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第 5 滋賀の観光の持続的成長を推進する体制づくり 

１．観光に精通した専門人材の育成 

地域への誇りと愛着を醸成しながら地域資源を最大限に活用した観光振興を図るために、すべ

ての産業や大学、金融等、分野の枠を超えたあらゆる主体の参画を促し観光の裾野を広げるとと

もに、地域自らが自立的に取組を進めていくため、核となって地域をリードし、コーディネート

していく専門人材の育成・確保に努めます。 

 

２．統計情報の収集・分析によるマーケティングやＩoＴ※・イノベーション※の活用 

滋賀の観光が持続的に成長していくためには、「観光地経営※」の視点に立ち、地域の「稼ぐ力」

を引き出すとともに地域への誇りと愛着を醸成する取組の展開が必要です。 
 

このため、ＤＭＯを中心として、各種データ等の継続的な収集･分析、データに基づく明確なコ

ンセプトを持った戦略（ブランディング）の策定、ＫＰＩ※の設定・ＰＤＣＡサイクル※の確立に

より、民間的手法や科学的アプローチを取り入れたマーケティングやマネジメントを行う体制の

構築に向けて取り組みます。 
 

また、ＩＣＴ※やビッグデータ※等を活用したマーケティングを展開し、ＩｏＴ※により人口減

少・高齢化による労働力不足を補うとともに、快適な滞在環境整備を促進するなど「第４次産業

革命」とも呼ばれる飛躍的な技術革新を活用し、課題の解決や新たな価値を生み出すという観点

も持ちながら取組を進めます。 

 

３．多様な主体が一体となった協働※体制の整備 

基本方針の達成に向けた各種施策の展開においては、「県」や「市町」などの行政、「ＤＭＯ」

や観光協会などの「観光関連団体」だけではなく、観光産業の振興を主体的に担う「観光事業者」

や「その他観光に関わる事業者」、自らの暮らす地域のまちづくりの主役たる「県民など」、多様

な主体が協働※することで大きな相乗効果を生むことができます。また、国際観光分野においては、

広域連携による取組が必要とされ、府県の枠を越えた連携も求められています。 
 

このため、観光交流の推進に向けてそれぞれの主体が役割を果たしつつ、連携機能を強化し、

より効果的・効率的な取組を進めていくこととします。 

 

＜それぞれの主体の役割＞ 

【県】 

・全庁的な体制のもと、ビジョンに盛り込まれた施策を体系的・効果的に実施するとともに、

アクションプラン（具体的な施策）を年度毎に策定し、定期的な進捗管理と、適宜、取組内

容の見直しを行います。観光に関する必要な調査や分析等の現状把握に取り組み、その結果

を観光の施策に活用します。 

・県域を越えた連携を図り、広域的な観光振興を進めます。  

・多様な主体が自主的に推進する観光振興に関する活動に対し支援・調整を行うとともに、広   
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域的に発信することによって、本県への誘客と県内各地への周遊や滞在を促進します。 

・観光を地域活性化の柱と位置づけ、積極的に他分野との連携を図りながら交流人口の増加を

促し、地域経済を活性化することにより、居住環境やコミュニティの維持発展を図るととも

に、ひいては移住を促進します。 

【市町】 

・他の主体との連携を図りながら、観光資源を磨き上げるなど自主的・主体的に地域の特性を

活かした観光施策を推進します。 

・来訪者、居住者双方がともに満足できる「観光交流」推進に向けて、各地域における人材の

育成や基盤整備に努め、持続可能な観光の実現に取り組みます。 

・観光を地域活性化の柱と位置づけ、積極的に他分野との連携を図りながら交流人口の増加を

促し、地域経済を活性化することにより、居住環境やコミュニティの維持発展を図るととも

に、ひいては移住を促進します。 

【ＤＭＯ】 

・滋賀県における「観光交流」の振興を担う中核的組織として、多様な主体との連携を密にし、

基本方針に沿った効果的な取組を展開します。 

・観光地域づくりの舵取り役として、多様な関係者との合意形成を図り、明確なコンセプトや

データ分析に基づいた戦略を策定するとともに、戦略を着実に実施するための調整・仕組み

づくり、プロモーション※を行います。 

・関係機関との情報共有化・連携強化により、広域的な周遊滞在型観光の推進に努めます。 

【観光関連団体】 
・魅力ある快適な地域づくりに向け、観光情報の発信、おもてなしの向上や心の通うサービス

を提供する人材の育成など、受け入れ体制の整備に努めます。 

・観光振興に向け、様々な産業分野の枠を超えた連携を図り、地域の魅力向上を行います。 

【観光事業者】 

・観光事業に携わる事業者間の連携を図りながら、個々の事業活動を通じて高いサービスを提

供し、「おもてなし」の最前線として、中心的な役割を担います。 

・他の産業分野との連携も視野に入れ地域経済の活性化を目指すとともに、観光関連団体、行

政機関、県民等との連携により、魅力ある快適な観光地域づくりの推進に努めます。 

【その他観光に関わる事業者】 

・観光は幅広い分野にまたがる総合産業です。観光以外の農林水産業や製造業等の事業者や環

境・文化・スポーツ団体等も他の主体と連携しながら積極的に観光振興に取り組むことを通

じて、活発な事業活動等につなげることが期待されます。 

【県民など】 

・ボランティア、学生、ＮＰＯ※、ひいては県民一人ひとりが「観光交流」の主役として、地域

の魅力に対する知識と誇りを持ち、「観光交流」拡大に向けた観光情報を発信するとともに、

来訪された皆さんを温かい心でお迎えするなど積極的に活躍することが期待されます。 

・来訪者との交流を通じて地域への誇りをさらに強いものとし、それぞれの地域の魅力にさら

に磨きをかけていくといった継続的な取組が期待されます。 
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第 5 滋賀の観光の持続的成長を推進する体制づくり 

・定住人口の減少時代において、地域の持続可能な発展のために観光の役割は非常に大きくな

ります。地域を構成する主体として、積極的に観光振興に参画していくことが期待されます。 
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用語 解説 該当ページ 

あ行   

ＩｏＴ (アイオーティー) Internet of Things の略で，モノのインターネッ

トと呼ばれる。家電、自動車、ロボット、施設など

あらゆるモノがインターネットにつながり、情報の

やり取りをすることで、モノのデータ化やそれに基

づく自動化等が進展し、新たな付加価値を生み出す

コンセプト。 

14 

ＩＣＴ Information and Communication Technology の略

で、「情報伝達技術」と訳される。ＩＴ(Information 

Technology) とほぼ同義であるが、ＩＣＴでは情

報・知識の共有に焦点を当てており、「人と人」「人

とモノ」の情報伝達といった「コミュニケーション」

がより強調されている。 

14 

明日の日本を支える観光ビジ

ョン 

政府が「観光先進国」への新たな国づくりに向けて、

平成２８年３月３０日に「明日の日本を支える観光

ビジョン構想会議」（議長：内閣総理大臣）におい

て策定した新たな観光ビジョンのこと。 

2 

イノベーション ここでは、単に新しい技術や製品の開発を指すので

はなく、サービスの創出を含め、それまでのモノ、

仕組みなどに対して、新しい技術や考え方を取り入

れて新たな価値を創造し、社会や暮らしによりよい

変化をもたらすこと。 

14 

インスタグラム スマートフォンなどで撮影した写真や動画に、画像

編集を加えて共有する無料のスマートフォンアプ

リおよびそれを用いたサービスのことで、ＳＮＳの

一つ。 

12,13 

インスタ映え インスタグラムに写真を投稿し、公開した場合に、

ひときわ見栄え良くステキに見える（映える）、と

いう意味で用いられる表現。 

5,12 

インフラツーリズム ダムや道路などの土木構造物を観光資源として 

活用する「インフラツーリズム」という新しい旅行

形態。 

8 
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用語 解説 該当ページ 

ウェルビーイング 身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることを

意味する概念で、「幸福」と翻訳されることも多い。 

13 

エコツーリズム 自然環境や歴史文化を対象とし、それらを体験し、

学ぶとともに、対象となる地域の自然環境や歴史文

化の保全に責任を持つ観光のありかた。 

9 

ＳＤＧｓ（エスディージーズ） 持続可能な開発目標（Sustainable Development 

Goals）の略で、2015 年 9 月に国際連合で採択され

た。「経済」、「社会」、「環境」のバランスをと

りながら持続可能な社会を実現するための、すべて

の国に共通する目標。 

6 

ＮＰＯ 非営利組織（Non Profit Organization）を意味し、

ボランティア団体など、営利を目的としない民間の

団体。 

15 

か行   

観光立国推進基本計画 

 

 

 

平成 19 年 1 月に制定された観光立国推進基本法に

基づいて策定された観光立国の推進に関する施策

の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な

計画のこと。 

2 

関係人口 「地域に関わってくれる人口」のこと。自分でお気

に入りの地域に週末ごとに通ってくれたり、頻繁に

通わなくても何らかの形でその地域を応援してく

れたりする人たちのことを指す。 

13 

観光地経営 「観光まちづくり」にあたって、個別ではなく全体

最適を考える視点。この機能を担う組織として、Ｄ

ＭＯの導入が進められている。 

14 

協働 ＮＰＯ・企業・行政など立場の異なる組織や人同士 

が対等な関係のもと、同じ目的・目標のために連 

携・協力して働き、相乗効果を上げようとする取組 

のこと。 

6,14 

クールジャパン 日本独自の生活文化が海外で評価を受けている現

象、またはその日本文化。 

13 

ＫＰＩ Key Performance Indicator の略で、日本語では「重

要業績評価指標」と言われる。目標の達成に向かっ

てプロセスが適切に実行されているかどうかを計

測する役割がある。 

14 
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用語 解説 該当ページ 

ここ滋賀 平成 29 年（2017 年）10 月 29 日に東京・日本橋に

開設した滋賀県の情報発信拠点。滋賀の魅力を見

て、触れて、食べることができる体験型の発信を行

うとともに、滋賀への誘引の役割を担う。 

1,13 

コンベンション 大会、会議、集会、研修会、シンポジウム、展示会、 

見本市など、非日常的な人の集まりで、物、知識、 

情報の交流をすることを意味する。 

9 

さ行   

産業観光 歴史的・文化的に価値のある産業文化財（工場遺跡

や古い機械器具など）、稼働中の生産現場（工場や

工房など）、そこでの生産物（工業製品や工芸品、

民芸品など）などを通して、モノづくりや地域の歴

史にふれる観光。 

9 

三方よし 近江商人の教えである「売り手よし、買い手よし、

世間よし」のこと。商売を行うに当たり、利益を得

るばかりでなく、消費者も喜び、さらには地域社会

全体が豊かになること（社会貢献）を考えなければ

ならない、という経営理念。 

6,10 

宿泊予約サイト オンライン上（インターネット上）のみで取引を行

う宿泊予約Ｗｅｂサイトを指す。 

13 

スマートフォンアプリ 

(アプリケーション) 

スマートフォンなどに入れて使える様々なソフト

ウェアのこと。 

11 

スポーツツーリズム プロスポーツの観戦者やスポーツイベントの参加

者と開催地周辺の観光とを融合させ、交流人口の拡

大や地域経済への波及効果などを目指す取組。 

9 

ＳＮＳ（ソーシャル・ネット

ワーキング･サービス） 

インターネットを介して人とのつながりを促進・サ

ポートするコミュニティ型のＷｅｂサービスの総

称。ＳＮＳでは特に「情報の発信・共有・拡散」と

いった機能に重きを置いているのが特徴。 

1,5,12,13 

た行   

多言語 複数の言語が並存すること。訪日外国人の増加によ

り、対話の手段として複数の言語での対応が求めら

れている。 

11,13 
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用語 解説 該当ページ 

な行   

日本版ＤＭＯ 

（ＤＭＯ） 

ＤＭＯとは Destination Marketing/Management 

Organization の略。日本版ＤＭＯとは、地域の「稼

ぐ力」を引き出すとともに地域への誇りと愛着を醸

成する「観光地経営」の視点に立った観光地域づく

りの舵取り役として、多様な関係者と協同しなが

ら、明確なコンセプトに基づいた観光地域づくりを

実現するための戦略を策定するとともに、戦略を着

実に実施するための調整機能を備えた法人のこと。

滋賀県では平成 29 年 11 月 28 日に（一社）近江ツ

ーリズムボードが、平成 30 年 3月 30 日に（公社）

びわこビジターズビューローが日本版ＤＭＯ法人

として登録された。 

1,2 

 

は行   

ビッグデータ 利用者が急激に拡大しているソーシャルメディア

内のテキストデータ、携帯電話・スマートフォンに

組み込まれたGPS（全地球測位システム）から発生

する位置情報、時々刻々と生成されるセンサーデー

タなど、ボリュームが膨大であると共に、構造が複

雑化することで、従来の技術では管理や処理が困難

なデータ群。 

14 

ＰＤＣＡサイクル 

 

事業活動における生産管理や品質管理などの管理

業務を円滑に進める手法の一つ。Plan（計画）→ Do

（実行）→ Check（評価）→ Act（改善）の 4 段階

を繰り返すことによって、業務を継続的に改善す

る。 

5,14 

フェイスブック 世界規模で利用されるＳＮＳサイトの一つ。インタ

ーネットに接続したパソコンや携帯電話などから

アクセスする。 

12,13 

フードツーリズム 地域ならではの食や食文化を楽しむことを目的と

した観光。 

8 

プロモーション 

 

一般的に製品やサービス購入を促す「広報」「ＰＲ」 

等を指す言葉であり、ここでは誘客推進に向けて実 

施する直接的・間接的な広報・宣伝活動を指す。 

13,15 
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用語 解説 該当ページ 

ま行   

民泊 旅館業法の許可、または住宅宿泊事業法の届出によ

り、個人宅の一部や空き別荘、マンションの空室な

どを宿泊用に提供すること。 

2,9 

や行   

ユニバーサルツーリズム すべての人が楽しめるよう創られた旅行であり、高

齢や障がい等の有無にかかわらず、誰もが気兼ねな

く参加できる旅行を目指している。 

11 

ユニバーサルデザイン 文化・言語・国籍の違い、老若男女といった差異、 

障がい・能力の如何を問わず、誰もが利用すること

ができるよう、常によりよいものに改良していこう

という考え方。 

11 

ら行   

旅行エージェント 「エージェント」とは代理、仲介をする人や組織を 

指す。ここでは、旅行者への旅行商品販売や旅行サ 

ービス手配等を行う「旅行代理店」のほか、主に海 

外からの旅行で、海外の旅行代理店の委託により往 

復飛行機以外の「地上手配」、例えば宿泊や観光地 

の手配代理を行う事業者（いわゆる「ランドオペレ 

ーター」）等も含めた意味で使っている。 

13 

歴史ツーリズム 歴史に関する遺産、街並み、神社仏閣等をめぐる 

テーマを持った旅行形態を指す。 

8 

ロケツーリズム 映画やドラマのロケ地を訪れ、物語の世界にひたり

ながら、様々な町の様子を楽しむことを目的とした

観光。 

8 

わ行   

Ｗｉ-Ｆｉ （ワイファイ） パソコンやテレビ、スマホ、タブレット、ゲーム機

などのネットワーク接続に対応した機器を、無線

（ワイヤレス）でＬＡＮ（Local Area Network）に

接続する技術のこと。 
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ワールドマスターズゲームズ

2021 関西 

4 年ごとに開催される国際マスターズゲームズ協会

(ＩＭＧＡ)主宰の生涯スポーツの国際総合競技大

会。概ね 30 歳以上のスポーツ愛好者であれば誰も

が参加できる。2021 年 5 月に関西で開催されること

が決定している。 
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