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1最上位計画の重要政策に位置づけ



総合戦略のプロジェクトにも 2

地域経済を維持発展させるため、観光振興を通じて
地域外からの交流人口を増やすことが重要
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観光の動向 滋賀県観光の「強み」「弱み」

豊富な観光資源
恵まれた県外からのアクセス
大学等の立地
全国でも少ない人口増加県

低い認知度
不便な県内アクセス
宿泊・滞在型観光が少ない
おもてなし意識の向上

強み

弱み

「強み」「弱み」をふまえた方針 ～滋賀県「観光交流」振興指針
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●滋賀県の認知度を向上させ、滋賀の魅力を
発信するためには、県と市町、関係事業者が
一体となって目標に取り組むことが重要

●交流人口の拡大と観光振興の起爆剤として、
平成30年度に

「滋賀県大型観光キャンペーン」を実施



観光が地域を元気にする 5

平成30年度 大型観光キャンペーンの目的(最終ゴール)

観光を通じた滋賀県への訪問客の増加
観光関連産業への経済効果の波及
将来にわたる継続的な集客確保、経済基盤の確立
住民が誇りを持てるまちづくり

■滋賀県大型観光キャンペーン事業目標（平成30年度通年の達成目標）

●観光客数 5,000万人
・宿泊数 400万人
・日帰り客 4,600万人

●観光消費額 1,700億円〔入込観光客数5,000万人とした場合の推計〕



キャンペーン実施に向けた課題

県域全体の共通の目標設定
県・地域の推進体制の整備
客観的なデータ分析
統一感のある滋賀の情報発信
滋賀ならこれ！ という観光素材の開発
おもてなし体制の確立
コーディネーター・ボランティアガイドの育成

●数多くの来訪者を迎えるために

観光地としての盤石な地位を築く 6

推進協議会の設置

日本遺産 （水の文化ぐるっと博）の展開
ビワイチ自転車・ウォーキング
女子旅
ロケ地観光
忍者・観音
神社・仏閣・街並み
しがのええもん・うまいもん ・・・・ など

水の文化ぐるっと博検討会議・
基本計画書策定

平成３０年度に向け、観光素材の開発・磨き上げ
受入れ体制の整備

大型観光
キャンペーン

平成16年度以降 「びわこキャンペーン推進協議会」事業の展開（ＪＲ西日本、県、ＢＶＢ、市町、広域観光協議会 」

滋賀の観光素材の
磨き上げとおもてなし
体制のレベルアップ

H32  東京オリンピック
・パラリンピック

H33  関西ワールドマスターズ
ゲームズ2021

H36  滋賀国体

更なる観光
キャンペーン

想定される観光素材

平成３１年以降

平成16年度以降 「びわこキャンペーン推進協議会」事業の展開（ＪＲ西日本、滋賀県、ＢＶＢ、市町、広域観光協議会 」

平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年

大型観光キャンペーン実施を契機に、観光受入れ基盤の整備、集客力の強化を行い、
さらに大規模なキャンペーンの誘致を目指す。

観光素材の磨き上げ・
おもてなし体制整備



観光キャンペーン 虹色の旅へ。滋賀・びわ湖 7

観光素材開発・ルート化
(虹色の7つのカテゴリーごとの観光素材の強化）

全県をあげたおもてなし
（ハード、ソフト、両面からの受入体制の強化）

キャンペーン特別企画の実施
（滋賀県の魅力を伝え、集客強化を図る特別イベントの実施）

事業者(観光・交通他)との連携によるプロモーション
(マスメディアやJRの広告媒体を活用した広域への情報発信、観光PRツールでの情報発信)

旅行エージェント向け観光素材説明会
(旅行エージェントへの商品造成のための観光素材提供)

+

+



多彩な観光資源を活かしたキャンペーン 8

虹色の旅へ。滋賀・びわ湖

7種類の「虹色」のカテゴリーと観光素材イメージ
*現状でのアイデアで、内容の良否の検討と、実現には調整が必要です。

歴

キャンペーン期間限定での
特別な体験の提供

秘仏等の特別公開
期間限定 国宝ライトアップ
延暦寺プチ修行体験
（ハードルを下げ、参加しやすくする）

食

滋賀の食への接触機会を作り、
そのストーリーを味わってもらう
プチメニュー開発
（近江牛等、高級食材を少量・小額で
体験）
工場・牧場などの見学ツアー
グルメ・バルの開催

遊

手軽に滋賀の自然を
体験できる機会の提供
プチ・トライアスロンイベント
（びわ湖、自然景観を手軽に楽しむ）
半日アウトドア体験
ビワイチ サイクル・スタンプラリー

癒

癒しを組み合わせ、
より大きな癒しに

水陸両用バスでパワースポット巡り
（湖上、陸上のスポット）
おごと温泉 湯めぐり手形
琵琶湖横断 水上バス
（琵琶湖岸の東西を直線移動でき、
クルーズ感を味わえる）

観

他カテゴリー素材と組み合わせ、
楽しみを増幅

水鳥公園×カヤックツアー
湖東三山×トレッキングツアー
メタセコイヤ並木×サイクリングツアー

買

ものづくりの裏側や作り手の思い、
ストーリーに触れてもらう
工場・生産現場見学ツアーの充実
手作り体験プログラムの充実

※現状の体験ツアー等の内容の充実や
アクセス向上

美

新しい美の楽しみ方、
限定感の演出

美術館・音楽ホール建築での
プロジェクションマッピング
ナイトミュージアム、ナイトコンサート
県内美術館での著名アーティスト
展覧会実施



①滋賀県・びわこビジターズビューロー

ネットワークで高めるキャンペーンの機運 9

各団体やＪＲとの連絡調整、観光キャンペーンの広報宣伝
推進協議会事務、補助金等による地域の活動支援。県内事業社との調整。旅行会社の商品化支援。

一致協力して「滋賀・びわ湖」の発信と観光誘客、
おもてなしの向上に努めることが観光と地域の発展につながる。

事業推進

(役割)

②市町・観光協会・広域観光協議会・DMO

観光まちづくり、観光素材の開発、素材の磨き上げ、ルート化、受入れ体制の整備（地域の仕組みづくり)、広報宣伝。

素材開発
磨き上げ

受入体制整備

③観光事業者

高いサービスの提供、おもてなしの中心的役割、快適な観光地づくりの推進、広報宣伝。
受入体制整備
おもてなし

④交通事業者・旅行エージェント・マスコミ

広告宣伝、企画商品開発、観光素材の商品化、プロモーション展開、二次交通整備。
プロモーション
商品開発

⑤各業界団体、地域住民等

経済団体・農業団体・漁業団体、流通事業者、大学などと連携した観光の開発、素材やサービスの提供。
旅行関連の協会等と連携したアクティビティなどの開発。
地域住民の参加によるおもてなし環境の整備など。

素材開発
磨き上げ
おもてなし
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人口減少を見据えた豊かな滋賀づくり総合戦略



滋賀県観光キャンペーン事業の目的

■事業目的

滋賀県、県内市町、観光団体、観光事業者、経済団体、交通事業者および旅行エージェントやマスコミ
など、多様な主体との連携・協働による総合的な観光キャンペーンを展開し、滋賀県の交流人口の拡大
と観光振興促進を図る 。

≪目標≫

・観光を通じた滋賀県への訪問客の増加

・観光関連産業への経済効果の波及

・将来にわたる継続的な集客確保、経済基盤の確立

・住民が誇りを持てるまちづくり

・さらに大規模なキャンペーン（デスティネーションキャンペーン）誘致

<数値目標>（H30年度通年の達成目標）

観光客数 5,000万人

宿泊数 400万人

日帰り客 4,600万人

観光消費額 1,700億円〔入込観光客数5,000万人とした場合の推計〕

≪観光キャンペーンの目的≫

交流人口の拡大と観光振興促進

11
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滋賀県観光キャンペーン事業の目的

観光キャンペーン日本遺産 滋賀・びわ湖
水の文化ぐるっと博

特定テーマ（日本遺産）を核にした誘客キャ
ンペーン。日本遺産を中心に県内各地への周
遊に繋げる。
《ぐるっと博での新たな取組》
○日本遺産を中心としたまち歩きや体験プロ

グラムなど、着地型プログラムの造成展開

○日本遺産による観光誘客を図る受入環境の

整備（案内板・地域館など）

新たな取組を加え、これまでの取組がより活きる
キャンペーンとして、県内各地での多様で豊富な
観光素材・魅力をもとに展開。
《ぐるっと博での取組の継承・拡充》
○地域観光PG・着地ツアー等の充実・全域展開

など

《新たな取組》
○多様な主体との連携・協働によるCPの展開

○地域間を繋ぐ広域連携事業の展開

○来訪しやすい環境づくり（アクセス対策）

○SNS旅行者、個人旅行者等をターゲットとした

新たなPR・プロモーション

３つの壁の打破
（機会づくり・加速化）

・「認知」の壁
・「来訪」の壁
・「再訪」の壁

観光・三方よし
・訪れてよし
・迎えてよし
・地域よし

<H28年度>

観光素材の
磨き上げ

■事業展開

日本遺産 滋賀・びわ湖 水の文化ぐるっと博および本観光キャンペーンの実施を契機に、県内各地域の観光素材の磨き
上げと、県内への集客を促進する施策や受入環境整備に向けた取組を合わせて実施することにより、集客力の強化およ
び観光受入態勢の充実を図り、さらなる大規模キャンペーンの誘致を目指す。

≪事業進展イメージ≫
<将来>

さらなる大型
キャンペーンへ
（JR6社DCなど）

事業の進展

観
光
受
入
態
勢

〈平成29年度〉

水の文化

ぐるっと博

〈平成30年度〉

観光CP

日本遺産を核に展開
（プレキャンペーン）

全県域・魅力の多
様性で展開



操業戦略のプロジェクトにも 13

観光振興を通じて地域外からの交流人口を増やすことが
地域経済を維持発展させるためには重要

人口減少により今後、地域経済の縮小が予想される。
＜滋賀県の人口推移予測＞

出典：滋賀県『滋賀県基本構想』
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総合戦略のプロジェクトにも 14

地域経済を維持発展させるため、観光振興を通じて
地域外からの交流人口を増やすことが重要

◆滋賀ならではの素材を観光資源として有
効活用し、交流人口の増加につなげる

◆多様な主体が、連携しながら観光のまち
づくりを進めることができる仕組みを構築・
充実

【重要業績評価指標（KPI）】
◎観光宿泊者を20％アップ

H26 331万人→ H31 400万人
◎観光入込客を６％アップ

H26 4,675万人 →  H31 5,000万人
◎観光消費額を７％アップ

H26 1,579億円 →  H31 1,700億円



滋賀県観光の課題 15

●特に滋賀県の認知度を向上させ、滋賀の魅力を発信するためには、大きな目標を
設定し、県と市町、関係事業者が一体となって目標に向かって取り組むことが大事

●滋賀県の交流人口の拡大と観光振興の促進の起爆剤として、
平成30年度に「滋賀県大型観光キャンペーン」を実施する！

琵琶湖などの自然、歴史文化遺産のような素材も多いが、
さらなる魅力の磨きあげや、受入れ体制の整備が必要

観光地「滋賀」の
認知度向上

滋賀独自の
ツーリズムの確立

観光振興の
推進体制づくり

課 題

「認知の壁を破る」 「来訪の壁を破る」 「再訪の壁を破る」


