醸成（自粛ムード払しょく）…東北に来ていただくことに支障はな

く、むしろ応援してほしいというメッセージを、メディアを通して伝える 

(3)誘客・創客の支援…ＪＲや旅行会社と連携してリーズナブルな旅行商品を提示

し、東北への旅を呼びかける 

この３つの復興枠に定常的な業務を振り分け、アイデアを出したらすぐ実施できるよ

うに再整理をした。具体的な取り組みは以下の通り。 

(1)情報発信 

（風評被害払しょく） 

a.東北観光復興ポータルサイトの開設 

b.海外のエージェントやマスコミに正しい情報発信 

c.メディアの東北視察ツアーによる情報発信 

d.国内定期便と国際チャーター便の運航再開 

e.シンガポール東北親善大使 親善プログラムの実施 他 

(2)旅行機運の醸成 

（自粛ムード払しょく） 

a.観光復興のキックオフの日を開催 

b.松島からテレビ全国生中継 

c.首都圏キャラバンの実施 

d.ＪＲ東日本とのタイアップ 

e.首都圏ＪＲ山手線の観光物産市の開催 

f.全国各地での東北応援キャンペーン等の開催 他 

(3)誘客・創客の支援 a.「今こそ東北に行こう」キャンペーンの実施 

b.「旅で元気を！がんばろう東北！」旅行商品の販売他 

－アンケートの回答によると今後取り組みたい重点事業として、国内外のプロモーション等のほか、

教育旅行誘致も挙げられています。震災で大きな影響を受けられたと思いますが…？ 

○首都圏、関西の修学旅行はほとんどキャンセルとなり落ち込みが大きかったが、これ

までの自然・文化体験学習に加えて震災後の新しいメニューとして、津波や地震等の

自然の脅威を見てもらう防災・減災学習を教育課程の中で位置づけてほしいと考えて
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いる。また、被害の大きかった漁業や沿岸農業がこれからどのように再生していくか、

今後 5 年、10 年間の復興に向けたプロセスや新しい町や産業の姿も見てほしい。 

○具体的には「語り部による被災地体験・各種ボランティア・再生した産業の視察など」

を検討しているが、メニュー化する必要がある。復興で頑張っている人に会い、絆を

感じてほしい。特に高齢者は避難所から仮設住宅に移っていき、孤独を感じやすくな

るという問題があるが、子ども達が来てふれ合うことで孤独を緩和することができる。

今後は観光の中でも交流が求められている。 

３）インバウンドへの取り組み 

○震災により海外からの観光客は大幅に減少した。ただし、震災がきっかけで良くも悪

くも東北の認知度は向上した。この機会を逃さず、日本本州の北にあるエリア「東北」

として官民が一体となってより的確なＰＲする必要性が高まっている。 

○海外プロモーションについては、フェーズを分け、「相手国への震災支援御礼訪問・

正しい情報提供（ＢtoＢ）」「日本への招請視察と自国での情報発信（ＢtoＢ）」「旅行

博への出展によるエンドユーザ対応（ＢtoＣ）」を対象国ごとに戦略的に行っている。

海外の誘客事業は今後大きく拡大することが期待される。東京、京都など訪問経験者

が次の訪問地として選んでいただけるよう東北の魅力を訴求していきたい。 

４）人材育成への取り組みと課題 

－東北地域の観光人材の育成については取り組まれていますか？ 

○東北は自然・文化・歴史など奥深い魅力を要しており、そのポテンシャルも高いもの

がある。まずは一般の方々には東北における観光の新たな役割を伝え、人口減少に対

する解決策の一つとして観光の重要性をより理解してもらうことが必要であり、訴え

ていきたい。それが私どもの責務の一つでもあると考えている。 
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九州観光推進機構 

 

ヒアリング対象者 ：企画部次長松尾慎治氏、企画部課長藤本勲氏 

ヒアリング会場 ：九州観光推進機構（福岡県福岡市） 

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） 

 

１．九州観光推進機構の設立経緯と組織運営 

(1) 設立経緯 

九州地方知事会と九州経済連合会、九州商工会議所連合会、九州経済同友会、九州経

営者協会からなる九州戦略会議は、「九州はひとつ」の理念のもと、九州の自立的かつ

一体的な発展に向けた具体的な端緒として「九州観光戦略」の策定を決議した。これに

基づき、九州観光戦略委員会において九州観光を振興するために九州が一体となって取

り組むべき施策「九州観光戦略」が 2004（平成 16）年 10 月に取りまとめられ、翌 2005

（平成 17）年 4 月に、この戦略を展開する実行組織として、官民の協力のもとに「九州

観光推進機構」が設立された。 

本機構は、官民が一体となって資金と人材を持ち寄り、九州観光の振興を行う、全国

でも初めての画期的な組織と位置づけられる。既存の九州観光誘致促進協議会、九州地

方観光協議会、九州ブロック広域振興事業推進協議会という３つの機関を統合してでき

たもので、九州観光の振興を一元的に担う組織として期待されている。 

資料）九州観光推進機構パンフレット 

－九州観光戦略の推進組織として、大変重要な役割を担っています。 

○本機構の使命は、九州観光戦略の実行にある。「何に取り組むべきか」の検討だけで

なく、それをいかに実行し、成果をあげていくかに重点をおいている。九州観光戦略

は、2005～2007 年度を実行年度とする第一次戦略、2008～2010 年度を実行年度とす

る第二次戦略が終了し、2010（平成 22）年 10 月には今後３ヵ年を対象とする第三次

戦略を策定し、実施中である。 

○九州観光戦略として、以下の４項目については九州観光推進機構が中心的に担い、各

県の観光連盟等が独自に取り組む施策とあわせ、連携、協力、支援等を行うこととし

ている。 

①九州全体で取り組んだ方が効果的・効率的な施策 

②九州一体でなければできない施策 

③利害を超えて取り組むことが求められる施策 

④九州というスケールメリットが活かせる施策 
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(2) 組織運営 

－職員は出向者が中心となっているようです。 

○行政では九州７県から各１名、市から１名、民間では交通事業者、旅行会社等から出

向いただいている。企画部、国内誘致推進部、海外誘致推進部の３部体制となってお

り、現時点で会長を含め 30 名の組織である。 

－組織の事業費はどのように確保されているのでしょうか？ 

○本機構の事業費は、九州７県からの負担金と会員企業の会費からなっている。「九州

はひとつ」を標榜しその端緒となる組織であることや、九州観光戦略の実行部隊とし

ての役割については、各県や事業者の理解も深まっている。 

(3) 九州観光推進機構の取り組みによる波及効果 

－九州観光推進機構の設立による「九州はひとつ」といった考え方は浸透してきていますか？ 

○第１次戦略、第２次戦略と進む中で、九州は東アジア、特に韓国や中国に近く、海外

戦略としては「九州はひとつ」で取り組むことが効果的で有効な手法として広く認識

されるようになっている。このため広域連携による取り組みが進んでおり、当機構の

役割は増している。 

○今後とも九州各県と連携しながら、当機構のキャッチフレーズにある「感動がある。

物語がある。九州」づくりに邁進していく。 

２．今後重点をおいて取り組む事業（九州観光戦略の取り組み） 

－第二次九州観光戦略の最終年である 2010 年度は、どのような事業に取り組んでこられましたか？ 

○観光戦略の４つの柱に沿って、以下のような事業を実施してきた。 

 

戦  略 事          業 

戦略Ⅰ 

旅行先としての 

九州を磨く戦略 

（１）観光人材の育成・活用 

・「第 16 回観光まちづくりネットワーク九州」を開催 

・「第 3 回産学連携オープンセミナーin福岡」を開催 

・熊本県観光ボランティアガイド連絡協議会との意見交換会を実施 

・2010 年度「九州各県観光ボランティアガイド連絡協議会代表者会議」を開催 

・「第 4 回九州観光ボランティアガイド退会 in ふくおか」を開催 

・「第 17 回観光まちづくりネットワーク九州」を開催 

（２）観光インフラ等の整備 

・「なないろ九州バス」運行開始 

戦略Ⅱ 

国内大都市圏な

どから九州に人

（３）プロモーション活動の強化 

・平成 22 年度下期「観光素材説明会･相談会」を開催（東京､名古屋､大阪､福岡） 

・ＪＡＴＡ関西支部と意見交換会を実施 
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を呼び込む戦略 ・小学館「和楽」が有田 

・「夏たびフェア in 岡山」に出展 

・ＪＲ大阪駅（梅田駅）九州観光ＰＲブースを開設 

・平成 22 年度「九州 7県合同修学旅行説明会」を開催（大阪､東京､広島） 

・「九州教育旅行現地視察会」を開催 

・平成 23 年度上期「九州商品造成担当者会議」を開催 

・平成 23 年度上期「観光素材説明会･相談会」を開催（東京､大阪､広島､福岡） 

・航空タイアップ「飛んで！飛んで！九州キャンペーン」現地研修会を実施 

・「情熱祭り！まるごと九州～春の大観光展～」を開催（広島） 

・「南九州旅フェア in 岡山」に出展 

（４）大都市圏での情報収集力・発信力の向上 

・「大九州写真展 IN 福岡空港 2010」を開催 

・「ツアーエキスポ 2010」に出展（大阪） 

・九州各県大阪事務所との意見交換会を実施 

・「第 16 回日本観光博覧祭（旅フェア 2010）」に出展（千葉市） 

・「九州観光パネル展」を開催（大阪､兵庫） 

・第 12 回「Slow Stay 九州」を開催（東京） 

・「来て見て食べて感動！九州観光・物産フェア 2010」を開催（東京） 

・せんちゅうパル「九州・沖縄観光物産展」に出展（大阪府） 

・産経新聞シンポジウム｢行ってみたい!九州～湯めぐり･味めぐり･歴史めぐり｣開催 

・機構キャラクターを使った九州観光ＰＲを実施 

・フリーペーパーを活用して九州のイメージを強化 

・「春の九州観光物産展」を開催（東京） 

戦略Ⅲ 

東アジアなどか

ら九州に人を呼

び込む戦略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）海外市場動向の調査、分析と情報提供 

・「ビジット・ジャパン！」九州地区セミナー、在福岡各県協議会等で講演 

・「九州各県海外誘致担当者会議」を開催 

・「第 3 回かごしま観光人材育成塾」で講義 

・中国「上海駐在員との連絡調整会議」を開催（上海市） 

（６）海外でのＰＲ 

・中国「Ctrip 旅行展」「国際旅遊交易会（CITM2010）」「第 7 回上海世界観光資

源博覧会（WTF2010）」に出展（上海市） 

・中国「九州・沖縄観光物産展」を開催 

・中国上海万博「８宝国九州･沖縄ウィーク」「日本館イベントステージ現地説

明会」に出展･参加、上海万博公式デジタルマガジン｢都市の光へ｣へ記事出稿 

・中国･コスタクルーズ該当プロモーション、パンフレット制作に協賛 

・中国･テレビ局及び旅行雑誌･ファッション雑誌等を招請､取材支援(九州各地) 

・香港「第 24 回香港国際旅遊展（ITE2010）」に出展 

・香港・新聞社「大公報」等マスコミ関係者を招請 

・韓国･テレビ局、韓国人人気女性ブロガーを招請 

・台湾「第 18 回台北国際旅行博（ITF2010）」に出展 

・台湾･テレビ局を招請 

・シンガポール「旅行博（NATAS HOLIDAYS）」「NATAS TRAVEL 2011」に出展 

・シンガポール航空機内誌記者等を招請 

・タイ・旅行博「DISCOVERY WORLD 2010」「TTAA 2011」に出展 

・「VISIT JAPAN トラベルマート 2010」に出展 

（７）顧客特性に応じた商品開発と誘客 

・中国・上海市､北京市､瀋陽市､大連市､青島等の旅行会社等訪問セールス(複数回) 

・中国「九州観光説明会・商談会」を開催（上海市･北京市･華東地域､複数回） 

・中国・天津市及び華南エリア教育関係者、コスタクルーズ関係者を招請 
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・韓国・ソウル旅行会社、教育関係者を招請（複数回） 

・韓国「九州観光説明会・商談会」を開催（複数回） 

・台湾・旅行会社等を訪問セールス（複数回） 

・台湾「九州観光説明会・商談会」を開催 

・台湾復興航空チャーター便ファムトリップを支援 

・シンガポール旅行会社等を訪問セールス、広告タイアップ 

・シンガポール「九州観光説明会・商談会」「九州教育旅行セミナー」を開催 

・「九州インバウンド・ビジネス・フォーラム」を開催 

戦略Ⅳ 

九州観光の推進

体制の強化 

 

 

（８）関係団体との連携と組織強化 

・「2010年度九州観光推進機構関連事業担当者会議」を開催 

・「九州地域戦略会議」に出席 

・「九州地域戦略会議夏季セミナー」に参加 

・「九州アジア観光戦略特区」を国に提案 

・「第 17 回九州地域戦略会議」で「第三次九州観光戦略」を決定 

・観光地域経営フォーラム「地域ブロック講演会」を開催 

・「第 3 回西日本広域観光連絡会」を開催 

資料）「2010 年度 九州観光推進機構の活動状況」 

 

－九州の観光の現状はいかがでしょうか？ 

○九州観光戦略の目標は、シンプルで具体的な指標としている。第二次戦略（2008～2010

年度）の数値目標は、以下のとおりである。 

・入国外国人 ：100 万人／年 

・宿泊者数  ：３年間で 10％（年率約 3％）の増加 

このうち入国外国人については、2008（平成 20）年にはリーマンショックによる世界

的な景気後退やウォン安の影響により、また 2009（平成 21）年にはこれらの影響に

加え、新型インフルエンザの世界的な流行による旅行を手控える動きから、目標を下

回ったが、2010（平成 22）年は、九州向けの中国発着の外航クルーズ船の寄港増、台

北～宮崎便の就航、釜山～門司フェリーの就航、香港～福岡直行便の就航などにより

1,001 千人となり、目標とする 100 万人を達成できた。一方宿泊者数については、国

内の旅行需要の低迷等を受け、達成できなかった。 

○第三次戦略（2011～2013 年度）の数値目標は、以下のように設定している。 

・国内：九州での延べ宿泊者数············ 3,370 万人泊／年 

・海外：九州への入国外国人数················ 150 万人／年 

    九州での外国人の延べ宿泊者数 ····· 220 万人泊／年 

－九州観光戦略に基づき、今後どのような事業を重点的におかれる予定ですか？ 

○2010（平成 22）年 10 月に策定した第三次九州観光戦略では、以下のような３つの柱

に絞り込み、事業を進めることとしている。特に、九州新幹線鹿児島ルート全線開通

を近畿、中国地方の大都市圏に訴求するプロモーションに取り組んでいる。また、観
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光案内所等のインフラ整備とともに、人材育成や九州の観光満足度調査を継続して実

施し、今後の事業に活かしていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料）「第三次九州観光戦略」2010 年 10 月、九州地域戦略会議第三次九州観光戦略委員会 
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３．旅行業への取り組み 

○九州観光推進機構自体は、任意団体であり、旅行業の登録は行っていない。モデルコ

ースの提案や旅行商品の企画等をプロモーションの一環として実施している。 

○観光インフラのひとつとして、九州各地を巡る観光付きバス「なないろ九州バス」の

運行を支援している（別府ゆふいんコースや高千穂・中九州コースが提供されている）。

また九州新幹線の駅や空港と観光地を結ぶ便利な周遊バスの運行も支援している。 
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４．インバウンドへの取り組み 

－インバウンド事業には注力し、効果もあがっているようです。 

○これまでは海外の旅行博等に九州各県がバラバラに出展していたものを、本機構がま

とめて出展することにより、海外の旅行会社などには「九州観光推進機構にきけば、

九州のことがわかる」「九州観光推進機構を交渉の窓口にできる」というワンストッ

プ性を感じ取ってもらっている。 

○今後は西日本広域観光連絡会（中部､関西､中国､四国､九州の各広域組織等で構成）の

一員として、西日本という広域エリアから中国マーケットに訴求していく。また、全

国ツアーのゲートウェイとして九州を位置づけ、プロモーションを図っていくことも

考えている。 

○本機構が窓口となって、総合特別区域法に基づき、９月に「九州観光“おもてなしの

輪”創造特区」の指定申請を行った。これは外国人観光客の受入体制を強化する一環

として、九州７県と共同で通訳案内士法の規制緩和を図ること等を内容としている。

アジアの言語による通訳ガイドの量的な不足が解消されることを期待している。 

５．人材育成への取り組みと課題 

－九州観光推進機構では幅広く観光人材育成に取り組んでいるようです。 

○本機構の人材育成は、以下の３つの柱で進めている。 

①おもてなしのホスピタリティを持つ人材を育成するためのおもてなし講座や研

修の開催 

②九州に 300 団体程ある観光ボランティアガイドの交流・研修機会の創出 

③国土交通省九州運輸局や日本観光協会等と連携した観光まちづくりに関わる人

材のネットワーク形成 

○今後は、新たな観光カリスマを育成し、各地域で観光まちづくりを担う人材を確保し

ていくこと等が課題となろう。また、観光ボランティアガイドについては、主要な観

光拠点ではガイド組織が組成され、観光人材も充実してきているが、中山間地域、過

疎地での観光ガイドの確保・育成が課題となる。 

－人材育成への取り組みにあたって、必要とされる支援、課題がありますか？ 

○日本観光協会等から講師情報の提供やアドバイザーの推薦があれば、研修・セミナー

等のプログラム内容に選択肢が広がり、多様な研修ができるので、人材育成の素材提

供で支援を期待している。 

○また研修・セミナーを開催した後のフォローアップが課題となっている。研修・セミ

ナーの参加者相互、あるいは全国各地で観光まちづくりのリーダーとして活躍してい

る人材とネットワークしていくことで、参加者が実際に地域に根づき、リーダーとし

て育っていくものと考えられる。このような点で支援があれば有効だと考える。
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■組織概要 

・広域観光推進組織は、北海道、東北、中部、関西、中国、四国、九州といった広域エ

リアにおいて、自治体・事業者・団体さらには国や関係機関等の官民の連携協力によ

り、地域一体の魅力ある観光地づくりや国内外観光客の誘客を推進している。近年、

統合・創設が相次いだ広域観光推進組織は、広域観光ルートの開発や、海外プロモー

ションに積極的に取り組んでおり、役割を増している。 

・現在、北海道観光振興機構、東北観光推進機構、中部（東海・北陸・信州）広域観光

推進協議会、関西広域機構（関西国際観光推進センター）、中国地域観光推進協議会、

四国ツーリズム創造機構、九州観光推進機構がある。このうち、正式な法人格をもつ

のは社団法人北海道観光振興機構だけである。 

 

■組織体制と組織運営のしくみ 

・事業年数や事業内容によって、職員数は差異がある。北海道観光振興機構や九州観光

推進機構は、30 名近い職員数を配置し、特に九州観光推進機構は徐々に事業規模を拡

大し、それにともなってスタッフを増員している。 

・九州観光推進機構を例に職員構成をみると、九州７県の行政から各１名、市役所から

１名、民間ではＪＲ九州、日本航空、全日空等の運輸事業者、ＪＴＢ、近畿日本ツー

リスト、日本旅行等の旅行事業者、九州電力等からの出向者である。また組織の収入

の中心は、九州７県からの負担金である。「九州はひとつ」を標榜しその端緒となる

組織であることや、九州観光戦略の実行部隊としての役割は、各県や民間事業者から

も理解されている。 

・会員組織制としており、正会員・賛助会員あわせて 100 団体前後の組織が多い。ただ

し、北海道観光振興機構は、正会員が 1,400 団体を超えている。 

 

■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みると、北海道観光振興機構の年間

予算が約８億円、九州観光推進機構が約５億円と、この両組織の事業規模が大きい。

中国地域観光推進協議会を除く他の組織は１～２億円規模となっている。 

 

■取り組み事業 

・広域観光推進組織ならではのスケールメリットを活かし、広域連携による国内プロモ

ーション、海外プロモーションへの注力がうかがえる。 

・特に海外プロモーションにおいては、これまでは海外の旅行博等に各府県がバラバラ

に出展していた状況を、広域観光推進組織がまとめて出展することにより、効率性を

高めることができる上に、海外の旅行会社などには「ここにきけば、当該地域の観光

２－４ 組織運営および事業の実態と課題のポイント 
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のことが全てわかる」「交渉の窓口としても一本化できる」というワンストップ性を

感じ取ってもらうことにつながっている。後述する都府県観光協会等と比較すると、

国内よりも海外向けのプロモーションに重点がおかれていることが特徴的で、広域観

光推進組織にとってインバウンド事業は、スケールメリット、広域連携を活かし、存

在価値を示す最大の分野といえる。 

・次いで観光地域づくり基盤形成関連の事業も多くの組織で取り組んでいる。九州観光

推進機構を例にとると、九州各地を巡る観光付きバス「なないろ九州バス」の運行を

支援している（別府ゆふいんコースや高千穂・中九州コースが提供されている）他、

九州新幹線の駅や空港と観光地を結ぶ便利な周遊バスの運行支援も行っている。 

 

■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、ＭＩＣＥ、海外映画・ドラマ等のロケの

誘致、いずれについて有望と考えている組織が多い。 

・なお、海外プロモーションに係わる課題としては、専門的な人材不足やノウハウ不足

をあげている組織が多い。 

 

■人材育成事業の展開 

・観光地の経営に関わる人材やリーダー、ガイド・インストラクター等と並んで、イン

バウンド受入に必要な「通訳」の育成を必要と考えている。 

・また広域的な観光ルートの開発を図る上で、人口規模の大きな都市ではガイド・イン

ストラクター等の育成が順調に進んでいる一方、中山間地や離隔地でこれらが不足す

るといった、地域のアンバランスを指摘する意見もみられた。 

 

 





 

 

 

 

 

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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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・



 - 82 - 

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   

 



青森県 
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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

 

社団法人宮城県観光連盟 
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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

 

社団法人秋田県観光連盟 
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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



茨城県 

 - 102 - 

 

○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   
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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）

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）

 

 



千葉県 

 - 114 - 

 

○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
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○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 
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○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 
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○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

 

 



福井県 

 - 141 - 

 

○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
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○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 
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○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

 

 



兵庫県 

 - 162 - 

 

○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   
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〔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 



鳥取県 

 - 172 - 

○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

 

 



岡山県 

 - 177 - 

  

○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   

 

 



香川県 

 - 190 - 

〔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   
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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

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

 

社団法人佐賀県観光連盟 
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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（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 



熊本県 

 - 207 - 

○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   
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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

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）

 

 



鹿児島県 

 - 215 - 

 

○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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

群馬県観光国際協会オリジナルパンフレット     セブン＆アイグループの旅行雑誌 
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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。 



 

 - 230 - 

○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。 

 



 

 

 

 

 

第４章 政令指定都市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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政令指定都市では都市機能の集積・立地あるいは歴史や産業等の資源を活かして、観

光による地域経済の活性化に取り組む都市も多く見られる。その中で政令指定都市観光

協会等は、シティセールスも含めた都市観光やコンベンション等の誘致・案内、インバ

ウンド等に力を入れている所が多い。 

本節では、１９政令指定都市の観光協会のうち、財団法人大阪観光コンベンション協

会（大阪府・大阪市・経済界の観光組織が一体となり設立。第３章で調査対象とする）

を除く１８組織を対象としたアンケート調査（18 組織中 15 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 

・政令指定都市観光協会等 15 組織のうち、新公益法人制度移行前の財団法人が 60％

（9 組織）、社団法人が 40％（6 組織）となっている。都府県観光協会等と比較して、

社団法人よりも財団法人の方が多いことが特徴である。 

財団法人（新公益

法人制度移行前）

60%

社団法人（新公益

法人制度移行前）

40%

【組織の法人形態】

（N=15）

 

 

②今後の法人形態についての考え 

・今後、15 組織すべて法人形態を変更・移行する予定である。 

・変更・移行後の法人形態（予定）は、公益社団法人と公益財団法人を合わせて 74％

（11 組織）、一般社団法人 13％（2 組織）となっており、公益性の高い法人形態を

選ぶ組織が多い。 

４－１ 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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公益財団法人, 

47%

公益社団法人, 

27%

一般社団法人, 

13%

(空白), 13%

【今後の法人形態（予定）】

（N=15）

 

 

③組織の役職員数 

・専従役員数は、8 組織で 1 人であり、1～2 人の組織がほとんどを占める。 

0

8

4

1

1

0 2 4 6 8 10

0人

1人

2人

3人

4人

【専従役員数】

 

・専従職員数は、20 人台が 6 組織と最も多く、平均 36.6 人である。兼務職員のいる

組織はみられなかった。 

・出向職員は数名または 10 人前後が多く、主に行政や旅行・交通事業者等から出向し

ている。また、5 組織で旅行業務経験のある職員を有している。 

1

2

6

1

1

4

1

2

6

1

1

4

0 2 4 6 8

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 60％（9 組織）

と比較的多い。職格は「課長」「係長」「主事」「リーダー」「一般職員」など、担当
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は「観光及びコンベンション」「イベント」「外客誘致」「総務」などである。 

・今後、正職員公募を行いたいという組織は 20％（3 組織）である。 

60%

20%

33%

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=15）

 

 

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 60％（9 組織）、専務理事が 33％（5 組織）

を占める。 

事務局長 60%

専務理事 33%

常務理事 7%

【実務面での総合的な責任者】

（N=15）

 

 

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 67％（10 組織）と多く、公共の庁舎等を間借り

しているのが 33％（5 組織）である。事務所を所有している組織はない。 

賃借 67%

公共の庁舎等を

間借り 33%

【本部事務所の形態】

（N=15）
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（２）組織の会員と予算について 

①組織の会員数 

・会員数は、500～599 団体が 5 組織と多く、平均会員数は 527.8 団体である。都府県

観光協会等と比較しても、多くの会員を抱える組織が多い。 

0

0

2

2

4

5

2

0 1 2 3 4 5 6

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】

 

 

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 60％（9 組織）と

過半を占めている。増加傾向にある組織は 20％（3 組織）である。 

増加傾向 20%

変化なし 20%減少傾向 60%

【会員数に関わる近年の動向】

（N=15）

 

 

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、200 百万円台、300 百万円台がそれぞれ 33％（5 組織）

を占める。 
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100-150百万円

13%

200-250百万円

27%

250-300百万円

7%
300-350百万円

7%

350-400百万円

27%

400百万円以上

20%

【年間事業規模】

（N=15）

 

・収入の項目別割合は、会費や分担金は 10％未満、受託金や収益事業収入は 20％未満

の組織が 7～8 割（11～13 組織）を占める。補助金は組織によってばらつきがある

が、50％以上の組織が約 6 割（9 組織）を占める。 

87%

27%

47%

87%

47%

87%

13%

7%

40%

27%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

13%

7%

20%

7% 7%

20% 7%

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=15）

 

・支出の項目別割合は、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 30％未満の組織がほとんどである。 

7%

33%

87%

27% 33% 7%

7%

13% 27% 27%

7%

27%

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=15）
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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強（8 組織）が減少傾向にある。 

・項目別にみると、会費は 8 割（12 組織）、補助金や収益事業収入は 6 割（9 組織）で

減少傾向にある。 

20%

7%

20%

7%

0%

7%

27%

13%

20%

40%

40%

33%

53%

80%

60%

47%

40%

60%

0%

0%

0%

7%

20%

0%

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=15）

 

 

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 60％（9 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 20％（3 組織）みられた。

一方、管理対象が増加した組織は 1 組織のみである。 

実施中 60%以前実施していた

が今はない 20%

もともと実施してい

ない 20%

【観光施設・駐車場等の指定管理】

（N=15）
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指定管理者制度

の影響なし 47%

管理対象が減少･

消滅 20%

管理対象が増加

7%

(空白) 27%

【指定管理者制度後の動向】

（N=15）

 

 

 

（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「セールス」

や「観光情報媒体作成・配布」、海外プロモーション等に関する「セールス」、「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」、「広域観光連携」、

「刊行物・資料等の発行」に取り組んでいる組織が 8～9 割（12～14 組織）と多い。 

・その他、政令指定都市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」

「ＭＩＣＥ誘致」「フィルムコミッション」（いずれも 6～7 割・9～10 組織）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、「観光地域づくり基盤形成」、「観光案内・ランドオ

ペレーター」、国内および海外プロモーション等に関する「セールス」（いずれも

33％・5 組織）などが挙げられている。 
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7%

20%

33%

67%

53%

40%

87%

67%

93%

80%

87%

73%

73%

67%

60%

27%

80%

33%

33%

20%

80%

87%

67%

27%

7%

20%

33%

27%

13%

20%

33%

27%

33%

20%

33%

27%

27%

20%

13%

0%

0%

0%

0%

7%

13%

0%

7%

0%

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=15）

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、「自ら旅行会社として、旅行商品を企画・

販売」しているのは、新潟観光コンベンション協会（第２種）、おかやま観光コン

ベンション協会（第３種）の 2 組織のみである。9 組織（60％）は特に行っていな

い。 

・「旅行商品の企画のみ」が 1 組織、「その他」3 組織はモデルコースの作成や商品造

成の働きかけのみ行っている。例えば、京都市観光協会ではオフシーズン対策事業

として、社寺や文化財の特別公開の実施、定期観光バス特別コースの企画、その他
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各種イベントを企画立案するとともに、事業運営や参加者受入などを総合的に実施

している。 

2

1

0

3

9

0 2 4 6 8 10

自らが旅行会社として、旅行商品を企画・販売

旅行商品の企画のみ

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=15）

 

 

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 6 組織に取り組みによる効果をたずねたところ、6

組織すべてで「地域の観光事業の活性化につながっている」と評価している。次い

で、「新たなマーケットが開拓されている」という組織が 67％（4 組織）と比較的

多い。また、おかやま観光コンベンション協会、京都市観光協会の 2 組織では「組

織の収益事業となっている」と評価している。 

6

4

3

2

1

0 2 4 6 8

地域の観光事業の活性化につながっている

新たなマーケットが開拓されている

これまで未活用だった観光資源が

活用されている

組織の収益事業となっている

その他

【旅行商品企画・販売の取り組みによる効果】

（N=6）

※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 

・8 割（12 組織）は「登録（変更）の予定はない」としているが、「将来的には旅行業

登録したい」とする組織が 1 組織ある。その他、2 組織は「未定」としている。 
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登録（変更）の予

定はない 80%

将来的には登録

（変更）したい 7%

その他 13%

【今後、旅行業登録を行う（または種別を変更する）予定】

（N=15）

 

 

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、「効果的な商品開発が困難」「中心的に取

り組む人材が不足」が約 3 割（4 組織）と多く挙げられている。「その他」として「費

用対効果に乏しい」「商品造成の働きかけが中心であり、独自での企画・販売が現

状ではできない」等が課題に挙げられている。 

27%

27%

13%

20%

0% 10% 20% 30%

効果的な商品開発が困難

中心的に取り組む人材が不足

販売チャンネルが不足

その他

【旅行商品企画・販売に関する課題】

（N=15）

 

 

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」などが必要とされているが、「特にない」とする

組織も半数近く（7 組織）と多い。 

27%

13%

13%

7%

0%

7%

47%

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

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

旅行会社等販売チャンネルの紹介

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=15）
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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、台湾が 80％（12 組織）と最も多く、次

いで、韓国（67％・10 組織）、中国（53％・8 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、韓国、中国に次いで、タイや

シンガポールに取り組む予定も 3～4 組織でみられる。 

80%

67%

53%

27%

13%

13%

7%

0%

0%

0%

47%

40%

33%

20%

27%

7%

20%

13%

0%

7%

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

台湾

韓国

中国

香港

タイ

オーストラリア

シンガポール

マレーシア

ロシア

欧米

【国・地域（上位３位）】

現在

今後

（N=15）

 

 

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、「海外のマスコミ・旅行会社招聘」

「海外での旅行博等への参加・説明会」「多言語パンフレット・マップ等の作成・

配付」が 7～8 割（11～13 組織）と多く挙げられている。また、「案内所での外国語

対応等、訪日外国人旅行者への情報提供」に取り組む組織が 53％（8 組織）と比較

的多いことも特徴である。「受け入れ体制づくり」に取り組む予定の組織は 2～3 割

と少ない。 

・特に重点をおく事業として、「海外での商談」「海外のマスコミ・旅行会社招聘」な

どが挙げられている。 
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40%

73%

67%

80%

40%

7%

13%

87%

67%

53%

27%

0%

27%

20%

7%

7%

13%

33%

33%

27%

0%

7%

13%

27%

13%

7%

0%

7%

0%

0%

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

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=15）

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 

・海外のＭＩＣＥの誘致について有望と考える組織は 67％（10 組織）と多く、海外か

らの教育旅行の誘致を有望と考える組織（53％・8 組織）を上回っている。 

53%

67%

33%

33%

13%

20%

7%

13%

40%

7%

7%

7%

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=15）

 

 

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、80％（12 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。国際観光テーマ地区や観光圏と連携している組織は、それぞ
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れ 20％（3 組織）みられた。 

80%

20%

20%

0%

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

広域観光推進組織や都道府県、他市町村

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=15）

 

 

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）」と並んで「海

外旅行会社等とのコネクション不足」（53％・8 組織）が多く挙げられている。 

53%

53%

40%

40%

33%

13%

7%

0%

0% 20% 40% 60%

事業費が過大（予算不足）

海外旅行会社等とのコネクション不足

専門的に関われる人材不足

手間や費用がかかるわりには効果があがらない

ノウハウ不足

他の主体・地域との連携不足

その他

特になし

【インバウンド事業に関する課題】

（N=15）

 

 

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」「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」（いずれも

5 割前後、7～8 組織）などが挙げられている。また、「海外旅行会社等の紹介」も

40％（6 組織）と比較的多い。 
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53%

47%

47%

40%

13%

13%

7%

0% 20% 40% 60%

現地でのプロモーション支援

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）

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=15）

 

 

 

（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、「旅行業に関わる専門人材」が 67％（10

組織）と最も多く挙げられている。次いで「ガイド・インストラクター」や「観光

地全体の経営・リーダー」が必要と考える組織が多い。 

・今後重点をおく人材としては「観光地全体の経営・リーダー」を挙げる組織が最も

多い。 

67%

60%

53%

40%

27%

20%

20%

20%

7%

13%

7%

27%

33%

47%

27%

7%

7%

13%

7%

0%

0%

0%

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

旅行業に関わる専門人材

ガイド・インストラクター等

観光地全体の経営・リーダー

タクシー・バス等の乗務員

通訳（通訳案内士含む）

宿泊施設・料飲施設等の管理職

宿泊施設・料飲施設等の現場スタッフ

一般市民

宿泊施設・料飲施設等の経営者

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=15）

 

 

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、約半数の 8 組織で「研

修プログラム・セミナーの開催、参加支援（１～数週間程度）」を予定している。

また、「実地研修・インターンシップ等の実施・支援」に取り組む組織も 27％（4
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組織）と比較的多い。 

53%

27%

27%

7%

0%

0%

13%

13%

0% 20% 40% 60%

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）

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=15）

 

 

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」（53％・8 組織）や「講師やアドバイザー、研修先等の特

定や確保が困難」（47％・7 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。加えて、「手間や費用がかかるわりには効果があがらな

い」（27％・4 組織）との課題も比較的多く、効果的な人材育成の実施も課題となっ

ている。 

53%

47%

27%

7%

0%

7%

7%

0% 20% 40% 60%

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

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

人材育成事業を企画・開催しても、

参加者が集まらない

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=15）

 

 

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、「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」（67％・10 組織）などが挙げられている。 
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67%

47%

47%

7%

0%

0%

0% 20% 40% 60% 80%

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

研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、ｾﾐﾅｰ等の共同開催・開催指導

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

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=15）

 

 

 

（７）組織上の課題について 

・組織上の課題として、「予算不足」や「会費や補助金等への依存体質」（ともに 47％・

7 組織）を挙げる組織が多い。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。 

47%

47%

40%

33%

27%

20%

0%

0%

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

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

人材不足

その他

特になし

【組織上の課題】

（N=15）
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ここでは、前述した政令指定都市の観光協会等へのアンケート調査回答結果に基づき、

組織毎に組織運営と事業の実態を整理した。 

 

 

４－２ 政令指定都市観光協会等の組織運営と事業の実態 ～組織別実態～ 



札幌市 
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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 60 名 

兼務  － 

正会員       457 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： 

北海道さっぽろ観光案内所 札幌市 8 名 観光案内 

さっぽろ羊ヶ丘展望台 札幌市 8 名 施設運営業務 

 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業 

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 さっぽろ羊ヶ丘展望台、大通とうきびワゴン

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 北海道さっぽろ観光案内所の運営・管理

観光イベント

ライラックまつり、夏まつり、オータムフェスト、菊まつり、ホワイトイ
ルミネーション、雪祭りの実行委員会事務局を担当、さっぽろ羊ヶ

丘展望台の各種イベントの実施

セールス

旅行業者向けのセミナー、『ＲＯＵＮＤ　ＴＡＢＬＥ　ａｂｏｕｔ　ＳＡＰＰ
ＯＲＯ　ＴＯＵＲＩＳＭＩＯ』の実施、シティＰＲイベント、１北海道はう

まい北の大収穫祭ｉｎ恵比寿への出展　２、第２１回信濃の国楽市

楽座～諸国の秋～への出展

観光情報媒体作成・配付

セールス

マレーシアＭＡＴＴＡフェア、香港Ｗｅｄｄｉｎｇ　ｂａｎｇｕｅｔ＆Ｗｅｄｄｉ
ｎｇ　ＧＩＦＴ　Ｅｘｐｏ２０１０への出展、香港政府観光局へのミスさっ

ぽろ訪問、韓国大田広域市観光協会との相互交流

観光情報媒体作成・配付 札幌シティリゾートウエディングＨＰ、パンフレット作成

教育旅行誘致

道央圏教育旅行誘致推進会議として北海道の修学施行誘致キャ
ラバンに参加

北海道道央エリア教育旅行ガイドブックの作成

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 さっぽろ広域観光圏整備事業の実施

刊行物・資料等の発行 機刊誌『観光さっぽろ』発行、当協会ＨＰ上での紹介

会員の事業等の支援 新年交流会の開催

⑩その他 その他 ミスさっぽろの選出、派遣

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

 
 

社団法人札幌観光協会 



仙台市 
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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： 

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 27 名 

兼務  － 

正会員        － 

賛助会員・準会員等 560 組織 

出先機関名称： 所在地： 職員数： 主な業務内容： 

仙台市総合観光案内所 仙台市青葉区 5 名 観光案内 

 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業 

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 るーぷる仙台（シティーループバス）

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 ふるさと雇用再生事業で地域資源掘り起し

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      

セールス 首都圏セールス、仙台宮城伊達な旅キャンペーン

観光情報媒体作成・配付 リーフレット、せんだい旅日和（ＨＰ）

セールス 台湾、タイ、韓国で誘致セミナー

観光情報媒体作成・配付 せんだい旅日和（ＨＰ）

教育旅行誘致 北海道で説明会実施

ＭＩＣＥ誘致 ＪＮＴＯとの連携

フィルムコミッション せんだい宮城ＦＣ事務局

観光地経営・リーダー養成 「伊達な観光実践塾」での人材育成

接遇スタッフ・ガイド等研修 ボランティアガイド、学生サポーター研修

観光関係者表彰

農商工と連携・特産品開発 米粉を活用した商品開発支援

住民組織（ＮＰＯ）との連携      

広域観光連携 伊達な広域観光推進協議会

刊行物・資料等の発行 イベントカレンダー、機関誌の発行

会員の事業等の支援 ＨＰ内での紹介

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

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

 
 

財団法人仙台観光コンベンション協会 



さいたま市 
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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 4 名 

兼務 －(理事含まず) 

専従 22 名 

兼務  － 

正会員       900 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： 

大宮観光案内所 

さいたま新都心観光案内所 

埼玉県さいたま市大宮区 

埼玉県さいたま市中央区 

6 名 観光案内 

浦和観光案内所 埼玉県さいたま市浦和区 6 名 観光案内 

 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業 

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 花の名所の維持管理

旅行商品企画・流通促進

観光案内・ランドオペレーター
観光ボランティア団体との連携
ビジットジャパン案内所のネットワークによる情報収集・発信

観光イベント まつり、イベントの開催

セールス

各種観光セールス、観光キャンペーン等への参加
プレスツアーの実施

コンベンション施設見学会

観光情報媒体作成・配付
観光情報誌・各種観光マップ・ポスターの作成、頒布
インターネットによるシティセールス

セールス ＩＭＥ２０１０への出展

観光情報媒体作成・配付 インターネットによる国内外への誘致ＰＲ

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 功労者表彰の実施

農商工と連携・特産品開発 土産品を推奨、広報及び販売経路の拡充

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
会員相互の交流の場の提供、会員名簿作成、優良従業員表彰の
実施

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

 

 

社団法人さいたま観光コンベンションビューロー 



横浜市 
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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： 

財団法人（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 28 名 

兼務  － 

正会員        29 組織 

賛助会員・準会員等 495 組織 

出先機関名称： 所在地： 職員数： 主な業務内容： 

横浜駅観光案内所 横浜市西区高島 2 名 市内観光・宿泊案内、交通案内、

近隣観光案内 

桜木町駅観光案内所 横浜市中区桜木町 2 名 市内観光・宿泊案内、交通案内、

近隣観光案内 

 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業 

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 外国人宿泊調査・修学旅行調査

観光地域づくり基盤形成 コンベンション統計など

観光施設の管理・運営 横浜人形の家

観光地美化・修景

旅行商品企画・流通促進 アジアを中心としたインバウンド商品

観光案内・ランドオペレーター 横浜駅、桜木町駅、産業貿易センターにおける観光案内所

観光イベント

セールス 横浜MICE説明会など

観光情報媒体作成・配付 横浜市観光情報公式サイト

セールス アジアを中心としたインバウンドセールス

観光情報媒体作成・配付 横浜市観光情報公式サイト

教育旅行誘致 中国ほか

ＭＩＣＥ誘致 欧米・アジアなど

フィルムコミッション

観光地経営・リーダー養成 横浜観光親善大使

接遇スタッフ・ガイド等研修 ヨコハマまち歩きガイドボランティアへの支援

観光関係者表彰 優良会員の表彰

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
会員名簿、来訪者向けマップ、外国人向け飲食店ガイドの作成、
HPの運営

会員の事業等の支援
観光事業者プロモーション認定事業による助成、ビジネスマッチン
グの機会の創出

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

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

 

 

財団法人横浜観光コンベンション・ビューロー 



新潟市 
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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： 

財団法人（新公益法人

制度移行前） 

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 339 組織 

出先機関名称： 所在地： 職員数： 主な業務内容： 

新潟駅万代口観光案内センター 新潟県新潟市中央区 3 名 常時 2 人 観光案内 

新潟市観光情報館 新潟県新潟市西区 4 名 常時 2 人 観光案内 

 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業 

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 大型バス駐車場管理・運営

観光地美化・修景      

旅行商品企画・流通促進 食と花の交流プログラム事業（第２種旅行業）

観光案内・ランドオペレーター 新潟駅万代口観光案内所、新潟市観光情報館管理運営

観光イベント 伝統芸能派遣事業、新潟まつり花火観覧席

セールス 首都圏交流促進

観光情報媒体作成・配付 ホームページ運営

セールス 海外観光客集客事業、海外ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞﾂｱｰ誘致

観光情報媒体作成・配付      

教育旅行誘致      

ＭＩＣＥ誘致
にいがたﾌﾚﾝｽﾞﾊﾟｰﾃｨ開催、観光ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ発行支援、コンベン
ションセールス

フィルムコミッション フィルムコミッション推進事業

観光地経営・リーダー養成      

接遇スタッフ・ガイド等研修 観光誘客研修会

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 観光圏事業

刊行物・資料等の発行 機関紙発行

会員の事業等の支援      

⑩その他 その他 日本開港五都市観光連絡協議会、にいがた観光親善大使派遣

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

 

 

財団法人新潟観光コンベンション協会 



静岡市 
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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： 

財団法人（新公益法

人制度移行前） 

専従 2 名 

兼務 －(理事含まず) 

専従 17 名 

兼務  － 

正会員        － 

賛助会員・準会員等 546 組織 

出先機関名称： 所在地： 職員数： 主な業務内容： 

静岡市静岡駅観光案内所 静岡県静岡市葵区 4 名 観光案内 

静岡市総合観光案内所 静岡県静岡市葵区 4 名 観光案内 

しずチカ情報ポケット 静岡県静岡市葵区 7 名 観光案内 

静岡市清水駅前観光案内所 静岡県静岡市清水区 2 名 観光案内 

 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業 

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 静岡市からの委託及び指定管理施設の運営

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（４ヵ所）の運営（静岡市委託及び補助）

観光イベント 地域イベント（日本平、三保地区）の実施

セールス 観光キャラバン隊、エージェント訪問の実施

観光情報媒体作成・配付 各種観光パンフレットの作成、ＨＰの運営

セールス 静岡県等の主催プロモーション事業に参加

観光情報媒体作成・配付 多言語版パンフレットの作成、多言語ＨＰの開設

教育旅行誘致 近隣県の小学校を訪問。韓国の教育者を招聘

ＭＩＣＥ誘致 ＪＮＴＯ主催商談会へ参加

フィルムコミッション ２３年度の団体設立に参画

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講座を開催。多言語講座

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 静岡県中部地区、本州中部地区等の協議会と連携

刊行物・資料等の発行 機関紙の発行（年４回）

会員の事業等の支援 事業後援、会員間相互の商談会開催

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

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

 

 

財団法人静岡観光コンベンション協会 



浜松市 

 - 264 - 

 

○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： 

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        － 

賛助会員・準会員等 253 組織 

出先機関名称： 所在地： 職員数： 主な業務内容： 

浜松観光インフォメーション

センター 

静岡県浜松市中区砂山町

（JR 浜松駅構内） 

2 名 観光案内 

 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業 

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

セールス

観光情報媒体作成・配付

セールス 旅行博への出展（ＩＴＦ２０１０）

観光情報媒体作成・配付

教育旅行誘致 韓国教育関係者招請事業及び現地セールスコール

ＭＩＣＥ誘致 韓国インセンティブ企業現地セールスコール

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 観光セミナー

観光関係者表彰 観光関係優良従業員表彰

農商工と連携・特産品開発

住民組織（ＮＰＯ）との連携

広域観光連携 浜名湖観光圏整備事業　他

刊行物・資料等の発行 広報誌　Ｌａ・Ｌａ・Ｌａ　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

 

 

財団法人浜松観光コンベンションビューロー 



名古屋市 

 - 265 - 

 

○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： 

財団法人（新公益法人

制度移行前） 

専従  2 名 

兼務 30 名 

専従 50 名 

兼務  － 

正会員       291 組織 

賛助会員・準会員等 128 組織 

出先機関名称： 所在地： 職員数： 主な業務内容： 

観光案内所（3 ヶ所） 名古屋市中村区、中区、東区 8 名 観光案内業務 

 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業 

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 歴史的な観光資源を発掘する事業の選定と支援

観光施設の管理・運営

観光地美化・修景 イベント会場の清掃活動

旅行商品企画・流通促進

観光案内・ランドオペレーター 市内３か所の観光案内所における観光案内

観光イベント 世界コスプレサミット、名古屋まつり等の開催

セールス 街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝの実施、観光説明会の開催　等

観光情報媒体作成・配付 観光地図・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの作成、HPによる情報発信

セールス 観光展への出展、VJ事業への参画、ﾒﾃﾞｨｱ招聘

観光情報媒体作成・配付 買物・ｸﾞﾙﾒをﾃｰﾏとしたｶﾞｲﾄﾞﾏｯﾌﾟの作成

教育旅行誘致
愛知・名古屋修学旅行誘致促進協議会への参画
海外からの訪日教育旅行誘致事業の実施

ＭＩＣＥ誘致 MICEセミナーの開催（震災の影響により中止）

フィルムコミッション ロケ撮影の誘致・支援、パンフレット作成

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 観光ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体と連携した情報発信

広域観光連携
名古屋圏観光宣伝協議会、中部広域観光推進協議会等への参
画

刊行物・資料等の発行 会員名簿の発行

会員の事業等の支援

⑩その他 その他 コンベンションの情報収集・誘致・開催支援

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

 

 

財団法人名古屋観光コンベンションビューロー 



京都市 

 - 266 - 

 

○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 52 名 

専従 34 名 

兼務  － 

正会員      1364 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    

 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業 

 

 

社団法人京都市観光協会 

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
元離宮二条城出札等各種業務の受託運営
無鄰菴（山県有朋ゆかりの史跡）の入菴受付等受託運営

観光地美化・修景
「京都市まちの美化推進事業団」への参画による観光地美化キャ
ンペーンや美化啓発活動の実施

旅行商品企画・流通促進

京都のオフシーズン対策として「京の夏の旅」キャンペーン、「京の
冬の旅」キャンペーンを実施

「京の食文化」キャンペーン「食遊菜都」の実施

京都ファンやリピーターを対象としたイベント　京都「千年の心得」

事業の実施

観光案内・ランドオペレーター
ＪＲ京都駅ビル２Ｆ京都総合観光案内所「京なび」の受託運営
左京区平安神宮入口南　「観光情報センター」の運営

観光イベント 京の七夕事業、京都花灯路をオール京都で実施

セールス
ＪＲ各社との共同宣伝による観光キャラバンの実施や商品造成販
売依頼、現地説明会の実施

観光情報媒体作成・配付

ホームページによる情報発信
3か月先6か月先の情報を掲載した月刊紙「きょうと情報版」の編集

発行

京の四大行事をはじめとする誘致ポスターの作成配布

セールス

観光情報媒体作成・配付

多言語ホームページ「KYOTO-MAGO no TE」の運営
英文観光地図の作成配布

英文飲食店ガイドブックの作成配布

iPodを活用した音声ガイドの配信

教育旅行誘致

参画団体「京都観光推進協議会」による誘致活動
修学旅行相談所の運営

「修学旅行パスポート」事業による優待施設の提供

ＭＩＣＥ誘致 大型国際会議での観光情報の提供、観光案内スタッフの派遣

フィルムコミッション 「京都市フィルム・オフィス」への協力

観光地経営・リーダー養成 大学からインターンシップ生の受け入れ

接遇スタッフ・ガイド等研修
シルバー観光ガイドや学生ガイド団体との連携により特別公開事
業を実施し活躍の場を提供

観光関係者表彰
通常総会にて観光事業功労者、観光業界功労者、優良観光従
事者、花街芸妓表彰を実施

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
全国京都会議事務局の運営、大都市観光協会連絡協議会への
参画、京都府観光連盟との連携　など

刊行物・資料等の発行 会報の発行（年4回）

会員の事業等の支援

年中行事や各種観光催事などの共催や後援による観光客へのＰ
Ｒの実施

インフォメーション窓口や、発行物、ホームページ等において会員

施設を紹介

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



堺市 

 - 267 - 

 

○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 26 名 

専従 18 名 

兼務  － 

正会員       397 組織 

賛助会員・準会員等 37 組織 

出先機関名称： 所在地： 職員数： 主な業務内容： 

観光案内所 大阪府堺市   

 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業 

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 『ものの始まり　なんでも堺』で歴史・文化をアピール

マーケティング･各種調査

観光地域づくり基盤形成
観光施設の整備（文化観光拠点作り）や堺周遊バス助成制度の
活用促進

観光施設の管理・運営 堺市茶屋における管理運営受託

観光地美化・修景 ＮＰＯ法人堺ボランティア協会による美化掃除

旅行商品企画・流通促進

観光案内・ランドオペレーター
着地型旅行モデルコースを作成して、ワンストップサービスによる
手配

観光イベント 堺まつり、堺文化財特別公開、堺大魚夜市

セールス エンゼル堺２０１０による観光ＰＲ

観光情報媒体作成・配付 協会ホームページの情報発信

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 各種メディアに対してロケの取材協力

観光地経営・リーダー養成

接遇スタッフ・ガイド等研修 ＮＰＯ法人堺ボランティア協会にて研修実施

観光関係者表彰

農商工と連携・特産品開発 堺市優良土産店との商品開発

住民組織（ＮＰＯ）との連携 ＮＰＯ法人　観光ボランティア協会との連携

広域観光連携 種子島鉄砲祭りなど、他都市交流の実施

刊行物・資料等の発行 会員情報誌『あせんぶる』の発信

会員の事業等の支援 会員登録業者への観光土産品販売（観光案内所）

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

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

 

 

社団法人堺観光コンベンション協会 



神戸市 

 - 268 - 

 

○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： 

財団法人（新公益法

人制度移行前） 

専従 1 名 

兼務 1 名(理事含まず) 

専従 109 名 

兼務   － 

正会員        － 

賛助会員・準会員等 216 組織 

出先機関名称： 所在地： 職員数： 主な業務内容： 

なし    

 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業 

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 有馬温泉「金の湯、銀の湯」異人館「萌黄の館」

観光地美化・修景 観光地クリーンアップイベントの開催

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

観光イベント 神戸ルミナリエ、サンバフェスティバル等開催

セールス
観光セミナーの開催（東京・福岡）、旅行会社・マスコミ招聘、商談
会開催

観光情報媒体作成・配付 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ（Feel KOBE）、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等作成

セールス 現地セールス、招聘

観光情報媒体作成・配付 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ（Feel KOBE）、多言語ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成

教育旅行誘致 旅行会社招聘、主要都市セールス等

ＭＩＣＥ誘致 商談会への参加、個別セールス

フィルムコミッション 神戸フィルムオフィスによる撮影誘致・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 観光タクシー研修会

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 関西圏政令市・近隣都市との連携

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

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

 

 

財団法人神戸国際観光コンベンション協会 



岡山市 

 - 269 - 

 

○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 32 名 

専従 41 名 

兼務  － 

正会員       310 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： 

なし    

 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業 

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 コンベンション開催状況調査等

観光地域づくり基盤形成 　

観光施設の管理・運営 岡山城、足守プラザ、備前焼工房の管理・運営

観光地美化・修景 岡山城周辺のクリーン運動等

旅行商品企画・流通促進 第３種旅行業登録を生かした市民バスツアー等

観光案内・ランドオペレーター
観光案内所等における観光案内や観光ボランティアによる観光ガ
イド活動等

観光イベント おかやま桃太郎まつり等

セールス 首都圏、関西圏等でのプロモーション活動等

観光情報媒体作成・配付 観光スポット、特産品等を掲載した資料の作成等

セールス 東アジアの大都市訪問、観光関連団体招請等

観光情報媒体作成・配付

教育旅行誘致 県の誘致組織へ参画し、方面別訪問誘致活動等

ＭＩＣＥ誘致 個別誘致セールス、大会開催補助金交付等

フィルムコミッション 県の推進組織等への参画等

観光地経営・リーダー養成

接遇スタッフ・ガイド等研修 観光ボランティア養成基礎講座等

観光関係者表彰

農商工と連携・特産品開発 商工組織と連携したご当地グルメ開発支援等

住民組織（ＮＰＯ）との連携

広域観光連携 近隣市町村で組織する協議会を通じたＰＲ活動等

刊行物・資料等の発行 機関紙の発行、コンベンション情報の提供等

会員の事業等の支援 会員主催事業の紹介等

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

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

 

 

社団法人おかやま観光コンベンション協会 



広島市 
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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： 

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 27 名 

兼務  － 

正会員        － 

賛助会員・準会員等 421 組織 

出先機関名称： 所在地： 職員数： 主な業務内容： 

なし    

 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業 

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

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

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

住民組織（ＮＰＯ）との連携

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

⑩その他 その他 売店運営

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

 

 

財団法人広島観光コンベンションビューロー 



福岡市 
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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： 

財団法人（新公益法人

制度移行前） 

33 名 専従 24 名 

兼務  － 

正会員        － 

賛助会員・準会員等 569 組織 

出先機関名称： 所在地： 職員数： 主な業務内容： 

なし    

 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業 

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

セールス プロモーション協議会事業の積極的推進

観光情報媒体作成・配付 ＨＰにて情報の共有、広報誌発行

セールス インセンティブツアー誘致（韓国、中国、台湾）

観光情報媒体作成・配付 ＨＰにて情報の共有、広報誌発行

教育旅行誘致 修学旅行誘致宣伝隊派遣

ＭＩＣＥ誘致
首都圏セールス（年２回）参加、ＩＭＥ出展、大学のキーパーソン
訪問

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実施、ウェルカムサポーター研修実施

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 観光案内所ネットワークミーティング

刊行物・資料等の発行 広報誌『オーシャンズ　フクオカ』の発行

会員の事業等の支援
交流会、国内外調査団派遣事業、コンベンションスケジュールの
作成・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

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

 

 

財団法人福岡観光コンベンションビューロー 



北九州市 
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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 26 名 

専従 61 名 

兼務  － 

正会員       589 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    

 

○2010（平成 22）年度の取り組み事業 

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 韓国人観光客の動態調査

観光地域づくり基盤形成 市内まつり事業への補助

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 野鳥の森を育てよう会事業

旅行商品企画・流通促進 北九州市空港利用促進事業

観光案内・ランドオペレーター 観光案内（案内所運営、観光案内ボランティアガイド受付等）

観光イベント

セールス セールス、観光キャンペーン

観光情報媒体作成・配付 　

セールス 韓国、中国、台湾セールス

観光情報媒体作成・配付 ウェルカムカード発行

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 観光業務従事者研修

接遇スタッフ・ガイド等研修 ホスピタリティ向上事業

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 各種イベント・大会への出展

住民組織（ＮＰＯ）との連携 再発見ウォーキング

広域観光連携 まつり・都市間交流事業

刊行物・資料等の発行 刊行物等の送付

会員の事業等の支援 当協会ホームページへの会員情報掲載

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

 
 

社団法人北九州市観光協会 
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■組織概要 

・新公益法人制度への移行はあまり進んでおらず、今後は公益財団法人または公益社団

法人をめざす組織が８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 30 人程度であるが、複数の観光施設の管理運営を担い、109 名のスタ

ッフを抱える神戸国際観光コンベンション協会のような例もある。また、6 割の組織

が公募で採用した職員を有する。 

・実務面での総合的な責任者は事務局長または専務理事が多く、勤続年数は５年以内が

殆どである。市観光所管課に勤務経験をもつ人材などがみられるが、特に観光事業に

関わる経歴がない例も少なくない。 

・会員数は、減少傾向にある組織が 6 割を占めている。 

 

■事業規模と組織運営のしくみ 

・年間事業規模については、数億円規模の組織が大半である。 

・5 億円以上の規模の事業を実施している組織として、名古屋観光コンベンションビュ

ーロー、神戸国際観光コンベンション協会、北九州市観光協会が挙げられる。神戸国

際観光コンベンション協会の事業規模は約 34 億円と特に大きい。 

・行政等からの補助金が過半を占める組織が多いが、札幌観光協会や北九州市観光協会

等では観光施設の管理・運営による事業収入が財政基盤を担っている。 

・指定管理者制度の導入により管理対象が減少・消滅した組織も 3 組織ほどみられた。 

 

■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、人

材育成、広域観光連携といった業務が中心になるが、その他、観光施設の管理・運営、

ＭＩＣＥ誘致、フィルムコミッション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、国内および海外セールスと並んで、観光地域づくり

基盤形成や観光案内・ランドオペレーター事業も挙げられている。 

 

■旅行事業の展開 

・旅行業登録を行っているのは、新潟観光コンベンション協会、おかやま観光コンベン

ション協会の２組織のみであるが、京都市観光協会のように観光コースやイベントの

企画立案も含めて総合的な事業運営を担っているところもある。 

・旅行商品の企画・販売を行っている組織では、概ね地域の観光事業の活性化につなが

っていると評価しており、新たなマーケットが開拓されているところも多い。 

４－３ 組織運営および事業の実態と課題のポイント 
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・課題としては、効果的な商品開発や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 

・７～８割の組織が海外のマスコミ・旅行会社招聘等の海外プロモーションに取り組ん

でいくとしている。また、５割が案内所での外国語対応等の情報提供業務にも取り組

む意向である。 

・海外のＭＩＣＥの誘致について約７割が有望と考えている。 

・課題として、約半数の組織が予算不足と並んで海外旅行会社等とのコネクション不足

を挙げており、必要な支援に海外旅行会社等の紹介を挙げる組織も少なくない。 

 

■人材育成事業の展開 

・必要としている人材として、旅行業に関わる専門人材が最も多く挙げられた。次いで、

ガイド・インストラクターや観光地全体の経営リーダーも必要と考える組織が多い。 

・これらの人材を育成するための取り組みとして、研修プログラム・セミナーの開催・

参加支援が中心となるが、手間や費用に値する効果的なプログラムの実施も課題とな

っている。 

 



 

 

 

 

 

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
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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）

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
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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
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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
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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
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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

 



 - 339 - 

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。 

 

 





 

 

 

 

 

第６章 先進的な観光地域づくり組織の事業 

および組織運営事例 
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本節では、第５章で対象とした主要観光地の市町村観光協会以外で、次に該当する先

進的な観光地域づくり組織を対象としたアンケート調査（19 組織中 14 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。 

・都府県観光協会等へのアンケート調査の中で「先進的な事業、ユニークな取り組

みを行っている組織」として推薦された組織 

・優秀観光地づくり賞受賞組織 

・専門家から推薦のあった組織 

 

［アンケート回答組織一覧］ 

1. NPO 法人体験村・たのはたネットワーク 

2. NPO 法人遠野山・里・暮らしネットワーク 

3. NPO 太東埼燈台クラブ 

4. 大鹿村観光協会 

5. 一般社団法人信州いいやま観光局 

6. NPO 法人信越トレイルクラブ 

7. 郡上八幡観光協会 

8. 社団法人宇治市観光協会 

9. 一般社団法人ノオト 

10.和歌山市観光協会 

11.NPO 法人松江ツーリズム研究会 

12.株式会社カミカツーリスト 

13.一般社団法人延岡観光協会 

14.NPO 法人島の風 

 

６－１ 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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（１）組織が取り組んでいる事業全般について 

・2010（平成 22）年度の取り組み事業をみると、国内プロモーション活動のほか、旅

行商品企画・流通促進、観光案内・ランドオペレーター業務、観光イベント、接遇

スタッフ・ガイド等研修に取り組んでいる組織が多い。 

・今後特に重要となる事業として、旅行商品企画・流通促進などのほか、観光地経営・

リーダー養成も比較的多く挙げられ、重要性が認識されている。 
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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=14）

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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（２）旅行商品企画について 

・組織における旅行商品企画・販売の状況は、半数の組織が何らかの旅行商品企画・

販売を行っており、そのうち自ら旅行商品を企画・販売しているのは 36％（5 組織）

と比較的多い。 

5

3

1

1

7

0 2 4 6 8

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

旅行商品の企画のみ

その他

特に行っていない

【旅行商品企画・販売の状況】

（N=14）

 

 

・旅行商品企画・販売を行っている 7 組織のうちほとんどが、観光資源の活用や観光

事業の活性化といった効果のみならず、組織の収益事業となっていると評価している。 

6

5

5

4

0

1

0 2 4 6 8

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

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=7）

※旅行商品企画・販売を

行っている組織のみ回答

 

 

・旅行商品企画・販売に関する課題として、販売チャンネルの不足を挙げる組織が多

いことが特徴的である。 

43%

43%

21%

21%

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

販売チャンネルが不足

中心的に取り組む人材が不足

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=14）
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（３）人材育成事業について 

・観光産業において必要と考える人材として、ガイド・インストラクター、観光地全

体の経営・リーダー、宿泊施設・料飲施設等の経営者を挙げる組織が多い。 

50%

43%

36%

29%

29%

29%

29%

14%

14%

7%

7%

21%

14%

21%

7%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0% 20% 40% 60%

ガイド・インストラクター等

観光地全体の経営・リーダー

宿泊施設・料飲施設等の経営者

旅行業に関わる専門人材

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

一般市民

宿泊施設・料飲施設等の管理職

通訳（通訳案内士含む）

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=14）

 

 

（４）組織上の課題について 

・先進的な組織であっても、過半の組織で予算不足と人材不足が課題となっている。

会費や補助金等への依存体質等を課題に挙げる組織は比較的少なく、概ね自立的な

組織運営がなされている。 

57%

57%

21%

21%

21%

7%

14%

7%

0% 20% 40% 60%

予算不足

人材不足

ノウハウの不足

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

会費や補助金（助成金）等への依存体質

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

その他

特になし

【組織上の課題】

（N=14）
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アンケート調査の集計・分析（６－１）等を踏まえつつ、特徴的な取り組み事業の詳

細な内容（収益事業、着地型旅行商品の提供、インバウンド、人材育成への取り組み等）、

および革新的な観光地域づくり組織が形成される要因やメカニズム等を把握するため、

ヒアリング調査を実施した。 

ヒアリング調査の対象を選定するにあたっては、次のような視点を重視した。 

○観光地マネジメントや組織運営にあたってユニークな取り組みを行っている 

○限られた人材や予算で事業を企画・実施し、成果を挙げている 

○事業体としてイノベーションを図り、新たな事業モデルを構築している 

○既存資料ではあまり取り上げられておらず、新たな知見が得られると見込まれる 

 

ヒアリング調査の対象としたのは、以下の１３組織である（前述した調査対象 19 組

織から選定した 9 組織に、主要観光地の観光協会 1 組織、任意団体 3 組織を追加した）。 

1. 洞爺湖プロジェクト 

2. NPO 法人体験村・たのはたネットワーク 

3. 男鹿温泉郷協同組合 

4. 一般社団法人信州いいやま観光局 

5. 大鹿村観光協会 

6. 一般社団法人ノオト 

7. NPO 法人松江ツーリズム研究会 

8. 有福振興株式会社 

9. 隠岐島前高校魅力化プロジェクト 

10.社団法人周防大島観光協会 

11.株式会社カミカツーリスト 

12.財団法人佐世保観光コンベンション協会 

13.NPO 法人島の風・株式会社島の元気研究所 

 

ヒアリング調査は、対象となる観光地域づくり組織の事務所等を訪ね、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。 

 

６－２ 組織運営と事業の詳細 ～ヒアリング調査結果～ 
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地域で前代未聞の集客に成功、二足のワラジで奔走する洞爺湖プロジェクト 
先進観光協会・事業体名 TOYAKO マンガ・アニメフェスタ事業推進委員会 

「TOYAKO マンガ・アニメフェスタ」 

住所 北海道虻田郡洞爺湖町月浦 44－517 ㈱月香内 

URL http://www.toyako-prj.net/tmaf/ 

ヒアリング対象者 TOYAKOプロジェクト 

事務局長 高臣 陽太 氏（写真右端） 

 

プロジェクトの中心メンバー４名のうち３名へヒアリング 

右端：高臣 氏（町内で美容サロン、ｳｪﾌﾞｻｰﾋﾞｽ会社を経営） 

中央：北島 氏（町内で建設会社を経営） 

左端：佐々木氏（町内で宿泊施設を経営） 

インタビュー者 井門観光研究所 山田 祐子 

インタビュー場所 洞爺湖町内 

 
１．事業について 

 
（１）事業内容 

① 「TOYAKO マンガ・アニメフェスタ」の企画運営 

洞爺湖温泉街を会場にし、サブカルチャーのライブ、パフォーマンス、コンテスト、フォ

ーラムなどの参加型イベントを開催している。 

主催：TOYAKOマンガ・アニメフェスタ事業推進委員会（TOYAKOプロジェクト）／社団法人 

洞爺湖温泉観光協会／共催：洞爺湖町／後援：洞爺湖町商工会／とうや湖温泉旅館組合 

② 「洞爺湖こすば」の企画運営 
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洞爺湖文化センターとその周辺を会場にし、サブカルチャー初心者向けの参加型イベント

を開催している。（①のプレイベントとしての位置づけ） 

主催：TOYAKOプロジェクト 

③ 「洞爺湖トレイン」（FMびゅー）の企画運営 

室蘭地域のコミュニティ FM局の番組コーナー。洞爺湖地区の地域情報を発信している。 

④ 「地球戦隊トウヤマン」の企画運営 

洞爺湖を PR するご当地ヒーロー 

 

（２）組織体制 

 

○ ４名 （美容サロン経営者、建設会社経営者、宿泊施設経営者、洞爺湖町役場職員） 

 
２．事業の経緯・現状・目標 

 
（１）事業開始から展開へのストーリー（人材・資金を含む） 

① 洞爺湖温泉誕生１００年記念感謝祭 

2010（平成 22）年の第１回は約 3,000 名。2011（平成 23）年の第２回は約 7,000名を集客

するサブカルチャーの参加型イベント「TOYAKO マンガ・アニメフェスタ」。閉鎖した温泉

旅館が放置され、シャターが下りた商店が並ぶ温泉街に、コスプレをした若者が練り歩く

異色のイベント。主な内容は、コンサート、パフォーマンス、コンテスト、フォーラムな

どが２日間に渡り繰り広げられる。このイベントの始まりは洞爺湖温泉誕生 100 年記念事

業の一環として開催されたことがきっかけである。 

 

② 洞爺湖プロジェクト発足 

この異色のイベントを仕掛けたのが、洞爺湖プロジェクトのメンバーである４名。事務局

長である高臣氏は約８年前に移住してきた I ターン。現在はアロマ・リフレクソロジーの

施術や講習などを行う自営業者。会社員時代に覚えたプログラミングの知識でウェブビジ

ネスも手掛ける。二人目のメンバー北島氏は洞爺湖町出身。都内の芸術系大学を卒業後に

町へ戻り家業である建設会社を経営する傍ら、芸術や音楽分野への関わりが深く映画ロケ

地の誘致活動などを行う（月浦を舞台にした映画「しあわせのパン」は 2012（平成 24）年

1 月に公開予定）。その他、地域のスポーツ団のコーチを務めるなど精力的に地域活動に関

わっている。三人目の佐々木氏は洞爺湖畔の宿泊施設「きつつきカナディアンクラブ」の

専務で洞爺湖町出身。やがては佐々木氏自身がサブカルチャーに興じていたことからイベ

ントの立案がされるようになる。四人目は洞爺湖町の役場の職員（ヒアリングには同席無

し）。 

 この４名は日頃から協業することも多く友好的な繋がりを持ち、町おこしに高い意識を
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持っていたが、この 100年祭の事業資金（200万円）の援助を機に企画書の提出を試みるこ

とになった。 

 

③ 「オタク文化」が町を変える 

 メンバーは企画を立案するにあたり、洞爺湖温泉がこれまでに企画してきたイベント（ス

ポーツ、祭り、景観装飾など）では、訴求力に欠け次世代の若者を呼ぶことは難しく、古

い温泉街の体質にイノベーションは起こせないと考え熟考を重ねる。その過程で、メンバ

ーの一人である佐々木氏自身がサブカルチャーに詳しい通称「オタク」であったことから、

マンガ・アニメに着目することになる。道内では既に札幌、

小樽、函館などの都市部で行われていたが、温泉地の宿泊施

設に泊まるという旅行気分が味わえ、街全体を貸しきる大型

なもの、という都市部にはない要素が革新的であると考え企

画書を提出することになる。 

 

④ 掲示板（ウェブ）から得たイベント内容の整合性 

 この異色なイベントは予想通り当初は冷ややかな目で嫌厭

されたが、メンバーと町側が日頃から築いてきた信頼関係と

その若年層を誘致できる期待から、計画は通り準備を進める

ことになる。初めての試みではあったが、「オタク」と言われ

る層の特性を理解していた佐々木氏のアイデアとイベント参加者によりウェブ上に立ち上

げられた掲示板から様々な意見が事務局に寄せられることになる。それらの意見を反映さ

せることを優先し、参加事業者も観光協会員や商工会員などの枠組みを越えて構成をする

など、これまでにない運営方法をとった結果「参加者が主体の、参加者の気持ちが分かっ

たイベント」となり確実に集客を増やしていった。 

 

⑤ 地域への経済効果 

 イベント参加者の約８割は、宿泊施設を利用する（素泊まり）ため、ホテルや旅館の稼

働率に大きく寄与している。パンフレットを携帯しないとイベントに参加出来ないような

仕組みとしていて、1部 1,200円の金額が収益源だ。また、パンフレットに刷り込まれた割

引特典で食堂、土産物屋、アクティビティ（遊覧船など）の利用を促進させている。 

このような地道な活動の結果、第１回目は援助金を受けながらも予想を上回る約 3,000 人

を超える集客という好評を博した結果、第２回目も観光協会に企画を持ち込み事業推進委

員会として主催することになる。それまでの準備期間は、サブカルチャー初心者向けのミ

ニイベントを行うなどして裾野を広げ、イベント専用のウェブサイトや掲示板上での細目

な情報交換が功を奏して約 7,000 人の集客を実現した。 
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（２）事業推進上での主な悩み・課題 

 

現在の洞爺湖プロジェクトの運営資金は、個々の持ち出しが避けられない厳しい状態であ

るので、近い将来は NPO化を考えている。 

 
 
３．事業のポイント（事業を自律的に展開させていくための独自の仕組み・仕掛け） 

 
① 二足のワラジでリスク回避 

持ち出し経費が膨らむことが避けられないが、メンバーはそれぞれに本業収入があるので、

精神的な負担は比較的軽くて済むことができた。 

② フットワークが軽い自営業 

対外的な打合せは急に入ることも日常茶飯事だったが、自営業者で時間の融通が効いため

迅速な対応ができた。 

③ 廃れた温泉街の捨て身の危機意識 

団体旅行の減少や有珠山の定期的な噴火のために、厳しい経営状況にある温泉街の大型旅

館。危機意識の高さが新しい取組への理解へつながった。 

④ 垣根を超えたメンバー構成 

町出身の経営者、Iターンの自営業者、町役場の職員、という垣根と年齢差(53~35歳)を超

えた世代のメンバーが結集することにより、多角的な考え方と人脈を利用することができ

た。 

 
 
４．事業モデルの普及に向けて（ヒアリング時の感想） 
○ ２回目のイベントに関して補助金無くして前年以上の集客を成し得たことが、補助金に

頼らない事業の可能性を物語っている。継続的に身を削ることをしないと事業は成功し

ない。 

○ このイベントが成功したのは洞爺湖プロジェクトメンバーに逸材が揃った偶然性であ

り、他の地域に普及するかは分からない。 
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体感プログラムのコーディネート役を担うＮＰＯ法人体験村・たのはたネットワーク 
先進観光協会・事業体名 NPO法人体験村・たのはたネットワーク 

住所 岩手県下閉伊郡田野畑村北山 129-10 

URL http://www.tanohata-taiken.jp/ 

ヒアリング対象者 事務局長 楠田拓郎 氏 

 

インタビュー者 ラック計画研究所 小山環 

インタビュー場所 NPO法人体験村・たのはたネットワーク（北山崎ビジターセン

ター内） 

 
１．事業について 

 
（１）事業内容 

 

① 体験型観光推進による地域活性化事業 

・体験プログラムの開発と提供 

○サッパ船アドベンチャーズ …漁師が操るサッパ船と呼ばれる小型漁船で奇岩岩穴をく

ぐり抜けるクルージング体験。 

○北山崎ネイチャートレッキングガイド …日本の「遊歩百選」に選ばれた北山崎や鵜の

巣断崖の自然遊歩道を中心としたコースを地元のガイドと歩く。 

○番屋群漁師ガイド …「未来に残したい漁業漁村の歴史文化財産百選」に選ばれた机浜

番屋群を地元漁師が案内する。 

その他、貝や石を使ったアート作品づくり、番屋料理体験、釣り体験など。 

学校向けに教育旅行プログラムとしても提供している。 

・イベントの実施（年 5～6回、番屋を使った海産物販売やトレッキングイベント等） 

・旅行会社等への訪問営業、ＴＶ取材の受入 

・地域住民を対象としたインストラクター研修（研修会、村外研修等） 

・机浜番屋群の修繕作業 
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② 施設運営管理及び公共的業務運営事業 

・北山崎ビジターセンターの管理、観光情報発信 

 

③ 物品販売事業 

・一次産業産品や土産品の開発と販売 

 

（２）組織体制 

 

○ 理事５名（漁業、林業、農業従事者）・職員４名（うちパート等 2名） 

正会員１４名・賛助会員６０名／団体／社 

（村内の観光関連団体、ガイドや民泊受入先となっている個人等） 

 
２．事業の経緯・現状・目標 

 
（１）事業開始から展開へのストーリー（人材・資金を含む） 

 

① 通過型観光の問題 

田野畑村は岩手県沿岸北部に位置する人口約 4 千人の村であり、ワカメ・昆布の養殖を中

心とした漁業や内陸部の涼しい気候条件を活かした酪農が盛んに行われている。「日本一の

海岸美」とも称される北山崎をはじめとした断崖絶壁が続く一帯は、陸中海岸国立公園に

指定され国内有数の景勝地となっている。北山崎には年間約 50万人の観光客が訪れ、断崖

上の展望台周辺には民宿や食堂・土産物店が並び営業している。しかし、ほとんどの観光

客は立ち寄って景色を楽しむだけの通過型の観光地であり、近年は宿泊客の減少とともに

滞在時間が短くなり、観光消費の落ち込みがみられるようになっていた。 

 

② 体験村・たのはた推進協議会の設立 

北山崎に依存した通過型の観光から滞在型の観光へと転換を図るべく、2002（平成 14）年

度に「『体験村・たのはた』推進プラン」を策定、2003（平成 15）年 10 月に元漁師である

村長の呼びかけにより官民が連携した「体験村・たのはた推進協議会」を発足した。漁村

を舞台として“地域の暮らしを、地域の人が、観光客に伝える”という「番屋エコツーリ

ズム」をコンセプトに、体験プログラムの開発や地元ガイド人材の育成を進め、翌 2004（平

成 16）年 4月、21の体験メニューにより本格的な活動を開始した。しかし、当初は集客が

ままならず、受入れ側の住民も本気にならないなど苦しい時期が続いた。 

 

③ ＮＰＯ法人化、そして事務局長に移住者を採用 

2006（平成 18）年当時、大学卒業後に旅行に携わる仕事を探していた楠田氏（東京都出身）
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は、田野畑村役場の職員からの熱心な誘いもあ

り、田野畑村に移住すると同時に体験村・たの

はた推進協議会の職員となった。 

やがて体験プログラムの客が増えるにつれて旅

行会社との契約を円滑に進める必要性が生じた

ことから、2008（平成 20）年 1月にＮＰＯ法人

格を取得して「ＮＰＯ法人体験村・たのはたネ

ットワーク」となった。法人格の取得により、

首都圏からのバスツアーが大幅に増加する結果

となった。 

2010（平成 22）年には楠田氏が新たな事務局長

となり、役場職員や前事務局長から手ほどきを

受けて事業を引き継ぎつつ、地域外出身者なら

ではの視点やノウハウを活かしてプログラムの

コーディネートや販路開拓等を担うようになっ

た。 

なお、ＮＰＯの事務所は村から運営を再委託さ

れている北山崎ビジターセンター内にあり、こ

こを拠点に観光情報の提供や体験プログラムの

受付・手配等の業務を行っている。 

 

参考：「サッパ船アドベンチャーズ」体験実績 

2004（平成 16）年度   95件、 342人 

2007（平成 19）年度  682 件、2,704 人 

2010（平成 22）年度 1,211件、4,722人 

 

④ 東日本大震災後の対応 

体験プログラムや民泊等の受入実績を順調に伸ばしていた中、2011（平成 23）年 3月 11日

に発生した東日本大震災により、ホテル羅賀荘等の宿泊施設が被災し、サッパ船や机浜番

屋群が流失するなど大きな被害を受けた。ただ、人的被害がなかったこともあり、漁師達

はいち早くサッパ船体験の再開に意欲を見せ、ＮＰＯのメンバーが漁船の調達に動いてい

る。漁師達にとって観光客が来ることは収入になるだけでなく楽しいと感じていたことが、

再開したいという思いにつながったと考えられる。 

 

 

 

（写真） 

上段：サッパ船アドベンチャーズ 

下段：机浜番屋群（以前の様子。津波により

残念ながら流失してしまった） 
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（２）事業推進上での主な悩み・課題 

 

① 人手が足りず、思うように事業ができない。収入のうち収益事業が 6 割を占めている

ものの、行政からの委託金がなければ成り立たないのが現状であり、今後さらに収益を高

めていきたい。しかし、専従職員が 2人しかおらず、効率的に進んでいない。 

② 地域の人材育成に関して、ガイドやスタッフに対する研修会は行っているが、民宿や

交通事業者に対する研修はノウハウも人材もないため実施できていない。 

 

３．事業のポイント（事業を自律的に展開させていくための独自の仕組み・仕掛け） 

 
① ＮＰＯとしての公益性と収益性のバランス 

ＮＰＯの前身である体験村・たのはた推進協議会は行政主導で設立されたものだったが、その

後、若い移住者を事務局長に迎え、ＮＰＯ法人化するなど体制強化につとめてきた。村内に観

光協会はないためＮＰＯがコーディネーター役を担っており、事業収益は地域に還元するとい

う公益性と、収益をあげるプログラムを作らなければ成り立たないという収益性とのバランス

を保ちながら事業を進めている。 

② 質を落とさず持続的な事業展開を目指す 

仙台や首都圏の旅行会社への営業活動を行っているが、募集型企画旅行商品が多く、団体（バ

ス）と個人の割合は３：７で個人客が多い（サッパ船体験は 2名から受け付けており、個人客

でも対応可能）。楠田氏曰く、「経営を考えれば団体客の方が効率はよいが、バスツアーばかり

になると魅力を損なうのではないかと疑問を感じる」。団体料金の設定もなく、安売りはしな

い方針である。プログラムの質を落とすことなく、むしろレベルアップしていくことで持続的

な事業展開を目指している。 

 
４．事業モデルの普及に向けて（ヒアリング時の感想） 
 
○ 行政主導でできた協議会組織には自立できていない所も多く、田野畑のモデルは参考に

なると思われる。人材の確保という意味では、楠田氏を採用できたことは偶然のタイミ

ングもあるだろうが、農山漁村で働きたいと思っている都市部の若者を地域に紹介する

仕組みができれば、より円滑に進むのではないか。 

○ 事業推進上の悩みにあるように、限られた人材で様々な知識・ノウハウを習得しながら

事業を進めていかなければならない。複数のＮＰＯや観光協会等が連携して、人材交流

やインターン制度などを検討できないか。 

 
参考資料）地域づくり 2009年 8月号（財団法人地域活性化センター） 

     財団法人日本交通公社大隅一志氏の資料 など 



- 366 - 

 
地域の伝統芸能「ナマハゲ」が、温泉街に若者の雇用を生んだ男鹿温泉郷協同組合 

先進観光協会・事業体名 男鹿温泉郷協同組合「ナマハゲふれあい太鼓ライブ」 

住所 秋田県男鹿市北浦湯本字草木原 21－2 

URL http://www.oganavi.com/fureai/ 

ヒアリング対象者 男鹿温泉郷協同組合 

事務局長 上野 藤彦 氏 

 

ナマハゲふれあい太鼓ライブの会場、男鹿温泉郷交流会館「五

風」の前で 

インタビュー者 井門観光研究所 山田 祐子 

インタビュー場所 男鹿温泉交流会館 五
ご

風
ふ う

内 

 
１．事業について 

 

（１）事業内容 

 

○ ヒアリング対象事業 

「ナマハゲふれあい太鼓ライブ」の主催、企画運営事業。 

〈概要〉 

男鹿温泉交流会館五風を会場に春から秋にかけて開催される無料の太鼓ライブ。当初は温

泉街の宿泊者向けにホテルの無料アトラクションとして行われていたが、2007（平成 19）

年度に交流会館が出来てからは、延べ来場者数は 17万人を超える事業として成長した。 
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（２）組織体制 

 

○ ９名（ライブの以外にも、交流会館運営の全般に関わる） 

 

２．事業の経緯・現状・目標 

 

（１）事業開始から展開へのストーリー（人材・資金を含む） 

 

① 団体旅行客から個人旅行客へのシフト 

 男鹿温泉郷は発足以来、団体旅行志向型の温泉地であったが、個人旅行客への緩やかな

シフトに対応するため、約 10年前から温泉郷内の消費を促進させる個人向けのプログラム

の開発が始まった。その中心になったのが「ナマハゲふれあい太鼓ライブ（以下太鼓ライ

ブ」。現在では７種のプログラムを造成しているが、他には夕陽の名所である入道崎とホテ

ル間を送迎する「夕陽感動バス（大人 1,000円）」や。温泉街の飲食店のオーナー家族が演

奏する秋田三味線と民謡のライブ（１人 1,000 円）も人気。 

 

② 温泉街の飲食店経営者、「ナマハゲ太鼓」保存会会員の存在 

温泉郷の近くにはナマハゲを見学することができる資料館などもあるが、旅館の宿泊者か

ら「温泉郷内でもナマハゲを見たい」「夜間に家族客などの個人が楽しめる場所が無い」と

いう要望が持ち上がった。そこで 2002（平成 14）年頃に温泉郷協同組合事務局長の上野氏

と、「ナマハゲ太鼓伝承会」に個人で所属する温泉街の事業者などが中心となり、先ずは仲

間内の４人で太鼓ライブをスタートさせた。これが本事業の始まりである。 

 

③ ホテル旅館側の協力体制 

活動開始当初は、夏期２ヶ月間の限定で現在の交流会館が建つ前の駐車場に簡易なステー

ジを組み、夕陽バスが出発する前の早い時刻から行っていたが、「見たいけど時間的に間に

合わない」という声や、雨天の場合の対応という面から、ホテル旅館のロビーを借りて毎

週土曜日に行うようになる。ホテル旅館側は太鼓ライブが実施されるようになり「クレー

ムが減った。」という好状況も得て協力的であった。こうして、客数は増え続け、ロビーだ

けでは収容出来ない状況となっていった。 

 

④ 「男鹿温泉交流会館 五風」の誕生 

太鼓ライブの手応えを得て、新たな事業展開の礎を築くため、2006（平成 18）年に市へ事

業計画書を提出する。結果、総額２億円の資金（男鹿市総合発展計画、創造都市交流事業）

を投じ、翌年の 2007（平成 19）年に「男鹿温泉交流会館 五風」が誕生。温泉郷協同組合

がライブを含め、館内の会議室、イベントスペース、屋外足湯などを管理運営している。 
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⑤ 若手人材（演者）のマネジメント 

このライブの演者は 20 代を中心にした総勢約 20 名の地域の若者である。謝礼は交通費程

度で 10万円はするというナマハゲの面、衣装、バチなどは自前であり購入費や維持費も出

ないという（太鼓の大半は団体で所

有）。しかし、この待遇が良いとは言

えないこの仕事への人材は、学校の先

輩後輩の関係で自然に集まってくる

という。演者になることが一種のステ

イタス化しているようだ。また、組合

との雇用関係はないが、事務局長であ

る上野氏がマネジメントする以前に、

若者のなかで強い縦社会が存在する

ので運営に影響はないという。 

現在の太鼓ライブ（無料）は４月～10

月までの金・土・祝日に開催されているが、助成金に頼らない収益確保を目指し、「五風太

鼓ライブ」と称する外部協力者も含めた有料ライブ（１人 500 円）が平日の半分、それ以

外の日も専用公演（宿泊旅行商品）を扱うなど精力的に活動を続けている。 

 

⑥ 地域に根ざした伝統芸能 

 男鹿のナマハゲは国の重要無形民俗文化財であり、芸能としての起こりは昭和 30年代の

ナマハゲ踊りに始まり、その後は太鼓を加えたナマハゲ太鼓がつくられ、昭和 60年代頃か

らは男鹿市商工会を窓口に市内にある複数の保存会が全国や海外講演活動を行っている。   

教育の現場では市内の小中学校には太鼓のクラブが数多くおかれ、男鹿海洋高校の「ナマ

ハゲ太鼓部」は全国高校総合文化祭に出場している常連校だ。現在は幼少の頃から馴染み

がある芸能なので演者の若者も集まるが、今後、過疎化の一層の進行、少子化、就業場所

の減少などで、難しい局面も予想される。 

 

（２）事業推進上での主な悩み・課題 

 

① 旅行会社との提携 

助成金に頼らない収益構造を目指し、旅行会社との提携を進めている。 

② 後継者の育成 

上野氏が中心となった事業開始から 10年が経過し、今後は後継者の育成に重点を置いてい

きたい。 
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３．事業のポイント（事業を自律的に展開させていくための独自の仕組み・仕掛け） 

 
① 伝統芸能の下支え（演者の高いモチベーション） 

伝統芸能を地域住民共通の意識に高めるまでは行政（教育現場）の働きも必要。 

② 強いリーダーシップ 

組合の事務局長である上野氏は学校を卒業し金融機関へ勤めた後、男鹿に戻った U ターン

組。縁があって温泉組合の職員になるが、郷里を離れた時に味わった郷里への想いとあわ

せて、ナマハゲ面を製作する家に生まれたことが、この事業へのモチベーションに繋がっ

たという。また、立ち上げ時から現在に至るまでの協力者である温泉街の事業者たちがリ

ーダーとして存在したことも大きい。 

③ 経営者ではなくマネージャーとして振舞う 

ボランティアに近い演者たちを従業員としてではなくアーティストとして接するようにす

ること。概して周辺のホテル旅館、飲食店の経営者は理解できないので、その点で上野氏

は調整弁になっている。芸能を事業とする場合は欠かせない要素。 

 

４．事業モデルの普及に向けて（ヒアリング時の感想） 
 
○ 自身が各地へ出向き指導をするようなことは考えにくいが、同じようなモデルを実施し

ている当該者からの相談に対し、アドバイザーとして活動することは考えられるだろう。 
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新体制となって 300以上の着地型プランをつくった信州いいやま観光局 

先進観光協会・事業体名 一般社団法人 信州いいやま観光局 

住所 長野県飯山市大字飯山 1110-1 

URL http://www.iiyama-ouendan.net 

ヒアリング対象者 事務局長 石田一彦 氏 

企画開発係長 大西宏志 氏 ほか 

着地型旅行商品「飯山

旅々。」のＰＲをする

信州いいやま観光局

誘客宣伝課の上原氏 

 

 

インタビュー者 ラック計画研究所 熊谷圭介、小山環 

インタビュー場所 一般社団法人 信州いいやま観光局（飯山市役所内） 

 
１．事業について 

 
（１）事業内容 

信州いいやま観光局が行う具体的な事業は次の 10項目である。 

１．日本のふるさと体感の旅づくり 

２．プロモーションの強化 

３．地域資源を活かした特産品の開発・販売 

４．学習旅行の誘致推進 

５．インバウンド(国際グリーン・ツーリズム)の強化 

６．広域観光の推進 

７．観光イベントの振興 

８．ホスピタリティ向上と受け入れ改善の取り組み 

９．飯山ブランドを先導する施設運営 

10．組織活動の活性化 

 

重点事業として次の４つに取り組んでいる。 

① 農業や地場産業と連携した特産品の開発・販売 

② グリーン・ツーリズムや旅行業を活かした現地プログラムの充実 

③ 既存のガイド組織の再編・スキルアップによる地域を挙げた案内人体制の構築 

④ 観光の一元的窓口としてホームページ等による地域ブランドの発信 
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（２）組織体制 

 

○ 役員１５名（専従１名）・職員６８名（うちパート等２６名） 

正会員２８組織 

構成：単位観光協会等（斑尾高原観光協会、戸狩観光協会、信濃平観光協会、北竜湖観光

協会、飯山旅館組合）、索道会社、ＪＡ、商工会議所、交通事業者、農家、商店等 

 

２．事業の経緯・現状・目標 

 

（１）事業開始から展開へのストーリー（人材・資金を含む） 

 

① スキー観光からグリーン・ツーリズムへの転換 

飯山市は豪雪地帯としての条件を活かして戸狩温泉スキー場、斑尾高原スキー場等を開設

し、首都圏等を市場とする老舗のスキー観光地として賑わいをみせてきた。1960（昭和 35）

年に設立された飯山市観光協会は、スキー観光をはじめとする観光宣伝を推進する役割を

長らく果たしてきた。 

しかし、1993（平成 5）年をピークにスキー場入場者数は減少に転ずる。そこで、元市長・

小山邦武氏がリーダーシップをとり、グリーン・ツーリズムの推進、カヌーやウォーキン

グの導入、菜の花を活かした修景やイメージづくりへと取り組みを方向転換した。民間に

よるリゾート開発を断念させ、市民で守ったブナ林の里・なべくら高原に拠点施設「なべ

くら高原森の家」を開設し、第 3 セクターである財団法人飯山市振興公社（当時）が運営

にあたった。Ｉターン移住者で都市的感性や経営感覚を持った人材として木村宏氏を支配

人に迎え、地域住民がインストラクターになって多様なプログラムを提供するしくみを先

駆的に構築した。 

ブナ林を保全する市民ボランティア「いいやまブナの森倶楽部」や、関田山脈のトレッキ

ングを推進する「ＮＰＯ法人信越トレイルクラブ」が発足し、飯山市振興公社と連携した

活動を展開した。 

 

② 観光協会による着地型旅行商品提供の取り組み 

これまでのグリーン・ツーリズム等の取り組みを通じて、飯山市、飯山市振興公社（森の

家）、ＪＡ、観光協会等が連携して、宿泊と体験プログラムを組み合わせた滞在プランの開

発を行ってきた。これらを展開する上で課題となってきたのが「誰が販売するか」という

点である。市内 200 軒弱の宿泊施設のうち、大部分は小規模の農家民宿・ペンションであ

るため、従来型の旅行形態や協定旅館が優先される旅行会社に依頼しても、観光協会会員

全体に経済効果をもたらせないという課題があった。 
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そこで、飯山市観光協会では自ら旅行商品を企画販売していく必要にせまられ、2004（平

成 16）年に観光協会を市から分離して 3人の専任職員を採用、2007（平成 19）年 6月には

有限責任中間法人化し（2008 年度中に制度改正により一般社団法人に名称変更）、第 3種旅

行業登録を行った。Ｉターン移住者で専任職員となった小泉大輔氏が旅行業務取扱管理者

となり、雪国やふるさとの文化、トレッキング、森林セラピーなど地域ならではの素材を

活かした商品づくりに取り組んだ。 

以上のような取り組みは全国的にも先進的な事例として知られているが、着地型旅行商品

のマーケットが確立していない状況において利益をあげることは容易ではない。また、専

任職員は数名程度というマンパワー不足の問題もあり、企画・販売体制の確立が課題とな

っていた。 

参考：旅行業取扱実績（2009 年度） 

1)募集型企画旅行         延べ 234名、 476泊 

2)ランドオペレーター／現地手配  延べ 2215名、4735 泊 

3)受注型企画旅行、手配旅行    延べ 964名、1242泊 

 

③ 新幹線駅開業に向けた体制・事業強化 

2010（平成 22）年 4 月、一般社団法人飯山市観光協会は財団法人飯山市振興公社の業務を

統合し、一般社団法人信州いいやま観光局に移行した。2014（平成 26）年度に予定される

北陸新幹線・飯山駅の開業に向けて観光組織を一本化してより強力な推進体制にするとい

う狙いと、公益法人制度改革に伴い飯山市振興公社の組織形態を見直す必要性があったた

めである。 

 

新たな組織体制は「総務」「誘客・宣伝」「事業」の 3 部門からなる。従前は観光協会が担
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ってきた業務は主に誘客・宣伝部門に配置し、商品造成・販売や観光案内等を担う。また、

振興公社が担っていた業務を事業部門とし、「いいやま湯滝温泉」「なべくら高原森の家」「道

の駅花の駅・千曲川」「寺まち交流館（高橋まゆみ人形館等）」の市内 4 施設の企画・運営

を行う。さらに、誘客宣伝、事業の両部門が共同で動かす「企画・開発部門」を設け、食・

土産品等の研究開発やまちづくりに関する業務を担当する。従来の「誘客・宣伝」の発想

だけでなく、グリーン・ツーリズム、着地型旅行業のノウハウを最大限に活かして、自ら

企画提案・営業を行い、集客に貢献する体制づくりを狙いとしている。 

信州いいやま観光局への移行後の取り組みの一

つに、着地型旅行商品「飯山旅々。」が挙げられ

る。市内を６つのエリアに分けて各地域が主体と

なって合計 300以上の着地型プランを造成し、信

州いいやま観光局が窓口となって販売するもの

である。2011（平成 23）年 2 月に旅行業登録を

第 3種から第 2種に変更、3月にインターネット

サイトを開設し、「飯山旅々。」商品の販売を開始

した。これらの取り組みを通じて、地域全体で情

報共有や協力関係を築きながら商品を造成し、地

域外に向けて販売していく体制が整った。 

今後、新幹線駅の開業に向けて観光目的地として

の魅力づくりが求められており、着地型旅行商品

の提供やガイドの育成等が重要な施策の一つと

なっている。 

 

（２）事業推進上での主な悩み・課題 

 

① 地域全体の公平性・公共性に配慮しながらも、民間ならではの自由な発想で事業を進

めていく必要がある。 

② 飯山には資源やアクティビティが多く、「日本のふるさと」「日本の原風景」というキ

ャッチフレーズで進めてきたが、一歩踏み込んだブランドの確立はこれからである。 

③ 新幹線駅の開業にともない広域観光の重要性が高まっているが、周辺市町村と連携し

た推進体制を至急構築していかなければならない。 

 
３．事業のポイント（事業を自律的に展開させていくための独自の仕組み・仕掛け） 

 
① 都市的感性を持った人材の活用 

飯山市のグリーン・ツーリズムの事業展開にあたっては、なべくら高原森の家の経営を任され
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た木村宏氏の手腕によるところが大きい。木村氏は民間の観光デベロッパーに勤務後、飯山市

斑尾高原にてペンション経営を始めたＩターン移住者であり、その事業センスや経営感覚によ

って地域資源を魅力的なプログラムとして提供することに成功している。 

また、森の家のスタッフには都市部の若者をスカウトするなど、外からの視点や感性をもった

人材を登用している。 

② 地域の多様な組織と連携しつつ、地域を先導する役割の遂行 

着地型旅行商品の素材となるのは、地域の自然、産業、伝統文化、暮らしなどの地域資源であ

り、これらを保全・活用する様々な組織が複層的に交わりながら活動をしている。信州いいや

ま観光局は、地域の多様な組織との協力関係（ピラミッドの関係ではない）を通して、観光ま

ちづくりを先導していく役割を担っている。 

③ 先見性に裏打ちされた、国等の事業の積極的な活用 

グリーン・ツーリズム、トレッキング、歩く旅などの先駆的な取り組みは、立ち上げ段階にお

いて国の事業を活用して事業モデルを構築している。補助事業は地域への押しつけや依存体質

を産むという副作用が指摘されるが、飯山の場合は自ら時代の潮流を読む先見性をもって事業

を選択・活用しており、その後の自律的な観光地経営につなげている。 

 

４．事業モデルの普及に向けて（ヒアリング時の感想） 
 
○ 観光協会は誘客・宣伝をしていればよいという時代ではなく、観光地経営の戦略を立て、

地域をまとめ、企画し、売っていくという姿勢が感じられる。他地域の観光協会におい

てもこのような意識改革が必要ではないか。 

○ 飯山はスキーの衰退とともに負の遺産を抱え、過疎・高齢化が進む農村であり、決して

恵まれた地域ではない。こうした地域でイノベーションを起こすためには、やはり地域

外の視点をもった人材の活用は重要である。地域雇用の優先といったしがらみを排除し

て、地域が外部人材を受け入れやすくする仕組みがあるとよいのではないか。 
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有害獣駆除事業を村のブランド「大鹿ジビエ」につなげていった大鹿村観光協会 

先進観光協会・事業体名 大鹿村観光協会 

住所 長野県下伊那郡大鹿村大河原 354 
URL http://www.oshika.info/ 

ヒアリング対象者 観光協会長 平瀬長安 氏（山塩館社長） 

 

山塩館にて 

インタビュー者 井門観光研究所 井門隆夫 

インタビュー場所 山塩館（大鹿村鹿塩温泉） 

 
１．事業について 

 
（１）事業内容 

 

① 駆除有害獣の食肉加工・販売による「大鹿ジビエ」のブランド化 

② 大鹿歌舞伎のＰＲ及び伝統的行楽用弁当箱を使った弁当「ろくべん」の販売 

③ その他、大鹿村の観光ＰＲ 

 

（２）組織体制 

 

○ 専従１名＋兼務１４名（宿泊業５名・飲食業３名・農業２名・商業４名） 
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２．事業の経緯・現状・目標 

 

（１）事業開始から展開へのストーリー（人材・資金を含む） 

 

① 観光協会に民間の発想を 

 大鹿村で旅館（山塩館）を営む平瀬長安氏は、1990（平成 2）年、観光協会長となり、観

光協会に民間の発想を取り入れた。退任後、4 代の協会長を経て、2006（平成 18）年に頼

まれて観光協会長に再登板。その間、一生懸命に事業を進めるも、会員が動かなくなって

いたためだった。その背景としては、村と折衝がうまくできずにいたことがある。 

 再登板で観光協会長に就任した平瀬さんは、協会長は村との折衝が役割、ナンバー２以

下は実務を推進するという役割分担を明確化したうえ、事業計画をしっかりと作ることを

モットーにした。そこで、協会員には「やってみたいこと」を提案させた。批判は誰でも

できるが、やりたいことを出すのは問題意識がないと出せない。むしろ、女性のほうが優

れている面もあり、女性も重用しつつ、乗り切っている。 

 

② 有害獣駆除事業から大鹿ジビエのブランド化へ 

 かねてからの課題であり、誰もやりたがらなかったのが、有害獣駆除事業だった。しか

し、2003（平成 15）年、当時の村長が長野県林務課にタンカを切り、受けてきてしまった。

当時、平瀬さんは協会長ではなかったが、相談を受け、害獣（シカ、イノシシ等）を食肉

化する研究を村の若手に託した。同年、村の建設業者が事業転換の一環として、県の補助

金を使って害獣の食肉加工会社、㈱ヘルシーミートを設立。タイミングがうまく合ったこ

ともあり、猟師の獲物を同社に集約。食肉加工の道筋は整った。 

 

③ 山肉の取り扱いに関するマニュアルの策定と調理研修会 

 しかし、ジビエとして販売するには、曖昧な規制が障壁となった。それは、家畜でない

ために、調理面での規制がなく、衛生面での不安要素が払拭できなかったことである。そ

こで、村では、県の食品衛生協会の役員をしていた平瀬さんを通じて県に折衝し、食肉の

扱いを細かく定めた「長野県鳥獣ガイドライン」を作成した。これにより、販売が可能と

なったことで、2005（平成 17）年から 2 年間にわたり、村内の事業者（旅館・飲食店）向

けのジビエ料理の調理研修会を行った。その過程で、若手を中心に「ジビエ料理推進委員

会」が誕生。各店独自メニューを開発するとともに、レトルト鹿肉カレーの企画・開発を

行った。 

 並行して、大鹿村観光協会では、大鹿ジビエのパンフレットを作成、その普及に努め始

めたところである。 
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（写真） 

「大鹿ジビエ」のパンフレット（観光協会作成）／山塩館で提供中の「鹿肉スネ煮込み」(2,100円)、等 

 
（２）事業推進上での主な悩み・課題 

 

 大鹿ジビエの取り組みは緒についたばかりであり、各事業者はもとより、観光協会の収

益事業として確立するかどうかは未定である。 

 

３．事業のポイント（事業を自律的に展開させていくための独自の仕組み・仕掛け） 

 
① リーダーは、県や村に顔が利く「人脈」を惜しみなく提供すること。 

自分の手柄ではなく、全体の手柄として、人脈を活用できるリーダーシップがあった。 

② 協会員は、やりたいことを明確化し、提案すること。 

批判ばかりするのではなく、やりたいことを推進できる主体性をもった関わりがあった。 

 
４．事業モデルの普及に向けて（ヒアリング時の感想） 
 
○ 着地型観光やインバウンドの取り組み等、素材がよいので、推進すれば当たるであろう

テーマがたくさんある。 
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「集落や里山の再生」を通じ、篠山市の「創造農村」化を目指す一般社団法人ノオト 

先進観光協会・事業体名 一般社団法人ノオト（集落再生の推進） 

住所 兵庫県篠山市黒岡 191篠山市民センター内 

URL http://plus-note.jp/ 

ヒアリング対象者 代表理事  金野（きんの）幸雄 氏 

 

再生予定の古民家前にて 

インタビュー者 井門観光研究所 井門隆夫 

インタビュー場所 篠山市民センター・篠山市内各地 

 
１．事業について 

 
（１）事業内容 

 

① 集落再生、里山再生、地域再生、古民家の再生及び活用 

② 歴史文化施設の管理運営・地域コミュニティに対する中間支援 

③ スローフード（特産品開発、食文化創造） 

④ 市民ファンドの企画運営、クリエイティブツーリズムの企画運営 

⑤ ふるさとポイントの企画運営、エリアマネージャーや ICT技術者の育成 

 

（２）組織体制 

 

○ ８名（非常勤理事２名＋専従２名＋兼務４名） 
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２．事業の経緯・現状・目標 

 
（１）事業開始から展開へのストーリー（人材・資金を含む） 

 

①「創造農村」への歩み 

 兵庫県職員として当時、丹波県民局で勤務していた金野幸雄さんが、2005(平成 17)年、

町屋の消滅に危機感を覚えた仲間たち(まちづくり、建築士、景観等の専門家 5人)で「NPO 

法人たんばぐみ」内に「まちづくり部会」を設立（その後に分社化し、現在は「NPO法人町

なみ屋なみ研究所」）。公的資金に依存せず、市民の資金とボランティアで町屋を残す活

動 (空き町屋の改修や活用)を開始したことが物語の始まりである。 

 2007(平成19)年、金野さんは篠山市副市長に着任。厳しい市の財政再建を目的として

2008(平成20)年度、篠山再生計画を策定。この行財政改革や市出資法人の合理化のなかで、

歴史文化施設（篠山城跡大書院、歴史美術館等）の管理運営など行政サービス代行を業務

としていた第三セクター「株式会社プロビスささやま」が2009（平成21）年度に再編・民

営化され、一般社団法人ノオトが誕生した。ノオトは引き続き、歴史文化施設の管理運営

を行いながら、自主事業として、空き家活用等による地域再生事業に取り組んでいる。  

 篠山市では、2009（平成 21）年が篠山城の築城 400 年に当たることから、市民手作りの

市民文化祭として「築城 400 年祭」が開催されることになった。これと併行して、2008（平

成 20）年度から「これから 100 年のまちづくり委員会」が設置され、歴史文化や景観、新

たなツーリズムといったテーマでシンポジウムを開催。 

 また、2009（平成 21）年 1 月、篠山市は「文化芸術創造都市部門」で文化庁長官賞を受

賞。文化庁の文化財総合的把握モデル事業、国土交通省の地域景観づくり緊急支援事業に

採択され、地域の文化財を総合的に保存活用するための「歴史文化基本構想」と景観法に

基づく「景観計画」を一体的に策定している。 

 こうして、市民主体のまちづくりの機運が次第に盛り上がりを見せ、まちづくりの理念

として、文化芸術の持つ創造性で地域再生を図る「創造都市（Creative city）」の方向性

が明確になっていった。現在は、ユネスコ「創造都市ネットワーク」の認定を目指し、末

永い文化都市としてのアイデンティティ確立を目指している。 

 市民参加は、限界集落化していた周辺集落でも、集落の自律的維持に向けた「集落ワー

クショップ」として取り組まれた。また、廃校が決まっていた小学校の再活用を地域住民

とともに検討するなど、こうした空き家を活用した地域再生事業を、ノオトが中間支援の

形で展開した。 

 ノオトは、2010（平成 22）年、神戸市で行われた文化庁主催「創造都市ネットワーク会

議」にて、創造都市としての篠山のコンセプト「創造農村」を発表。これまでの取り組み

の集大成を行った。「創造農村」とは、「コミュニティが持つ豊かな『暮らし』の文化に基

づいて、文化と産業における創造性に富み、同時に地域に根ざした革新的で柔軟な経済シ
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ステムを備え、ローカルな地域社会や、グローバルな環境問題の課題に対して、創造的問

題解決を行えるような『創造の場』に富んだ地域」を指す。 

 

② 集落の再生 

 市中心部から車で 10分の距離ながら、谷奥の行き止まりに位置する丸山地区は、全体 12

戸のうち 7 戸の空き家を抱える限界集落であった。丸山地区の自治会長、佐古田直實さん

は、市やノオトと連携して、この空き家の古民家を宿泊施設やレストランとして再生し、

集落 NPO が自律的に管理運営するという事業を推し進めることとした。また、他の集落の

茅葺き民家や中心市街地の町屋などでも、丸山地区同様、空き家再生事業が始まった。 

 丸山の古民家再生のための資金としては、国や県の補助金のほか、金融機関からの融資、

所有者の自己資金、市民ファンド等で調達している。このうち市民ファンドは、一口 10万

円、配当 2％の実験的なマイクロファンド（擬似私募債）で、市民から 25 口が集まった。

ただし、再生エネルギー等のファンドと異なり、小規模プロジェクトでは、自前でのファ

ンド運営はそのコストや手間が割に合わないと判断しており、今後の事業展開に向けては、

プロジェクトの拡大・集合化、他のソーシャルファンドとの連携、企業協賛の導入などが

検討されている。 

 古民家の設計は、NPO 法人町なみ屋なみ研究所にも参加する地元の才本建築事務所に依頼。

施工は、古民家再生を手がける熟練の職人集団が関わることでローコストでの改装を実現

している。改修費用をノオトが調達して拠出する代わりに、空き古民家の所有者からは建

物を 10 年間無償で借り受ける手法をとっている（10 年後は協議）。ノオトでは改修した古

民家への事業者マッチングも行っているが、丸山集落の古民家３棟の場合は、集落に残る 5

戸 19名の村人が NPO 法人集落丸山を設立し、その名も「集落丸山」という宿泊施設を管理・

運営することとなった。古民家のうち一部の施設は、テナントとして神戸のフレンチシェ

フを誘致するなど、里山でハイエンドな食事ができるエリアとして脚光を浴び始めている。

こうした集落を増やしていけば、篠山市が自律的に観光客を迎える「集落ツーリズム」の

拠点となることも夢ではない。 

 
 

 
③ 農村再生の関連事業～ふるさとポイント 

（写真） 

 上段：丸山集落の景観／「集落丸山」の管理人佐古田純子さん／ 

   「集落丸山」古民家の室内 

 下段：「集落丸山」でフランス料理店を経営する高柳好徳さん 
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 ノオトでは、歴史文化施設の指定管理、集落再生事業等のほか、地域資源（文化資源・

食の資源・創造資源）の認証、トレーサビリティ（生産者等の情報）の昨日を持ち、地域

資源を購入するとポイントが貯まる「ふるさとポイント」事業の運用も行なっている。ポ

イントは、地域（ふるさと）への応援寄付に充てられる。このほか、レンタサイクル「え

こりん」事業なども展開しており、ノオトが目指すものは、こうした諸事業を通じて、農

村地域の再生につなげていくことである。 
 
（２）事業推進上での主な悩み・課題 
 
① 行政の委託事業はもちろんであるが、自主事業であっても公民連携事業が中心となる

ため、行政サイドの理解を求めていく必要がある。行政の予算制約の影響を受ける。 
② 国内外に向けて新しい旅行商品の開発・販売を行う人材を育成していく必要がある。 
 
３．事業のポイント（事業を自律的に展開させていくための独自の仕組み・仕掛け） 

 
① やみくもではなく創造都市を目指すというミッションを確立したうえでの事業展開 

国や県の補助事業においても、創造都市を目指すという基本方針を明確化したうえで、歴

史文化と景観まちづくり、地域再生を意識した事業申請を行なってきた。 

② 金野さんの属人的能力や人脈 

行政職員が誰でもできるということではなく、町屋等の古民家再生を通じて地域再生にか

ける金野さんの特別な思いと人脈が奏功した。古民家再生にあたっても、石見銀山の松場

大吉さんや、有馬温泉御所坊の金井啓修さん等の人脈が生きている。 

③ 大阪市立大学佐々木雅幸教授のサポート 

「創造都市」研究の第一人者である佐々木教授による「創造都市」の考え方が、イノベー

ションの根底にある。 

④ 市民に対して「観光」ではなく「生活」をプレゼンしたこと 

（地方の町特有の閉鎖性という特性もあり）観光に関して消極的な市民も多いことから、

生活優先でプロジェクトを進めたことが成功に導いた。 

⑤ 市民の自律的な参加を促すための度重なるワークショップの開催 

集落再生に関しては半年間で 14 回ものワークショップを開催している。付け焼刃的ではな

く、徹底した市民へのプレゼンテーションがあった。 

 

４．事業モデルの普及に向けて（ヒアリング時の感想） 
 
○ 古民家再生を軸にしたまちづくりサミット等、ネットワーク作りの中心地となり得る。 
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知性と五感に訴えるユニークな着地型ツアーを提供するＮＰＯ法人松江ツーリズム協会 

先進観光協会・事業体名 NPO法人松江ツーリズム研究会 

住所 島根県松江市殿町 428 

URL http://www.matsue-tourism.or.jp 

ヒアリング対象者 旅行事業部長 高橋 保氏 

 

インタビュー者 株式会社ラック計画研究所 前田文章 

インタビュー場所 ぶらっと松江観光案内所（兼 NPO事務所） 

 
１．事業について 

 
（１）事業内容 

 

①着地型旅行商品の企画・実施 

NPO の自主事業として力を入れているのが着地型旅行商品の開発である。 

着地型観光商品の種類とそれぞれの 2010（平成 22）年度の利用者数は①ゴーストツアー705

人(前年比 112％)、②定時ガイド 2,322人(前年比 106％)、③宍道湖エコクルーズ＆松江ま

ち歩き 167人(前年比 47％)、④ビッグホリデー31人(前年なし)、⑤松チャリツアー111人(前

年なし)、⑥特別便ガイド 667 人(前年なし)、⑦宍道湖ジュエリークルージング 384 人(前

年なし)となっている。 

「宍道湖エコクルーズ＆松江まち歩き」は、今は中止しているが、好評なのでいずれ再開

する。松江の夜はつまらないという事がアンケートで言われていたので、ゴーストツアー

の他に夜の湖をクルーズする「宍道湖ジュエリークルージング」を企画した。 
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②松江市内観光施設の管理運営 

2006（平成 18）年 4 月より、ぶらっと松江観光案内所、松江城、小泉八雲記念館、武家屋

敷、カラコロ工房、カラコロ広場の管理・運営を行っている。職員は 45名。現場で管理運

営を行う職員である。 

 

③その他業務 

＜情報発信＞ 

情報発信先はメディア 300 社、エージェント系（代理店）1200 社、観光施設 200 社、組織

300 箇所、顧客 200 人などがあげられる。いつ、どのようなタイミングで情報発信を行うか

が重要。課題として広告費用がないことがある。商品の単価が低いので、広告費用に回せ

るような利益が出てこない。パブリシティを使うことが前提である。他にない商品を作っ

てタイミング良くマスコミなどに取り上げてもらうように努力する。 

＜職員研修＞ 

ニューツーリズムの普及には感動を与える案内役が不可欠である。研修に力を入れており、

地域の歴史や文化などの知識の習得の他に、プロのアナウンサーやガイドに発音やホスピ

タリティを学ぶようにしている。逆に研修を依頼されることもある。先般も、観光業従事

者への研修を行った。 

 

（２）組織体制 

 

①着地型旅行商品の企画運営：事務局長 1名（指定管理から給与）＋正職員 3名（「ふるさ

と雇用再生特別基金」によって雇用） 

②観光施設管理：職員 45名（指定管理委託費） 

③NPO体制：役員数 理事長 1名 副理事長 1名 理事 6名 監事 2名 正会員 12名 

 

２．事業の経緯・現状・目標 

 
（１）事業開始から展開へのストーリー（人材・資金を含む） 

 

① NPOの発足 

2005（平成 17）年 10 月に NPO法人松江ツーリズム研究会が設立された。松江市の観光振興

に寄与したいという人の集まりで、JRの OB(現在の NPO代表)、教育長、新聞社の役員、小

泉八雲の曾孫の小泉凡先生（島根県立大学短期大学教授）などが結成メンバー。自分は１

年遅れてメンバーに加わった。近畿日本ツーリズムを退職して、何かしたいと考えていた

時に偶然組織に加入することになった。 
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現役の時は、収益ばかり考えざるを得ず、これでいいのか常に自問自答しながらの日々だ

った。正直イヤになっていた。数字がない世界でなければお客さんの立場にたった企画は

できない。利益を考えて定員を増やしすぎると評判を落とすことになる。欲を出さず、良

い企画を行えば客は来る。 

NPO 法人のねらいは、マスツーリズムから、スローツーリズムへ観光の志向が変化している

ことに対応できる活動を展開することであり、以下の事業を定款にあげている。 

 （１）ツーリズムの企画立案と実施事業 

 （２）観光ガイド（インタープリター）支援事業 

（３）観光関連施設の管理・運営事業 

（４）広域観光の推進事業 

（５）観光動向等、各種調査事業 

（６）観光情報発信事業 

（７）観光関連出版物の発行・販売事業 

（８）関連 web・映像等の制作及び販売事業 

（９）地域関連グッズ等の商品開発及び販売事業 

（10）地域特産品の開発と販売計画作成事業 

 

② 市の施設の指定管理者になる 

松江城を初めとする市の観光施設の運営を行う指定管理者が公募され、これに NPO が応募

した。一部上場企業も参加意欲を見せていた。しかし、松江市の観光入り込みは下降線を

たどっており、その中で地元情勢に詳しい松江ツーリズム研究会が最終的に指名された。 

2006（平成 18）年 4 月より、ぶらっと松江観光案内所、松江城、小泉八雲記念館、武家屋

敷、カラコロ工房、カラコロ広場の管理・運営を行うようになった。NPO事務局をぶらっと

松江観光案内所におくことができるようになった。 

 

③ 着地型旅行商品の企画・開発 

市と契約している指定管理業務の他に、自主事業として、着地型観光商品の企画、運営を

行っている。こちらは専門で 3 名の職員がいる。職員は「ふるさと雇用再生特別基金」で

雇っており、着地型観光事業だけで自立してはいない。他の組織でも、着地型観光事業で

独立している所はまだないのではないか。 

現在、自分達が企画運営している着地型観光商品の利用者は年間 4,000 人だが、これが１

万人になれば自立できると考えている。今年は 6,000人を目指している。 

自分は指定管理の給料で動いているが、一回リタイアして年金をもらう立場だから出来て

いると思う。企画、事業実施（ガイド）、集客を一人で出来る人がいないと回らない。携帯

一つで自分が全てに対応しているのが現状。 

ゴーストツアーはニューオリンズ、ケアンズで行われており、それも一人で対応していた。
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ガイドをしながら飛行機の運転までやっていた。ガイドツアーは１回 1,500円で 20人。一

人でやれば回していける。ダブリンは 20人～30人で 2,500 円取っていたので、1回 50,000

～75,000円になり、一人でやれば良い収入になる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

観光コンシェルジュ機能を担うぷらっと松江 

観光案内所（上） 

松江ゴーストツアーチラシ（右） 

いずれも松江ツーリズム協会ホームページより 

 

 

④ 観光客の増加とリピーターの増加 

着地型旅行商品は毎年利用者が増加しており、それに伴い、松江城など市の観光利用者も

停滞していたが、上昇傾向となっている。また、数字ではっきりとわかったわけではない

が、リピーターが増えて来ているのではないかと思う。「松江は昔行ったから、もういい」

と思っていた層も、何か新しいことをやっているみたいだと聞きつけて、何十年ぶりかに

来てくれたという話は聞く。 

 

（２）事業推進上での主な悩み・課題 

 

① 着地型旅行商品のビジネス化 

現在は、着地型観光商品のみで事業が成立していない。自分の人件費は観光施設の指定管

理から出ているし、残りの職員の給与は「ふるさと雇用再生特別基金」から出ている。上

述したように、個人事業者が多数出てくることが、今後発展していくためのポイントでは

ないかと考えている。 

② 地域のホスピタリティ醸成 
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自分の実感として、旅に行ってここは素晴らしいと思うのは、人との出会いであり、ホス

ピタリティである。出会った人の言葉や態度が不親切で愛想が悪かったり、町が汚れてい

たりしたら観光ガイドがいくら頑張っても、印象は悪くなってしまう。市民ぐるみでホス

ピタリティを向上させる運動を展開する必要があると思っている。 

③ 観光協会等との役割分担 

観光協会は松江全体の観光を扱っているが、平等に宣伝しなければいけない点が難しい。

休日が休みなので、無休である松江ツーリズム研究会へ問い合わせが増える。旅行者の立

場に立ったサービスのあり方が問われる。 

観光協会等に求めたいのは、積極的な情報発信、チラシ作成やガイド研修への助成、観光

事業結果の分析と公表、着地型旅行の進行状況と戦略チェックの励行、共同販売への取り

組みに対する助成などである。 

 

３．事業のポイント（事業を自律的に展開させていくための独自の仕組み・仕掛け） 

 
① プロの旅行業の経験者による観光事業の企画・運営 

旅行代理店で定年まで働きノウハウを持った人が、利益追及ではなく、自分の理想とする

旅行商品づくりを行っている 

② 指定管理と併行した組織運営 

市の観光施設の指定管理者となって安定した給与を得ながら、着地型旅行商品づくりに取り組

んでいるため着地型旅行商品の利益による独立採算が成立しなくても組織維持ができている。

また、市の観光拠点であり情報拠点となる観光案内所を NPOの事務所として活用することもで

きている。 

③ NPOの人的ネットワーク 

JRの OBや小泉八雲の曾孫など地域の観光のキーマンが仲間であり、良いアイデアを生み出

す源泉にもなっている。 

 
４．事業モデルの普及に向けて（ヒアリング時の感想） 
 
○ 情報発信の手伝い：着地型旅行商品をつくっても宣伝費がなく、マスコミなどに頼って

いるのが現状である。ある程度の安定した、しかもきめ細かなプログラムづくりを行っ

ている地域や組織については情報発信のお手伝いをしてあげることはできないか。 

○ 人材のマッチング：松江の事例では旅行業の経験者が１人組織に居ることで、充実した

プログラムの企画運営やガイドのレベルアップなどに成功している。このような人材が

地域の観光協会で活躍できるためのマッチングを行うことはできないか。 
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小さな旅館が協力し、貸切露天等を共用することで温泉街再生を目指す㈱有福振興 

先進観光協会・事業体名 有福振興株式会社 

住所 島根県江津市有福温泉町 530－7 

URL http://www.arifukucafe.com/ 

ヒアリング対象者 社長 樋口忠成 氏（旅館樋口専務） 

 

有福カフェにて 

インタビュー者 井門観光研究所 井門隆夫 

インタビュー場所 旅館樋口及び有福カフェ（有福温泉） 

 
１．事業について 

 
（１）事業内容 

 

① 空き店舗を再活用した「カフェ」「貸切露天風呂」「宿

泊施設（別邸天照：写真）」の運営。  

 

② 有福温泉の活性化の企画、温泉地としての収益事業

（共同浴場の委託管理運営事業：江津市より委託） 

 

（２）組織体制 

 

○ ８名（役員４名＋有福カフェ５名） + 外湯委託事業部 
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２．事業の経緯・現状・目標 

 
（１）事業開始から展開へのストーリー（人材・資金を含む） 

 

① 温泉地の「一斉若返り」とまちづくり会社を活用した事業計画の策定 

 年々旅館が減少し、6軒（2011年 3月現在）の旅館（客室計約 50室）が肩を寄せ合う島

根県西部の小さな温泉地、有福
ありふく

温泉。時代の流れと共に地元の湯治客が減少。2009（平成

21）年、旅館組合は、各旅館の代表が高齢化し、将来ビジョンの作成が難しいと判断し、

若い世代に一斉役員交替を図った。しかし、温泉地を担うことになった若い世代が行政に

行くと「今まで開発計画が２回中止となり、意見がまとまらない地域に行政予算として審

議することは難しい」と指摘される始末。温泉地は行政側として都市計画しずらいエリア

となっていた。また行政も近年は予算がないなかで足元の調整として見えてきた結論が、

民間としても具体的に資金が確保できる計画が必要となり、地元金融機関（日本海信用金

庫）に相談と計画を持ち込むことになった。 

 彼らは、1993（平成 5）年に非営利団体である旅館組合が営利事業（物販、観光開発）な

どを行うために設立された有福振興株式会社を基盤として温泉街の観光資源を再開発する

計画を策定し、自主財源として金融機関融資を受けるべく活動を開始した。 

計画の骨子として町の魅力を底上げし同時に旅館もマーケティングを共同で実施しようと

考えた。 

本事業の主人公は、組合長の「三階旅館」の伊田さん、「小川屋旅館」の佐々木さん「旅館

樋口」樋口さん、「ぬしや旅館」桧垣さん、他１名の５人の若手（当社役員）。金融機関と

議論して事業計画を練り、審査できるレベルの開発計画の策定を急いだ。 

各旅館で共同利用のできるカフェ・貸切露天風呂（6 室）・宿泊用客室（1 室）の新設や、

マーケティングを共同で行うための各旅館のホームページの予約エンジンや宿泊プラン構

築するなどの内容をまとめながら、必要な資金と収支計画の詰めながら、３人の役員は金

融機関からの融資に対し連帯保証を求められ、責任がある計画として審査に臨んだ。 

街のインフラ的な整備計画、マーケティングに民間企業が融資を受けるというハードルは

高く約１年近く粘り強く交渉し結果的には融資が決まった。 

また計画とりまとめには金融機関と行政と有福振興などの合同会議を実施する必要があり、

金融機関の呼びかけが大きな原動力であったが、このような例外的な会議をもち、行政か

ら将来についてある程度明確な見解を引き出すことは非常に困難で、つまり難しい調整で

あった。 

 

② 小さな旅館の相互協力 

 総事業費は 1 億 6 千万円（保証付 1 億 5 千万円）とし、日本海信用金庫・日本政策金融

公庫・しまね産業振興財団・島根県保証協会の協調融資を受け、経営革新計画を起案・実
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行することとした。本計画の趣旨としては「設備のない小規模旅館でも、共用施設を設け

ることにより、設備投資なしで集客の底上げとなる施設の利用と販売アピールが可能とな

る」点、「カフェ兼貸切風呂という付加価値により、温泉街の魅力が長期的に高まる」点が

あげられる。かつて、黒川温泉が露天風呂の相互開放（湯めぐり手形）事業を行ったが、

有福温泉でも、小規模な全旅館が持ちえない機能（カフェ・貸切露天風呂・予約エンジン

付ホームページ）の共用を図った。さらに、４軒の旅館が、意識してそれぞれの価格帯と

コンセプトを分け、すみ分けを明確化した（図参照）。 

 民間主導の取り組みは、行政も後追いで協力してくれるようになり、市主体で温泉街の

石段や神楽殿の整備等を行った（現在、2010 年に発生した火事の跡地の駐車場や公園化を

計画中）。 

 将来的には、温泉街の入口から、旅館や共同浴場・カフェを結ぶ細い温泉街のアプロー

チ道路の整備が進むこと、温泉街を取り囲む周辺整備が期待される。 

 

※たじまやは火事で焼失 
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（２）事業推進上での主な悩み・課題 

 

５軒中、中心となり役員・連帯保証人ともなっている 3 軒の旅館以外の参加―――残る旅

館のうち 1 軒は独自に販売システムと既存顧客データベースを持っているのでデータベー

ス共用は不参で計画実施には参加している。残る１軒はネット販売の理解と準備が進まず

不参加。その他、飲食店や土産店等の参加も「情報発信して販売する」部分については快

く賛同していただいている。街の魅力をアピールして街を売り出すという理解をもてると

ころがやっているという状態だ。 

 

３．事業のポイント（事業を自律的に展開させていくための独自の仕組み・仕掛け） 

 
① 地元としての主体性 

事業責任や、その地で生きていく「地元」としての主体性があることが望ましい 

（将来的には街に根を張って商売・生活したいということがあれば可能な限り協力する） 

② すべて行政にお願いということはいまどき難しい（融資や自己資金が必要） 

金融機関の審査を通過する計画が必要。行政への提案を実施するにはまとまりも必要。 

③ 温泉街の規模と危機感の共有 

温泉街の規模が小さかったこと（数多くの旅館がある観光地では意見がまとまらないだろ

う）。及び、危機感を共有して、主体性を持つべき数人が損得抜きの協調性を確立できたこ

とが重要なターニングポイントとなったと思う。 

④ 民間主導の計画推進 

行政や金融機関の支援ありきではなく、民間事業者主導で計画を立て、その計画をもって

金融機関や行政の支援を取り付けたこと。 

 

４．事業モデルの普及に向けて（ヒアリング時の感想） 
 
○ 面再生の限界に関する提言。国や金融機関が再生の手法として、金融主導の「面再生」

（不良債権化した旅館を集め、金融支援を行うこと）は、民間事業者の主体性が希薄の

場合は進まない。そのため、民間主導での再生手法について、研修会等で普及を図るの

が望ましい。 

○ 他地域への応用は容易ではない。人間心理的に、同じ意見に賛同する人数が数名（有福

の場合は 4名）だとしたら、規模の大きな温泉地では少数派にならざるを得ない。すな

わち、小規模温泉地での再生手法としての普及を図るべき事例かと思われる。 

イベントやプロモーションと違って、どこの地域でも金のかかることはまとまりにくい

だろう。住民説明会などでの意見のとりまとめなども大変な労力を伴った。 
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高校の存続と地域おこしを有機的につなげた隠岐島前高校魅力化プロジェクト 

先進観光協会・事業体名 隠岐島前高校魅力化プロジェクト 

住所 島根県隠岐郡海士町海士 1490 

URL http://www.dozen.ed.jp/ 

ヒアリング対象者 高校魅力化プロデューサー 岩本 悠 氏 

 

インタビュー者 井門観光研究所 井門隆夫 

インタビュー場所 海士町観光協会・海士町庁舎 

 
１．事業について 

 
（１）事業内容 

 

① 島根県立隠岐島前高等学校の存続に向けた改革プロデュース 

② 学校と地域の連携推進（地域創造コースのケーススタディの発掘等） 

③ 隠岐國学習センター（町立の学習塾）の運営 

 

（２）組織体制 

 

○ ９名（海士町教育委員会・海士町兼任職員４名含む） 
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２．事業の経緯・現状・目標 

 
（１）事業開始から展開へのストーリー（人材・資金を含む） 

 

① 人間力推進プロジェクト 

 「自立・挑戦・交流」を町政の経営指針として掲げるのが海士町（隠岐・中ノ島の一島

一町）。山内道雄町長（2002 年～3期目）のリーダーシップの下、様々な行財政改革と産業

振興策により、持続可能なまちづくりを目指している。その原点は「人づくり」であると、

2005（平成 17）年、教育委員会・健康福祉課・生活環境の連携による「人間力推進プロジ

ェクト」が立ち上がり、海外や都会との交流の推進を開始する。一橋大学の先生に相談し

た結果、2006（平成 18）年に、若手講師陣が海士町を訪ね出前授業を行う、第 1 回 AMA ワ

ゴンを実施。その講師として、その後に海士町に移住した岩本悠さん（東京学芸大学卒、

ソニー勤務）が含まれていた。町による交流促進策（ゆくゆくの目標は定住促進策）は、

AMA ワゴンのほか、サマースクール、インターンシップ、ニート交流など多岐にわたり、そ

の結果「5年間で 200 人以上が移住する島」として有名になった。 

 

② 島前
どうぜん

高校魅力化プロジェクトの発足 

 2007（平成 19）年、岩本悠さんが隠岐移住と同時に、配属先の海士町教育委員会に「島

前高校魅力化プロジェクト」（リーダーは海士町財政課長）が発足。島前３町村共同のプロ

ジェクトとなり、生徒数の減少に悩む隠岐諸島唯一の高校を存続させることを目指すこと

になった。移住者には知的ワーカーも多く、子育て・教育環境の充実が定住促進に役立つ

と町では踏んでいた。一方、海士町では、交流者のインターンシップ先や移住者の雇用の

受け皿探しが必要となっていた。島前高校魅力化プロデューサーとして、カリキュラムの

策定等計画の中核的役割を担うことになった岩本さんは、同時に海士町人間力推進プロジ

ェクトのメンバーともなり（島前高校魅力化プロジェクトは、海士町では人間力推進プロ

ジェクトに包含された）、地域企業・組織との交渉の役割も担った。このコーディネート力

が、ゆくゆく成功の秘訣となる。 

 

③ 島留学による定員復活 

 2010（平成 22）年、島前高校は、人間力と学力の両立を目指し、普通科単独高校から「地

域創造コース」と「特別進学コース」の２コースに再編。同時に、島留学制度を設け、全

国から留学生を募ることを開始した。また、高校近くの町なかに公営の学習塾「隠岐國学

習センター」を設置、優秀な塾講師を雇い、進学希望者の補習を行い始めた。 

 島留学制度は、高校敷地内の寮の全額補助・食費月額 8,000 円補助・里帰り交通費の補

助等を行うこととした。募集は、東京・大阪で行い、8月にはオープンスクールを実施した

ところ、2011（平成 23）年度は定員の 14名の島留学生が入学し、久しぶりに定員（1学年
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40名）を超えることができた。「隠岐には島流し意識のある島根県本土」からは求めている

生徒は来ず、大阪等都会からの留学生が主体で、推薦入試が約半数。なかには不登校経験

者もいるが、総じて都会出身の推薦入学者は入学後の意識が高い。島留学生の増加もあり、

来年度は入学定員が倍の 80名となる。 

 

④ ヒトツナギの旅 

 島留学生も迎えた隠岐島前高校「地域創造コース」

の授業では、「地域学」という科目で地域の暮らしや産

業の課題を扱い、総合的な視点でその解決策の立案を

図る。例えば、海藻の商品開発やジオパークによる島

の活性化等。最終的には、解決策を実践に結びつけて

いくことを目指すのだが、地域創造コースの生徒のク

ラブ活動「地域国際交流部（部員 10 名）」では、島外

の中高校生（募集 10名）を島内の中高校生が出迎え・

案内する「ヒトツナギの旅」を 2010（平成 22）年から

実践し、第 1回観光甲子園グランプリを受賞した。 

 ヒトツナギの旅は、県教育委員会のキャリア教育予

算（50万円）を活用し、島内滞在費は町負担としたた

め、儲けるのは難しいが、島外客にどう魅力を伝える

かを考える「観光」は、地域への愛着を育てる教育的

効果が高いという。またこのヒトツナギの旅の参加者が島留学を志望するケースも多く、

こうした「観光」の取り組みが目当てで東京から島留学した生徒もいるなど、生徒確保に

も効果をあげているそうだ。 

 

⑤ ブーメラン効果を期待して 

 高校を卒業すると、ほぼ全員島を出る。国内や海外に出て 20代前半まで鍛えられ、また

島に戻ってくる（ブーメラン理論）。将来の若者の定住を図るにためにも、高校の魅力化は

有用であると見越している。 

 

（２）事業推進上での主な悩み・課題 

 

 事業成功のためには「学校という独特の世界の雰囲気や制度を理解して先生に提案」で

き、かつ「地域の気持ちをつかめる」専任のコーディネーター（要人件費）が必要で、い

ずれかの条件だけでは難しい。島根県では、中山間地 8 校について島前高校同様の取り組

みに予算をつけたが、教員的発想ではうまくいかない（地域との交渉ができない）。同様の

プロジェクトが広がって欲しいが、教育委員会単独の発想では困難という課題がある。 
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３．事業のポイント（事業を自律的に展開させていくための独自の仕組み・仕掛け） 

 
① 町の経営方針の明確さ（事業の選択と集中） 

定住促進と産業振興の両輪による持続可能な島づくりを目指せたのは、しがらみの少ない

（サラリーマン出身の）山内町長の手腕に拠るところが大きい。 

② 組織を超えた連携（プロジェクト） 

行政の縦割り発想を廃するため、組織横串のプロジェクトを組成。しがらみの少ないＩタ

ーン者（岩本さん）を配置できた。 

③ 地域との人脈づくりに時間をかけた 

交流・定住者向けの雇用の受け皿探しにより生まれた地域人脈を、高校授業の「地域学」

カリキュラム作りに活かすことができた。 

④ 専任コーディネーターの必要性 

授業計画と地域のキーマンとをつなぐ専任のコーディネーター（教員免許不要、前職不問）

が不可欠。その点、岩本さんは、大学（東京学芸大）で教員的発想を学んだことで、両方

の気持ちがわかる。「おのれが、おのれが」という自己中心的なリーダーには不向き。 

⑤ 学校を開く地域体制の確立 

地方の高校の校長（任期２年程度）の１年目は校長初赴任のため忙しく、２年目は出る準

備で忙しい。閉鎖的になりがちな学校に地域住民や行政で構成された開かれた組織を設置

することで、校長の異動に左右されずに取り組みを継続発展させることができた 

 
４．事業モデルの普及に向けて（ヒアリング時の感想） 
 
○ 岩本さんのような「専任コーディネーター」の養成研修会の実施。及び、島前高校モデ

ルを理解したコーディネーターの市町村への派遣や紹介。 

○ 専任コーディネーターの雇用。Ｉターン者は、不安定な数年任期契約雇用であることが

多く、任期が終われば市町村を出る可能性がある。蓄積したノウハウを他地域で応用す

るなら、専任コーディネーターを雇用するのが望ましい。 
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規格外ミカンを有効活用、オフシーズンに名物鍋を販売する（社）周防大島観光協会 

先進観光協会・事業体名 社団法人 周防大島観光協会 

冬季限定「周防大島みかん鍋」 

住所 山口県大島郡周防大島町大字久賀 4316 

URL http://www.suouoshima.com/ 

ヒアリング対象者 事務局長の 江良
え ら

正和
まさかず

 氏 

 

島の正装アロハシャツを着た江良氏。明治時代に米国ハワイ

洲へ大量の移民を輩出した島はカウアイ島と姉妹島であり 20

年以上「アロハ・ビス」に取り組む。 

インタビュー者 井門観光研究所 山田祐子 

インタビュー場所 周防大島観光協会事務所（周防大島） 

 
１．事業について 

 
（１） 事業内容 

「規格外ミカンを有効活用した『周防
す お う

大島
おおしま

みかん鍋』の商品開発事業」 

〈概要〉 

観光協会と農協が行う合同事業。流通に乗らない規格外の大島ミカンを使用した「周防大

島みかん鍋」を製造販売する。冬季限定の企画だが、島内約 10軒の食堂や宿泊施設で提供

されており、オンラインショップを含め年間で 2,500食を販売する。 
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（２）組織体制 

 

○ 運営者：４名（協会全体） 

 
２．事業の経緯・現状・目標 

 
（１）事業開始から展開へのストーリー（人材・資金を含む） 

 

① 島の情報発信サイト「周防大島ドットコム」の発足 

 観光協会事務局長の 江良
え ら

正和さんは山口県内の出身ではあるが、周防大島の出身ではな

く学生時代の数年間を過ごした経緯があった。その後は島を離れ都市部で会社勤めをしな

がらも起業を思い描いていた江良さんは、「都会で暮らす人達と郷里をつなぐサービスがあ

れば喜ばれるだろうな」という主体的な思いを常々抱いていたという。ある時島へ帰郷し

た際、周防大島の四町（久賀、大島、橘、東和）が広域合併により一つの町になることを

耳にし、地域密着型ポータルサイト「周防大島ドットコム」を作成し地域の情報発信や物

販を行う事業に起業の道を見出し、Uターンを決意することになった。 

 

② 島のアイコン「大島みかん」の復活劇 

 2004（平成 16）年 10月 1日の周防大島町の誕生に合わせてカットオーバーさせた「周防

大島ドットコム」は「特産品などの物販コンテンツ」「宿泊施設などのクライアントの広告

コンテンツ」「観光案内などの非商用コンテンツ」で構成を進めるなか、県内で 80％の生産

量を誇る「大島ミカン」に着目する。全国的な生産量や知名度では愛媛、和歌山、静岡県

には及ばないなか、高単価、高品質な販路を展開したいと、相談を持ちかけたのは知人の

農家。この農家の協力があり出来たブランドが「完熟みかんシオーレ」。この高単価なミカ

ンの誕生は、一定量を生産する「ノルマ思考」から脱却させる新しい理念を生み、１個 125

円という価格は生産者の収入の底上げを担っている。周防大島ドットコムでは、「完熟みか

んシオーレ」以外にも JA山口大島のミカンもオンラインショップで販売している。 

 島内の地域密着型ポータルサイト「周防大島ドットコム」は観光協会と受委託契約を締

結し、2008（平成 20）年にはサイト管理者である江良氏が観光協会の事務局長に就任する

こととなった。 

 

③ 産業４団体共催「周防大島まるかじり」開催 

「周防大島みかん鍋」が生まれたきっかけは、2006（平成 18）年 10月、産業 4団体（農協・

漁協・商工会・観光協会）による共催イベント「周防大島まるかじり」。イベントの目玉に

地産地消の名物料理として「みかん鍋」を開発し好評を得た。それまで冬の集客に苦戦し

ていた島では、この鍋を冬の名物さらには島のアイコンにしようと、島内外で宿泊業、外
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食業を展開する有限会社千鳥代表の山崎浩一氏ら若手料理人を中心に料理人が集まり更な

る改良を重ねることになる。 

 

④ 観光協会、農協２団体合同事業「周防大島みかん鍋」の誕生 

 当初、ミカンは練り物に入れたり、みかん胡椒として調味料にしたりしていたが、魚介

類などが目立ちミカンの訴求力に欠けていた。そのような中、年配者から「ミカンを丸ご

と浮かべたら…」というヒントを得る。そこで、規

格外の小さい２Sサイズのミカンに「鍋奉行御用達」

と焼印を押して鍋専用ミカンとして入れると、ミカ

ンは焼きミカンのような食感となり、見た目のユニ

ークさからメディアの目に留まるようになる。そう

して、流通に乗らなかったミカンが新たな商品価値

をもたらすことになる「周防大島みかん鍋」が 2006

（平成 18）年 12 月に誕生した。 

 ４つの定義を持たせた「周防大島みかん鍋」は、

「周防大島鍋奉行会」に加盟した島内 10店舗で提供

され、周防大島ドットコムではオンライン販売を行

っている。通信販売用の商品は当初、メディアの販

促品として製造したが、好評を得て通常商品となっ

た。製造は農協が行い観光協会に下代で卸す仕組み

（上代：4,980 円、下代：3,000 円）。島内飲食店・

通信販売を合わせて年間で約 3,000食を提供。 

 

⑤ 季節の跛行性を無くすために 

 「周防大島みかん鍋」や「完熟みかんシオーレ」の販売が農家の収入の下支えになって

いると同時に、季節跛行性を極力無くし年間を通じて安定した収益を確保するために発案

された観光誘致策とも言える。夏には、周防大島が明治時代に大量の移民を輩出したハワ

イ洲のカウアイ島と姉妹島であるという背景になぞらえて、「サタフラ」と称したフラダン

スのイベントを開催し誘客を図っている。７月～８月の毎週土曜日に行われるエントリー

フィー無料のイベントは、県内のみならず首都圏方面からも参加があり約 90チームが参加

する。宿泊を伴う参加者の来島は宿泊施設の稼働率を高め、島内の食堂や土産物屋へ一定

の経済効果をもたらすと共に「瀬戸内のハワイ」というイメージ定着に貢献している。 

 

（２）事業推進上での主な悩み・課題 

 

① 観光誘致策におけるイベント開催、商品開発。 
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② 島民に対するネットビジネスへの理解と普及。 

 

３．事業のポイント（事業を自律的に展開させていくための独自の仕組み・仕掛け） 

 

① インターネットを活用した販売展開 

観光協会は江良氏が管理人（代表）を務める「周防大島ドットコム」と受委託契約を結び、

ツイッターやブログを駆使した訴求力のある情報発信を行う。この一人二役の体制が多数

のメディアに対応出来るスピード感を生んだ。 

② Uターンが発想する攻めの姿勢 

江良氏が個人でリスクを背負ったウェブ制作の過程で、観光協会として事業が出来うるか

否か、の地域資源を編集し精査することが出来た。 

③ 外部の力は頼らない 

みかん鍋の開発資金は補助金などを使わず、全て持ち出して行った自発的行動。 

④ イベントが繋げる地域の輪 

合併後も合併前の町単位の思考が抜けずにいたが、イベント開催がもたらした「ひとつの

島」という意識改革。 

 
４．事業モデルの普及に向けて（ヒアリング時の感想） 
 
◯ 「周防大島みかん鍋」のビジネスモデルは、商品開発のリーダー役となった山崎氏の

存在が大きかった。山崎氏は周防大島出身であり、且つ島内外に複数の店舗を持つ外食チ

ェーンの経営者である。その卓越したビジネスセンスと求心力で島の料理人達がまとまる

ことが出来た。外部の料理人では一過性のものにしかならなかったであろう。 

◯ 本例は、外部からのコンサルティングを導入していない。地域の問題は地域住人が自

ら気づいて解決していくことが重要だと考えている。 
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視察ツアーの受入れをはじめ町の活性化をプロデュースする㈱カミカツーリスト 

先進観光協会・事業体名 株式会社カミカツーリスト 

住所 徳島県勝浦郡上勝町大字福原字古川 61－1 
URL http://kamikatsu-tourist.com/ 

ヒアリング対象者 社長  溜本（ためもと）弘樹 氏   （写真右端） 

 

カミカツーリスト本社にて（受け入れ中のインターン生と） 

インタビュー者 井門観光研究所 井門隆夫 

インタビュー場所 カミカツーリスト本社・月ヶ谷温泉（上勝町） 

 
１．事業について 

 
（１）事業内容 

 

① 旅行業（第 2種） ・上勝町への視察旅行の受注（手配旅行・企画旅行・講演） 

   ・上勝町からの視察旅行等手配旅行の受注 

 

② 空き民家再生プロデュース（補助金事業） 

 

（２）組織体制 

 

○ 役員１名（溜本さん）＋社員４名（うち３名は緊急雇用対策で受け入れ） 
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２．事業の経緯・現状・目標 

 
（１）事業開始から展開へのストーリー（人材・資金を含む） 

 

① ㈱いろどり（葉っぱビジネス）による上勝町のまちおこし 

 上勝町農協営農指導員だった横石知二氏が、寒波によりみかんが全滅したことをきっか

けに、地域の高齢者向けに「つまもの（葉っぱ）」事業を起こし、3 億円ビジネスにしたこ

とは有名である。このビジネスは、農協の営業ルートを活用でき、町の防災無線を初期の

受注システムに活用するなど、農協や行政とのパイプや支援あってこその事業であり、他

市町村で簡単には真似できないものと思われるが、その秘訣を探ろうと、現在でも年間 4000

人もの視察者を受け入れている。視察の受付は、㈱いろどりが行なっていたが、あくまで

ボランティアベースであり、負担ともなっていた。 

 

② 上勝町との偶然の出会い 

 2009（平成 21）年、ひとりの男性が上勝町にやってきた。兵庫県出身で徳島大学にて土

木工学を学び、大阪の土木コンサル会社に勤務していた溜本弘樹さんだ。溜本さんは、元

同僚の土木コンサルタントに誘われ、徳島市から環境のよい上勝町に本社を移転した(有)

環境とまちづくりに転籍し、上勝町に引っ越すこととなった。環境とまちづくりは、集落

再生や景観整備に関するシンクタンクで、上勝町で廃校となった旧小学校の共同オフィス

に本社を置く。この共同オフィスは、旧校舎の再活用を目的に募集をして、徳島大学のサ

テライトオフィス等も入居しているものだが、町がこの募集をしていなかったら「偶然の

出会い」は生まれなかった。 

 

③ カミカツーリスト設立 

 溜本さんは、2009（平成 21 年）度のふるさと雇用事業（2 年契約）で、5 月より(有)環

境とまちづくりに所属することになる。ここで、町の観光を盛り上げようというグリーン

ツーリズムを担当する。当初は、観光課も観光協会もない町で協議会を作り、大手旅行業

者を入れていたが、大手では地元にお金が落ちないと気づき、旅行会社創業の話になって

いった。この時、環境とまちづくりの澤田社長より、旅行会社には旅行業務取扱管理者が

必要と言われ、溜本さんは、6月から国内旅行業務取扱管理者の勉強を独学で始める。そし

て、10 月に晴れて合格。土木コンサル出身の管理者が誕生した。2010（平成 22）年 4月よ

り㈱いろどりにも籍を置き、視察受入を担当する。その後、いろどりの視察受け入れや、

視察者に対する説明・講演等の受注を行う旅行会社の設立準備を始め、2010（平成 22）年

6月、㈱カミカツーリスト（溜本さんが唯一の役員であり代表取締役）が設立された。第 2

種としたのは、徳島からの募集型企画旅行を行うためだ。また、設立にあたっての資本金

は、ほぼ全額を溜本さんが個人資産から捻出した。上勝町にやって来てから、わずか 1 年
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半。環境とまちづくり、いろどりとの三足のワラジを履くことになった。 

 

③ 視察参加費はひとり 1,000円 

 カミカツーリストの売上は年間約 2 千万円。そのうち、21％が収益事業であり、それが

「視察旅行」の受け入れである。残りの 79％は行政からの委託事業等補助金であり、これ

は、「空き家の農家民宿転用プロデュース」事業等である。上勝町は、宿泊施設も少なく、

団体の受け入れが困難であり、今後個人客相手の観光拠点（宿やツアー）の整備が必要と

考えている。 

 視察受け入れは、いろどり（葉っぱビジネス）に関するものが約 9 割や、その他、上勝

町のゴミゼロ運動に関するもの等が約１割あり、現地視察と講演を組み合わせて行なって

いる。例えば、葉っぱが持ち込まれる JA仕分場等を視察・案内するが、参加費はひとり 1,000

円と単価は高くない。そのため、視察受け入れだけで食べていくのは難しい。 

 

④ 総合観光プロデュース業へ 

 そこで、カミカツーリストは、上勝町全体に旅行者（ゆくゆくは定住者）を増やすトー

タルプロデュースを行なっている。その第一は、町内空き家を活用した農家民宿や飲食店

のプロデュース。環境とまちづくりで空き家の所在を全て調査済であり、その所有者等に

掛け合い、農家民宿や飲食店等として再生していく事業である。しかし、農家の意識を変

えるのは難しく、掛け合った中で１～２割の「面白がる人」をみつけて支援している。農

家民宿は現在１軒プロデュースし、飲食店も現在開業準備中である。㈱いろどりも最初は

４人の農家で始め、現在では 194 人にもなった。その過程では「周囲が変わるなら自分も」

と少しずつ変わっていったこともあり、今回もいろどり同様「少しずつ変わる」方式でい

かざるを得ないと考えている。現在、上勝起点のスーパー林道がオフローダー（バイク愛

好者）の聖地となっているため、林道入口にツーリング客相手の宿を計画中である。その

他、上勝グッズ等の作成と販売も検討中である。今後もプログラムを増やしていきたい。 

 

 
（写真） 

カミカツーリストの視察ツアー風景／カミカツーリストがプロデュースを手がけた農家民宿（空き家） 
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（２）事業推進上での主な悩み・課題 

 

① ハード整備に係る補助金・助成金がない。 

 空き家のプロデュースを行うにも、ハード整備に関する補助金が少ないので、自己資金

が前提となり、農家（所有者）の負担が大きくなってしまう。 

② 農業従事者主体のため、ガイド等も片手間になる。 

 今後、ツアーの要素となる宿泊施設やガイドを増やしていかねば、観光客も増えていか

ないが、あくまで観光は「副業」というジレンマがある。 

 

 
３．事業のポイント（事業を自律的に展開させていくための独自の仕組み・仕掛け） 

 
① 創業にあたり主体者がリスクを取った（出資した）こと 

カミカツーリストの資本金（920万円）のうち 915万円は、溜本さんが個人で「それまでに

貯めたお金」から拠出した。家族も全面的に協力してくれている。多くの場合、リスクを

取るのを恐れ、誰もが初期リスクを最小限にする協議会方式などで着地型観光を進めるが、

「それでは絶対に長続きしない」（溜本さん）。 

② 周囲の支援（営業支援・業務委託等） 

事業化初期に、上勝町が補助金の紹介を、㈱いろどりは視察者の紹介、(有)環境とまちづ

くりは空き家の紹介等、周囲が営業面での支援や業務委託を行なっていることで、リスク

を背負った事業主体の事業の安定につながっている。リスクを負った個人と周囲の支援の

バランスが成立することが本事業のポイントである。 

 
 
４．事業モデルの普及に向けて（ヒアリング時の感想） 
 
○ 観光課も観光協会もない市町村で起業するモデルは、多くの市町村の参考になり得る。

視察者が年間 4000人（売上にして 400万円）も、起業の前提となっており、とりわけ、

同様の視察受け入れをする市町村には参考となると思われ、研修素材（研修講師や研修

先）として採用してはどうか。 

○ 古民家のハード修繕に関する情報に関して、全国で同様の取り組みを行なっている事例

も増えていることから、情報共有を図るための場を設けてみるのも一考と思われる。（仮

称：観光まちづくり社会起業ネットワーク等） 
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市民ガイドが企画立案、地域発着地型旅行商品を販売する佐世保観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会 

先進観光協会・事業体名 ㈶佐世保観光コンベンション協会 

着地型旅行商品「SASEBO時旅（ときたび）」 

住所 佐世保市三浦町 21－1 

URL http://www.sasebo99.com/tokitabi/index.php 

ヒアリング対象者 ㈶佐世保観光コンベンション協会 

事業部 エコツーリズム担当 富田 柚香子 氏 

 
四ヶ町商店街「くっけん広場」前にて 

【くっけん広場】 

親和銀行京町支店跡を活用して、佐世保市内の産業遺産や商店街の歴史

を写真で紹介するギャラリーとカフェを併設した憩いのスペース。 

インタビュー者 井門観光研究所 山田 祐子 

インタビュー場所 四ヶ町商店街「くっけん広場」内 ヨンカフェ 

 
１．事業について 

 

（１） 事業内容 

 

○ 本ヒアリング対象事業 

着地型旅行・「時旅（ときたび）」の企画運営事業 

〈概要〉 
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観光コンベンション協会内に専用のデスクを設け、市民ガイドと地域活動団体が協業し企

画運営する着地型旅行商品。2011 年（平成 23）春夏（4 月～9 月）に設定された商品数は

28コース（400円～22,000円）。参加総数 724名。 

 

○ 一般的な事業内容 

観光客の誘致及び受け入れ／コンベンションの誘致及び主催者に対する支援／観光・コンベンシ

ョン都市佐世保の広報及び宣伝／観光及びコンベンションの調査、企画及び開発／佐世保市から

の委託事業の管理運営／不動産賃貸借事業／その他この法人の目的を達成するために必要な事

業 

 

（２）組織体制 

 

○ 運営者：企画担当 1名＋PR 担当 1名＋ツアー予約係１名（協会全体１３名） 

 

２．事業の経緯・現状・目標 

 
（１）事業開始から展開へのストーリー（人材・資金を含む） 

 

① 環境省「エコツーリズム推進モデル地区」指定 

2004（平成 16）年、佐世保市が環境省「エコツーリズム推進モデル地区」に指定されたこ

とを皮切りに、観光事業関係者、有識者、行政関係者による検討委員会が発足する。資源

調査実施後、翌年から行政内に推進室を設置、関係者による推進協議会を立ち上げ。基本

方針及び計画策定が進められ、フォーラムが開催される。2007（平成 19）年には、観光コ

ンベンション協会内にランドオペレーター機能を設置。各エリアの素材を盛りこんだ「さ

せぼエコステイ」モニターツアーを実施する。 

 

② 養成講座の中から生まれたガイドのネットワーク 

2006（平成 18）年から市民ガイドの養成講座が開講され、200 名近いガイドが養成される

なか、2009（平成 21）年には観光コンベンション協会に事務局を置く有志のガイド達のネ

ットワークを「させぼガイドネットワーク（以下 S.G.N）」が立ち上がる。事務局からは登

録する約 80 名のガイドへ業務や地域にまつわる情報配信を行い、年に一度の報告会を実施

するようになる。その後、予約や PR を行うなど総合窓口となる観光コンベンション協会、

ふるさと雇用事業で配置した地域コーディネイター、S.G.N、３者の体制が整えられる。 

 

③ ガイド自身の企画による有料オリジナルコースの造成 

観光商品としては、常時対応、廉価であること（ボランティアガイド）、多人数の受入が可
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能であることなどが求められるのに対して、市民ガイドや地域の活動者にとっては、負荷

が大きすぎてニーズに対応できないという現状の中、思い切ってガイドのペースを優先し

たコース造成を試みた。 

ガイドや地域にとって無理のない催行日、ツアー内容を設定し、責任感と充実感、モチベ

ーションの向上につながるよう、ガイド料金設定を含めた企画立案をガイド自身が行うと

いう仕組みだ。 

まず手始めに、新人ガイドが一人で安全に案内できる規模として「まち歩き」に注目した。 

近郊の３大学協働によるまちづくり研究室「させぼ港まちづくりスタジオ」の学生たちに

よる、市街地や港、路地裏の風景に、人々の暮らしやまちの歴史を紐解き、その魅力を見

つけ出す「あるもの探し」の活動にヒントを得て、ガイド自身の我がまち再発見を基本と

した、有償ガイドによるオリジナルのまち歩きコースが出来上がった。 

 

④ 「SASEBO時旅（ときたび）」誕生 

2010（平成 22）年、地域発の着地型旅行商品「SASEBO時旅（ときたび）」が誕生。 

【新体制概要】 

〈事務局〉 

外部アドバイザーを交えたコンセプトワーク／ 販売、PR戦略策定 

 

〈市民ガイド、地域コーディネイター〉 

ツアー商品の企画立案／商品造成（行程管理、経費管理、協力先と調整業務）／販売ツー

ルの原稿作成 

 

〈ガイド報酬〉 

ガイドへの報酬は、販売金額からコンベンション協会が経費と手数料（運営費）を差し引

いた額を支払う、又はガイドが値付けした商品を協会へ卸す方法があり、手数料や額はツ

アー商品によって異なる。 

 

時旅は、2011（平成 23）年春・夏（4月～9月）より販売を開始。佐世保市の観光約半数以

上が「ハウステンボス」「西海パールシーリゾート」等への団体旅行客であるが、本ツアー

参加者は個人客が占め、その内訳は、性別では約 60％以上が女性、地域では県内が約 50％、

関東が約 10％となっている。 

 

⑤ 地域発「着地型旅行商品」 

地域の埋もれた歴史的資源、自然環境に光を当て、市民ガイド、地域コーディネイターと

いう役割を確立し、団体旅行に代わる個人旅行型の消費トレンドを担う都市圏女性への訴

求が期待されている。ガイド自身も発案者である自分の名前がパンフレットやホームペー
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ジにも掲載されることにより、催行への責任と地域への誇りが生まれ、より質の高いツア

ーを提供しようという意欲が見られる。既存の団体旅行に依存せず、個人客を対象とする

ことでガイドの納得いく収入を確保したことが、着地型旅行商品の効果であろう。 

 

（２）事業推進上での主な悩み・課題 

 

① 運営資金の調達 

② 求められる収益性 

③ 販売方法（旅行代理店との良好な関係構築） 

 

３．事業のポイント（事業を自律的に展開させていくための独自の仕組み・仕掛け） 

 

① 市民ガイドの強いモチベーション 

させぼガイドネットワークの一員である清水芳子さん。本業は

一般企業に務める会社員だが港周辺のまち歩きプログラムを担

当し、ガイド業を通じて地域の誇りを伝えたいという。「清水さ

んのツアーだから参加したい」というファンもいるほど。 

② 各ジャンルの専門家はガイドのアドバイザーとして 

郷土史家など地域の専門研究者がガイドを務めると、若手の柔

軟な発想が生かしにくくなり、硬直化しやすいので原則として

敢えて依頼しない。アドバイザーとして助言、監修の立場で協

力を得ている。 

③ ビジュアルにこだわる 

ガイドブックは、トレンドセッターになる都市圏の女性に受け入れられるよう、写真とレ

イアウトを重要視し単なるコース集とはちがう、読みたくなるものを目指した。 

 
４．事業モデルの普及に向けて（ヒアリング時の感想） 
 
○ 市民ガイドを事業の主軸においた旅行商品を作るには、事務局との信頼関係が不可欠

なので、相当な時間が必要であろう。 

○ 着地型旅行商品は地域のキーマンを探すことに始まる。コンセプトワーク段階では有

識者や外部アドバイザーを導入したが、実行部隊において市民が主体となることが重

要である。 
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「島のこしが島おこし」のミッションを実践する沖縄・伊是名島、ＮＰＯ法人島の風 

先進観光協会・事業体名 NPO法人島の風・株式会社島の元気研究所 

住所 沖縄県島尻郡伊是名村字勢理客 1542 

URL http://www.shimanokaze.jp/ 

ヒアリング対象者 理事長兼社長 納戸（のと）義彦 氏   （写真左端） 

 
伊是名島の「おばあ」たちと。地域のコミュニティに溶け込む納戸氏。 

インタビュー者 井門観光研究所 井門隆夫 

インタビュー場所 NPO法人島の風事務所（伊是名島） 

 
１．事業について 

 
（１）事業内容 

 

① 古民家の再生、および宿泊業（再生した古民家３棟の一棟貸し）。 

食事は、事前予約がある場合のみ、地元女性が夕食の調理をしに来てくれる「あんまーき

っちん」、食堂からの「夕食デリバリー」のオプションがあるが、原則は自炊、素泊まり。

② 古民家再生職人養成カレッジ、農的暮らし体験プログラム等の研修事業。 

行政・民間の助成金を得ながら研修事業を行う。 

③ 割れた規格外米 100％「太陽麺」、米糠で豚肉を漬けた「とんとこ」等商品開発事業。 

流通に乗らない伊是名島産品を再活用した商品の開発と販売を手がける。 
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（２）組織体制 

 

○ 運営者：理事長（無給）１名＋正職員２名・パート２名の４名体制 

  NPO 体制：理事５名・正会員１８名・賛助会員８５名 

 

２．事業の経緯・現状・目標 

 
（１）事業開始から展開へのストーリー（人材・資金を含む） 

 

① 観光立村協議会の波紋 

 彫刻師の家に生まれた福岡出身の納戸義彦さんの本業は、ご夫婦で営む島のダイビング

ショップ。慶良間諸島等で働いた後、いくつかの島へ店舗開業を目指して移住を試み、伊

是名島に移り住む。移住の約 10 年経った 2003（平成 15）年、伊是名村が「観光立村宣言」

をし、その際、関係者として協議会に呼ばれて参加する。観光エージェント頼りの誘客で

は島は商品としてしか伝わらず長続きしないと気づいていた納戸さんは、リゾート島とし

て送客を提案する旅行エージェントに対し「島を変える必要はない」「理念なき誘客は地域

文化の変容を招く」と反対。「理屈ではなく、心で動く」島を作ろうと決心。会議の後、納

戸さんの家に集まり始めた若者と議論を交わすようになる。 

 

② NPO化へ 

 若者たちに意思を聞くと「この生活を変えたくない」という。納戸さんは「じゃあ、自

分たちが変わるしかない」「変わらないから周りが変えようとするし、変わらなければ外の

力で変えられてしまう」と提言。「熱しやすく、冷めやすい」沖縄人の性格を考慮しスピー

ドが必要と、また、任意団体では責任が曖昧になるので向かないと、半年後に NPO を申請

し、2005（平成 17）年認可・設立に至る。資金はゼロであったが、当時登録していたダイ

ビングショップのサポーター120人から年間 5,000 円の会費を集め、運転資金とした。その

サポーターのなかにはデザイナーやコピーライターがおり、ボランティアでアドバイスも

もらった。 

 

③ 偶然から生まれた収益事業 

 設立当初は、ビーチ清掃等の補助金を原資にしたエコ活動を行なっていた。また、彫刻

師の父を持つ納戸さんの趣味は DIY であり、個人的に古民家の再生をしていた。ある日、

競売にかかった古民家を別荘として落札した新潟県のオーナーが、納戸さんが改装を手が

けた古民家を見て納戸さんに改装を依頼。その際、「材料費だけで、人件費は要らないので、

古民家を使わない時に使わせて欲しい」と交渉。家財を 50万円ほどかけ、現在の古民家の

一軒（がーぺーちん）となった。所有者には 10年間の賃貸契約をし、10年で 120万を支払
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っている。10年後には、資金回収を終えているので、家賃は倍額として支払う契約だ。 

④ 「島のこし」が「島おこし」 

 NPO設立後、１年間は活動をせず、徹底してミッション（島のこし）を組み立てた。観光

を消費活動としてとらえず、「来るな」を思想とし、島を残すという理念に賛同する人だけ

が来る島を目指した。古民家事業では、稼働率が約２９％で推移しているが（目標は３５％）、

経費を差し引くと、次の一軒の改装費用（約 400万円程度）の半分近い収益（約 150万円）

が生まれる。改装にあたっては、古民家改装に興味のある研修生を集め、古民家再生職人

養成カレッジを開催して改装することで改装費用の低廉化を図ると同時に、所有者の自己

資金なども得て、２～３軒目を手がけることになる。時間をかけ軒数を増やすことで、資

金回収は早くなる。この間、様々なパブリシティが信用を生み、頼まれる機会が増えてき

て、現在、４軒目を手がけている。 

 

⑤ 島の雇用を生むために 

 古民家では、「暮らすように過ごす」をテーマにしているため食事は原則として出さない。

しかし、地域の女性が調理をしに行く「あんまーきっちん」（あんまーは「お母さん」の方

言）を企画した。当初、お客さんに島の料理を出すのははずかしい（オードブルを取るも

のと思っていた）ため、抵抗があったが、お客様が褒めてくれることで「地域の誇り」と

していくことができた。地域活性化とは「地域自らの力で地域の問題を解決する能力をつ

けること」（地域免疫力の強化）であり、補助金頼みにならず事業化を図ることが大切と考

えている。地域の問題には、空き民家だけではなく、様々なものがあり、そのなかに、米

など農産品の規格外品が流通せずに捨てられたり家畜のエサになってしまう問題があった。

そこで、次の事業として、島産の規格外米を使い、内地の製粉技術を取り込み、100％米粉

麺の開発に成功。「太陽麺」として販売を開始した。その他、米糠漬け豚肉の「とんとこ」、

島産「玉ねぎのドレッシング」など、島の雇用を生むための商品開発を行なっている。 

 

⑥ 株式会社化へ 

 当初、非営利の組織として収益事業はしないと申請した NPO にも限界がきた。現在、約

2000 万円の事業規模だが、今後は、政府系金融機関の融資も得て、商品開発した製品を提

供するレストラン兼加工場を計画している。そのためには、営利事業を行える法人（株式

会社）が必要であることから、㈱島の元気研究所を設立。今後、収益事業はすべて移行す

る予定で、企画は NPO、生産・販売は株式会社と分業化していく。株式会社は、NPC（Non Profit 

Company）を標榜し、配当は島に還元する（配当しないのは無理なので、優先株にのみ定額

配当を行う）ことにした。そのために、出資者は、NPO島の風（100万）、納戸さん（50万）、

支援者（50 万）の一般株（200 万）のほか、島民に出資を募る優先株（一口 5 万円を 2 口

まで、計 200 万円）を募集し、現在 100万円集まった。 
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⑦ 夢は「人づくり」（私塾づくり） 

 現在の移住、帰農ブームでは、離島における一次産業の厳しい現実を教えずに「島への

移住」を勧めている。そうではなく、現実を教え、自分たちで切り拓くことができる若者

を育てる私塾を作りたい。夢を共有できることで、自信をもって「島に来い」と言うこと

ができる。 

 

（２）事業推進上での主な悩み・課題 

 

① すぐに答えを欲しがり、ビジネス発想のない地元行政の理解力の低さが悩み。一方、

組織内で腐っている若手に期待できた。ちなみに当村には観光協会はない。 

② 発地の人が考えている量的拡大を目指す着地型観光は問題。安売りコミッション合戦

のチキンレースに乗ってはいけない。但し、商品提供型から運動提案型には時間がかかる。 

 

３．事業のポイント（事業を自律的に展開させていくための独自の仕組み・仕掛け） 

 
① 時間をかけた段階的事業展開 

時間をかけ、小さい事業で得た資金・問題意識を積み上げ、段階的に事業を展開している。 

② 創業期は NPO、拡大期に株式会社化 

創業期は NPO で補助事業を獲得し、収益拡大（融資の必要性）の段階で会社化している。 

③ ダブルワークにより NPOでは無報酬（創業期のコスト削減） 

本業（ダイビングショップ）を持っていたため、NPOでは報酬を得ず事業展開をしていた。 

④ 揺るがないミッション 

島のこしをミッションとし、徹底して民間事業で島の自立（問題解決能力の醸成）を目指

した。 

 
４．事業モデルの普及に向けて（ヒアリング時の感想） 
 
○ 島を客観視できるＩターン者が長期間居住することで成り立つモデルであり、Ｉターン

者に対する教育研修事業も必要と思われる（納戸さんが私塾を求めるのと同様の趣旨）。 

○ 納戸さんの属人的（自ら古民家を改修できる）能力により、イニシャルコスト（改修コ

スト）の削減が可能となった。属人的能力に依存せずとも、事業のイニシャルコスト（古

民家改修資金）を抑制できる、ハードに対する補助金の仕組みも一考の余地がある。 

○ 二地域居住を目指した古民家オーナーが存在したため、所有と運営の分離が可能となり、

古民家賃借が可能となった。今後、二地域居住の普及促進を行うことも望ましい。 

 



 

 

 

 

 

第７章 地域観光協会等の今後の方向性 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 413 - 

 

 

 

本項では、第２章～第６章を俯瞰し、地域における観光振興の中核的な組織として、

今後も重要な位置づけを持つとともに、“観光地域づくり”の有力な担い手としても期

待される地域観光協会等の組織および事業の動向を総括する。 

 

（１）組織形態の動向 

・観光振興の取り組みについては、かねてより広域連携の必要性が提唱されてきたが、

５～６年程前から各地方ブロックで本格的な広域観光推進組織が立ち上がり、特に九

州、東北等で重要な役割を果たしている。なお都府県観光協会や市町村観光協会の取

り組みにおいても、これらの広域観光推進組織や他の都府県観光協会、市町村観光協

会等との連携事業が多くなってきている。 

・観光協会等の組織に関しては、地域における公益法人の統廃合の流れのなかで、近年

関連組織の統合の動きがあり、これにより事業の効率化や複合化を図るとともに、収

益事業につなげていこうとする組織も出始めている。 

・ＭＩＣＥ誘致事業を柱の一つに据えながら、組織名にコンベンションをつける組織も

増えてきている。 

・なお財団法人、社団法人については、新公益法人制度への対応途中の段階であり、2011

（平成 23）年 3 月時点で新法人に移行しているのは、都府県観光協会等で約２割、

政令指定都市でゼロ、市町村観光協会で２割強といった状況である。 

 

（２）組織運営の動向 

・広域観光推進機構、都府県観光協会、政令指定都市を含む市町村観光協会いずれにつ

いても、歳入は行政からの補助金や受託金、負担金に依っている。観光施設の管理運

営等の収益事業を組み込み、独自の収益源を持っている組織もあるが、一部にとどま

っている。 

・近年の景気低迷等の影響を受けて、会員数の維持に苦労している組織が過半を占めて

おり、会員への利益還元が重要な課題となってきている。 

・これまで組織が担ってきた観光施設等の管理運営に関し、特に政令指定都市の観光協

会が指定管理者制度導入の影響を受け、継続が困難になっている状況もみられた。 

 

（３）事業の動向 

・地域観光協会等が取り組む事業については、インバウンドへの対応、旅行商品の開発・

販売、人材育成等、範囲が広範になっている。 

７－１ 組織運営および事業の動向に関する総括 
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・都府県観光協会、市町村観光協会等では、着地型旅行商品の開発・販売を本格化する

ため、旅行業登録を行っている組織も増えてきている。また今後旅行業登録を予定、

検討している組織も少なくない。 

・インバウンド事業については、海外の旅行博への出展、海外のマスコミ・旅行会社招

聘事業や直接のセールス等、積極的な情報発信、プロモーションに取り組んでいる状

況がうかがえる一方、その効率性や効果が課題となってきている組織もみられる。 

・ＩＣＴ（Information and Communication Technology：情報通信技術）を活用した情

報発信については、インターネットのウェブサイトでの情報発信は完全に普及段階と

なっている。新しい情報発信ツールとして、スマートフォン等の普及を見据えたＡＲ

（拡張現実）や、ＩＴＳ（高度道路交通システム）を活用した情報発信等に取り組む

組織もみられる。 

・観光地における人材育成については、観光地全体の経営を担うリーダーや旅行業の専

門家など、より高度な能力やノウハウ、経験を要する人材が要請されるようになって

きている。 
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（１）地域観光協会等の今後のあり方と取り組みの方向性 

本項では、地域観光協会等に期待される新たな役割等を踏まえ、今後のあり方と取り

組みの方向性を整理する。 

■求められる観光地域づくりへの対応 

近年、暮らしのあらゆる面で質の高さを求める住民ニーズが強まるなかで、地域住民

向けのまちづくりと､域外からの来訪者を受け入れる態勢づくりとを分けて捉えるので

はなく、自然環境･資源の保全､伝統文化の維持･継承､文化財の保護､まちなみ･景観形成､

新鮮･安全な地場産品の直販､コミュニティの維持･発展等の分野において、地域の関係

者が横断的に連携して取り組む観光地域づくりの動きが拡がっている。 

経済・産業面からみるとこのような観光地域づくりの目指すところは、地域資源を最

大限活用し、地場産品や時間消費型の体験プログラムをはじめとする商品・サービスを

積極的に販売し、地域経済の自立自走化を図っていくこととなる。 

観光業と農商工業等が連携し、地域経済全体の振興をも視野にいれた､観光地域づく

りを推進していくためには､多様な主体の連携･協働が不可欠であり､これらをコーディ

ネイトしつつ、新たな事業や商品･サービスをプロデュースしていく中核的な組織も必

要とされている。ワンストップ窓口となって、着地型旅行商品等の販売をしていく機能

を担う観光地域づくりプラットフォームの必要性も指摘されているところである。 

このような動向を踏まえ、従来専ら観光事業者を会員とし、その利益向上をねらいと

してきた地域の観光協会等も、観光地域づくりに関わる多様な事業者、ＮＰＯの連携・

協働の場となるように、会員の構成や事業の方向性に、変革が求められている。本調査

結果によると、まだ多くの観光協会が従来型の会員構成となっている状況や、プロモー

ション偏重の傾向があらためて明らかになったが、一方でＮＰＯ法人や農業者等を会員

とし、その連携・協働を指向する組織も発足し始めている（ツーリズムおおいたや信州

いいやま観光局等はその例）。 

■独自財源の確保 

このような観光地域づくりの中核的推進組織が、持続的、かつ効果的に必要な事業を

行っていくためには、安定した独自財源を確保していく必要がある。本調査結果で確認

された実態は、ほとんどの組織が行政からの補助金・負担金、会費に依存し、しかも厳

しい財政状況の中で、予算も限定されるという心許ない状況である。しかし、観光施設

や物産施設の管理運営、観光施設の建設とその資金の償還等、収益源を所有し、自立自

走の芽をもっている組織も一部でみられる。 

７－２ 地域観光協会等の今後のあり方と取り組みの方向性 
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なお着地型旅行商品の開発・販売は、組織自体の収益源には現在のところなっていな

い所が多い。ただし、地域全体からみると、地域資源を有効活用し、食を中心とした物

販につながるなど、地域経済の活性化に着実に効果を発現している。 

■民間の事業マインドと経営センスをもったプロフェッショナルな事業運営 

観光協会等において、着地型旅行商品の開発・販売、インバウンドへの取り組み等、

多様化・高度化する事業を効果的に実施していくためには、民間の事業マインドと経営

センスを持った責任者が不可欠である。各組織の統括責任者の中には、旅行会社経験者

や、都市住民のニーズを理解した移住者等が就いて、事業の効果をあげているところが

目立つ。 

■広域連携 

個人やフリーの観光客が増え、行動範囲が広域化してきているなかで、国内向け、海

外向けプロモーションいずれにとっても、自治体の区域に縛られた取り組みでは限界が

ある。本調査では、各観光協会の取り組みにおいて広域連携が強く意識され、実際に周

辺地域との連携した事業が多い状況を明らかにした。また新たに発足した広域観光推進

組織が、観光振興に関わる広域施策の実行部隊として活躍し、効果を上げている状況も

確認した。 

■観光まちづくりに結実させていくための究極はひとづくり 

観光まちづくりを結実していくためには、観光産業とまちづくりの両者のマインドを

持ち、多様な関係者を束ね、動かしていくリーダーの存在が不可欠であるが、その育成

が重要課題となっている。 

 

（２）地域観光協会等に対する支援の方向性 

以上のような組織運営および事業の実態や、今後望まれる方向性を踏まえ、地域観光

協会等に対して必要となる支援を整理すると次のようになる。 

■国内プロモーション事業：旅行商品開発・販売に関するノウハウの普及・啓発 

地域観光協会等が、地域の生活文化に立脚した地域資源をコンテンツとした着地型旅

行商品を開発・販売していくことのプロモーション効果が認識され、第２種旅行業、第

３種旅行業登録をする組織も増えているものの、有効活用できていない組織もみられる。 

旅行業登録の意義を浸透させつつ、群馬県観光国際協会や信州いいやま観光局等の先

進事例の紹介や、地域の多様な主体との連携により展開される事業ノウハウを、このよ

うな組織が活用できるような普及・啓発活動をより進めていくことが望まれる。 
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■海外プロモーション事業に関するノウハウの普及・啓発 

海外プロモーションについても、単に多言語パンフレットやマップの作成・配付、ホ

ームページの多言語化、外国語案内だけでなく、海外での旅行博等への出展、海外ミッ

ション派遣や商談等、海外への効果的なセールスが必要な時代となってきている。 

インバウンド事業に関する課題として、事業費が課題となることが第一にあげられて

おり、こうした事業を効率的、効果的に進めていくことが求められており、以下のよう

な点で支援が望まれる。 

・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の展開、現地でのプロモーション支援 

■広域連携の推進役、媒介役 

なお国内プロモーション、海外プロモーションにかかわらず、市町村はもとより都道

府県の境界さえ超えた、広域連携の必要性が認識されており、こうした点での媒介役も

必要となる。 

■中心的にプロモーションに取り組む人材の派遣 

着地型旅行商品開発・販売による国内プロモーションや、海外プロモーション事業

については、地域観光協会において、それぞれ専門的な知識やノウハウを有する人材

がいないことが重要課題としてあげられている。 

団塊世代が定年を迎え、旅行事業者やその他観光関係の業界においても、地域観光

協会等で必要とする知識、経験、ノウハウを有する人材が時間を余す可能性がある。

地域観光協会のニーズ（例えば非常勤、専門特化によるアドバイザー的な人材）に柔

軟に対応した雇用形態で、地域事情にも精通し、地域の取り組みを強力に、あるいは

側面支援できるような人材を育て、派遣していくことで、こうした地域観光協会の課

題解消に協力することが可能と考えられる。 

■観光地域づくりの担い手等人材育成：講師派遣、プログラム指導、フォローアップ等 

地域の観光の現場は、多様な人材により支えられている。不足している人材や、育

成・研修が必要な人材も地域事情により異なる。 

例えはこれからの受入態勢で必要不可欠となる観光ボランティアガイドについて

は、観光拠点では概ね育成が進んでいるものの、中山間地域等で不足が目立つなど、

地域地域の事情を踏まえた対応が必要となる。 

本調査結果をおしなべてみると、地域の中に埋没している地域資源を客観的な目で

評価し、発掘できるとともに、その地域資源を活用した着地型旅行商品を自らプラン

ニングし、地域住民によるガイド等を巻き込んで商品化を実践していく、総合コーデ

ィネーターが必要とされてきている。 
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こうした観光地域づくりのリーダーとなるような人材育成については、接客・接遇

スタッフの研修等と異なり、幅広い知識や技術を研修し、経験の蓄積による自信の醸

成、人的ネットワーク形成等まで視野にいれていく必要がある。このためのプログラ

ム指導や講師情報提供、講師派遣等の支援が期待されている。 

また研修後の人材を有効に活用し、観光地域づくりにつなげていくためには、全国

的なネットワーク形成等フォローアップも必要とされている。 
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