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は じ め に  

  平成２９年３月 

小椋 正清 東近江市長 

 鈴鹿の山々から琵琶湖まで広がる東近江市は、鈴鹿山脈を源流とする河川が

幾筋も流れ、豊かな大地を育んできました。そして、この水の流れを巧みに 

取り入れ、文化や産業が暮らしを彩り、万葉のころより綿綿と続く奥深い歴史

を織りなしてきました。 

 本市は、平成の大合併により誕生した新しいまちで、素晴らしい地域資源が

内在していながらも、全国的な知名度や発信力はまだ低く、その向上が 

大きな課題です。 

 そこで、本市が有する豊かで多様性のある自然、縄文や万葉の時代から脈々

と受け継がれている奥深い歴史と文化、さらには日本列島のほぼ中央で近畿圏

と中京圏の真ん中に位置する地理的優位性を生かし、東近江市のさらなる発展

を図るため本戦略を策定したものです。 

 本戦略ではキャッチフレーズを「近江の水、近江の歴史、近江の暮らしに 

出会うまち（東近江市）」としており、「近江の国、滋賀県」を代表するまち

として、本市の素晴らしい地域資源を磨きつなぎ、全国に情報発信し、知名度 

向上など、市のグレードアップを図ってまいります。 

 今後、この戦略を着実に推進することにより、市民の皆様が本市の良さを 

改めて認識し、「住んで良かった、住み続けたい。」と実感していただけるまち

を目指すとともに、来訪者の皆様には本市の魅力を感じていただき、繰り返し

の来訪へとつながるよう、おもてなしに努めてまいりたいと考えております。 

 結びに、本観光戦略策定に当たり、熱心に御審議を賜りました策定委員会 

の皆様をはじめ、貴重な御意見や御協力をいただきました市民の皆様、 

また関係者の皆様に心から御礼を申し上げます。 
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1 

第１章 

観光戦略の目的と期間 



2 

1 戦略策定の背景と目的 

第1章 
観光戦略の目的と期間 

 本市では、平成２５年３月に東近江市観光物産振興ビジョン（平成２５年度～平成２８年度）を策定し、「市民も来

訪者も暮らしたくなる東近江市」の実現を目指し施策を展開してきました。 

 東近江市観光物産振興ビジョン（以下「観光物産振興ビジョン」という。）の期間中、地域経済の好循環を生み出

すことを目指し、外部からの需要の取り込みや交流人口の拡大による来訪者の消費拡大と市民の誇りや愛着を高

める活動を促し、雇用の創出にもつながる観光振興の取組を進めてきました。 

 そうした中、本格的な人口減少時代への対応に向け、平成２６年９月には、国において、まち・ひと・しごと創生本

部が設置され、総合戦略が策定されました。本市においても、平成２７年１０月に東近江市まち・ひと・しごと創生 

総合戦略を策定し、この中で「行きたくなる 住みたくなる 魅力ある東近江市の創生」を目指し、交流人口の増加

を１つの柱に、戦略的な施策展開を行うこととしました。 

 観光の状況においては、国内観光は人口減少等により漸減が続く厳しい状況で、今後の減少も予測されています。 

 一方、国際観光においては、平成１５年（５２１万人）のビジットジャパン計画以降、訪日外国人旅行者数は平成 

２５年に１，０３６万人となり、近年、日本の良さが再認識されて、急激にその数を伸ばし、平成２８年には２，４００万

人を突破しました。政府は、平成３２年の東京オリンピック・パラリンピックを機に４，０００万人、平成４２年には６，０００

万人に増大していく新しい目標を掲げた「明日の日本を支える観光ビジョン構想」を策定し、成長戦略の柱として訪

日客増加による観光業の育成を目指しています。 

 滋賀県においては、「滋賀県『観光交流』振興指針アクションプラン」の中で、観光地｢滋賀｣の興味度向上や｢滋

賀ならでは｣の特色あるツーリズムの展開、観光交流推進の体制づくりに取り組んでいます。  

 観光をめぐる諸情勢は、観光ニーズの多様化により著しく変化しています。また、都市の大小に関わらず、日本全

国で観光地づくりや誘客が盛んになっています。こうした状況を踏まえると、本市が有する資源を見直し、磨き上げ

て、地域が輝き、地域が誇れる観光地づくりに取り組む必要があります。 

 これらの状況を踏まえ、観光物産振興ビジョンを発展させ、より戦略的、実戦的な東近江市観光戦略を策定しま

す。 

ぜんげん 

2 期間 

 平成２９年度～平成３３年度 

3 戦略の位置付け 

 東近江市観光戦略は、「東近江市総合計画」及び「東近江市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げる目標を具現

化し、関連する計画との整合性を図りつつ、本市の観光振興を実現するための戦略を示したものです。 

 観光に関わる団体や事業者、市民等と連携し、本市の知名度向上と観光物産振興を図るための指針となるものです。 

 都市計画マスタープラン 
 東近江市定住自立圏構想 
 東近江市立地適正化計画 
 東近江市中心市街地活性化基本計画 
 辺地総合整備計画 

東近江市観光戦略 

アクションプラン 
（進行管理） 

東近江市総合計画（第２次 総合計画） 

東近江市まち・ひと・しごと創生総合戦略 
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第２章 

東近江市の観光に関する現状と課題 
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（１） 観光ニーズの多様化 

1 東近江市の観光を取り巻く状況 

第2章 
東近江市の観光に関する現状と課題 

 現在の国内観光の潮流は、ライフスタイルの変化やインターネットの普及などによって、パッケージ化された団体

旅行から個々の志向を重視した個人旅行（グループ旅行などを含む。）へと変化しつつあります。これまでのような

有名観光地を訪ねる物見遊山型の観光だけでなく、食やまち歩き、農業などの体験・交流型の観光が注目され、

観光の種類も多様化してきています。 

 また、平成３１年にラグビーワールドカップ、平成３２年には東京オリンピック・パラリンピック、平成３３年には関西地

域を中心に開催されるワールドマスターズゲームズなど、国際的なスポーツイベントが連続することから、「スポーツ

ツーリズム」への注目が高まっています。 

出典：公益社団法人 日本観光振興協会「平成27年版 観光の実態と志向」 
 

（図１）希望する旅行の種類 
0 20 30 40 50 60 

％ 

10 
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 平成２５年に初めて１，０００万人を超えた訪日外国人旅行者数は、平成２７年には１，９７３万人に、平成２８年には

２，４０３万人まで増加しました。政府は、東京オリンピック・パラリンピックが開催される平成３２年に４，０００万人、平成

４２年には６，０００万人に増大していく新しい目標を掲げた「明日の日本を支える観光ビジョン構想」を策定し、外国

人旅行者による旅行消費額８兆円を目標に、インバウンド観光施策に取り組んでいくこととしています。 

 観光庁が、平成２６年に日本を出国する訪日外国人を対象に行った調査の結果、訪日動機は、「日本食を食べ

ること」が７６．２％で最も多く、次いで「ショッピング」（５６．６％）、「自然・景勝地観光」（４６．８％）となっています。

（複数回答）  

（図２）訪日外国人旅行者数の推移 

（２） 急増する外国人観光客 
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 近畿２府２県及び東海３県における外国人延べ宿泊者数の推移を宿泊旅行統計調査でみると、各府県いずれも、

年々宿泊者数は増加傾向にあります。特に大阪府は伸び率が高く、平成２７年に約８９６万人となり、平成２５年か

らの３年間で約２倍に増加しています。 

 滋賀県の平成２７年外国人延べ宿泊者数は約４８万人で、大阪府と比較すると５％程度と非常に少ない状況で

す。 

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 

（万人） 
滋賀県 京都府 大阪府 奈良県 三重県 愛知県 岐阜県 

（図３）近畿２府２県及び東海３県別外国人延べ宿泊者数推移 

出典：観光庁「宿泊旅行統計調査」（平成24年～平成27年） 
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（３） プロモーションの展開 

（４） 「見る」から「体験」への関心の高まり  

 その都市の魅力を積極的に伝え、訪れたい都市として人々に認められるよう、全国の都市で積極的なプロモー

ションへの取組が広がっています。 

 その重要な役割を果たすものは、魅力的なコンテンツの作成と効果的なプロモーションツールです。プロモーション

ツールには紙媒体など様々な種類がありますが、近年はＳＮＳを通じたインターネットの活用が増えています。観光

大使の任命やＰＲキャラクターの活用、フィルムコミッションによる映画づくり等の多様なプロモーション事業に取り組

まれています。 

 地方創生の取組においては、地域プロモーションの強化が重要視されており、観光客を地方に呼び込み、地域内

消費を拡大していくために、どのようなプロモーションを展開するかが課題となっています。対象を選定し、ＳＮＳの活

用をはじめ、適切な媒体を駆使した効果的な情報発信を行うことが必要となっています。 

 近年の国内旅行者の目的は、地域の暮らしや文化、人との交流へ関心が高まり、旅行中にまるで住民のように地

域にとけこみ、楽しむ志向が強くなって来ています。 

 こうした「コト消費（体験中心）」への志向の高まりは、「見る」観光から訪れた土地を歩きながら、まちの風、匂い、

音（会話）、味覚、体験など、五感で楽しむ「まち歩き」による観光スタイルに変化してきています。また郷土料理、ご

当地グルメなど、その土地でしか味わえない「食」を前面に出した「Ｂ-１グランプリ」「スイーツフェスティバル」「まちな

かバル」などのイベントが多く開催され、集客効果を上げています。 

猪子山から見た伊庭内湖と琵琶湖 
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（１） 滋賀県 観光戦略 

観光地｢滋賀｣の認知度向上 
｢滋賀ならでは｣の 

特色あるツーリズムの展開 
｢観光交流｣推進の体制づくり 

・滋賀･びわ湖＋ＤＥＳＩＧＮプロジェクト 
・ココクール マザーレイク・セレクション 
  ＰＲ事業 
・ブランド力｢滋賀の食材｣発信 
・滋賀の戦略的県外ＰＲ 
・「ようこそ滋賀」魅力発信 
・首都圏観光物産情報発信 
・国際観光推進（情報発信） 

・観光キャンペーン推進 
・日本遺産魅力発信 
・ビワイチ観光推進 
・忍者を活用した観光誘客 
・東京オリンピック・パラリンピック文化 
  プログラム推進 
・近江牛魅力発信 
・住民、学生との連携 

・「ウェルカム滋賀」推進 
・｢千年の美つたえびと｣づくり 
・観光まちづくり推進 
・国際観光推進(受入体制強化) 
・｢ビワイチ」サイクルツーリズム促進 
・県域無料Ｗｉ-Ｆｉ 整備促進 

② 主な取組 

  
平成２５年 平成３２年 

関西実績 国実績 関西目標 国目標 

訪日外国人旅行者数 ３４５万人 １，０３６万人 ８００万人 ４，０００万人 

外国人延べ宿泊者数 ８１７万泊 ３,３５１万泊 ２,０００万泊 ７，０００万泊 

訪日外国人旅行消費額 ４，６７５億円 １兆４,１６７億円 １兆円 ８兆円 

認知度と訪問意欲 
認知度   ３６％ 
訪問意欲 １１％   

認知度   ５０％ 
訪問意欲 ３０％ 

※平成３２年の国目標値は「平成２８年 観光白書」から記載 

2 滋賀県、関西広域、三重県及び中部広域における主な観光政策の動向 

 滋賀県では、「観光交流」を通じて、活力ある地域社会の実現を目指す「訪れてよし、迎えてよし、地域よしの  

『観光・三方よし』の推進」を基本方針にした「滋賀県『観光交流』振興指針」（平成２６年度～平成３０年度）を策定

し、観光行政の理念や目指すべき方向性が示されています。また、毎年度「滋賀県『観光交流』振興指針アクショ

ンプラン」を策定し、指針で定めた目標に向かって具体的に取り込む内容がまとめられています。 

「人口減少を見据えた豊かな滋賀づくり総合戦略」の平成３１年目標 

県内の延べ観光入込客数  ５，０００万人 

県内の延べ宿泊者数    ４００万人 

観光消費額 １，７００億円 

① 数値目標 

① 数値目標 

（２） 関西広域 観光戦略 

 平成３２年を中期的な目標とし、関西広域の視点に立ち、官民一体となって観光振興に取り組むために、公益

社団法人関西経済連合会が主体となり、平成２７年２月に「関西広域観光戦略」が策定されました。その中には、

外国人旅行者をターゲットに次のような数値目標と目標を達成するための取組が定められています。 
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（１） 関西への誘客のための情報発信 （２） 魅力的な関西観光圏の整備推進 

 関西ブランドの強化・発信 
 観光に関する情報の編集・発信 
 海外のメディアを活用した情報発信 
 情報収集とプロモーションの展開 

 受入環境の整備 
 新たなコンテンツとプログラムの開発 
 マーケティングデータの整備 

② 目標を達成するための取組 

 三重県では、観光振興の取組を着実に進め、観光関連産業を地域経済のけん引役に育てていくため、「三重県

観光振興基本計画（平成２８年度～平成３１年度）」を策定し、８本の柱からなる施策体系に基づき、持続的な観

光の発展に向けた施策を展開しています。 

① 数値目標 

目標項目 
現状値 

（平成２６年度） 
目標値 

（平成３１年度） 

（１） 観光消費額 
   （観光入込客数×一人当たりの観光消費額） 

４，６５７億円（平成２６年） ５，０００億円以上（平成３１年） 

（２） 観光客満足度 
  （「大変満足」と回答された割合） 

 ２０．５％（平成２６年度） ２５．５％（平成３１年度） 

（３） 県内の延べ宿泊者数   ８７９万人（平成２６年） １，０００万人（平成３１年） 

（４） 県内の外国人延べ宿泊者数  １７．８万人（平成２６年） ４５万人（平成３１年） 

（５） 国際会議の開催件数（累計）      ２件（平成２６年） ２０件（平成２８～３１年累計） 

（３） 三重県 観光戦略 

② 戦略 

③ 施策の柱 

 観光の産業化のさらなる推進戦略 
 伊勢志摩サミット開催等の好機を生かした誘客戦略 
 利便性・快適性に優れた、人にやさしい観光の基盤づくり戦略 

 観光関連産業を支える支援体制 
 多様な産業との連携強化 
 観光関連産業を担う人材の育成・確保 
 何度でも訪れたい観光地づくりをめざした国内誘客 

 インバウンド倍増に向けた海外誘客 
 三重の特性と好機を生かしたＭＩＣＥ誘致 
 利便性・快適性に優れた観光の基盤づくり 
 人にやさしい三重の観光地づくり 

① 上記機構が取り組む事業の概要 

 中部（東海・北陸・信州）広域観光推進協議会は、平成１７年から中部北陸９県の特色を生かした観光振興や知

名度向上に取り組んでいます。海外からのインバウンド推進を図る「昇龍道プロジェクト」もその１つです。 

 同地域における観光の基幹として、観光ネットワークのコア的役割を担う組織への転換を図り、観光地域の一体的

なブランドの確立、効果的なマーケティングに基づくプロモーション、情報発信及び新たな視点による事業展開など、

幅広い連携・協働により、競争力のある魅力溢れる観光地域づくりを推進・構築する「一般社団法人 中央日本総

合観光機構（平成２９年６月に広域連携ＤＭＯ化を目指す。）」への移行を目指しています。 

（４） 中部広域 観光戦略 

（１） 徹底したマーケティング（市場調査など）に基づく全体戦略の策定 

 ターゲットへの総括的、効果的なプロモーション事業 
 広域観光モデルコースの整備及びセグメント別集客力が維持できる観光資源の磨き上げ 
  （広域共通テーマにおけるコンテンツの充実）事業 
 受入環境整備の推進による訪日観光客の満足度向上事業 

（２） 新規事業の展開（広域的なＭＩＣＥ誘致（広域ＭＩＣＥ戦略）、大規模イベント活用等） 

（３） おもてなし向上、ブランド･企画商品開発等 

（４） 広域観光プラットホーム事業（広域観光案内やマーケティングデータの共有化）の展開等 
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3 東近江市の観光に関する現状と動向 

（１） 東近江市の概要   

① 東近江市における観光動向など 

Ⅰ 東近江市の観光の現状と課題 

 本市は、鈴鹿山脈及び愛知川・日野川などの河川とその流域、琵琶湖といった一連の豊かな自然とそこで培わ

れた奥深い歴史・文化、そして産業などが地域資源として市民の暮らしの中で脈々と息づき、引き継がれてきてい

ます。 

 しかし、これらの地域資源は「観光」としての結びつきはまだまだ弱く、十分には生かし切れていない状況です。 

市内には大規模な観光施設がなく観光に関するイメージも希薄で、モデルとなる観光の取組事例もほとんど共有さ

れていない状況であり、現状では、観光振興に対する期待や問題意識は弱いものとなっています。この様な中でも、

まちづくりや経済活動など市民による「内」の力で、豊かな地域資源を維持させてきた意義は大きいものがあります。 

 観光入込客数でみると、複合型の施設で１０万人規模、イベント型で３万人規模、見学型で１万人規模のものが

点在しています。また、その来訪者は、市内あるいは周辺市町など、近隣のエリアからの人が多いと考えられます。

宿泊客数については、入込客数の５％に満たない状況です。 

滋賀県観光入込客統計調査（東近江市データから作成） 

（図４）入込客・宿泊客 年別推移 （図５）入込客・宿泊客 月別推移（平成２７年） 

紅葉 

（人） （人） （人） 

平成２７年の宿泊は４％ 

4,800 

7,900 
7,600 

コトナリエ 
サマーフェスタ 

（入込客の内数） （入込客の内数） 
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Ⅱ これまでの観光の取組と課題 

 市町合併（平成１７年・平成１８年）で新たな市域となりましたが、観光においては「ナナイロ」というフレーズを用い

て、旧７市町エリアごとに、それぞれの魅力を発信して活性化を目指してきました。一方で、「東近江市」としての発

信、ブランド化には至っておらず、一つの市になったからこそ出せるスケールメリットを生かした魅力づくりが課題と

なっています。 

 また、本市の豊かな産業を軸に、その振興を目指した観光物産振興ビジョンでは、暮らしに根付く「ほんもの」として、

自然、歴史、暮らしなどの発信に取り組んできました。 

 観光の潮流は、物見遊山型の観光だけでなく、その種類も多様化してきています。そして今、各々の地域に点在

する資源に磨きをかけて、点ではなく線、あるいは面として、ストーリー性をもって活用を図る観光まちづくりへの転換

期を迎えています。 

② 東近江市の観光資源・施設 

Ⅰ 東近江市の地域資源 

 本市は、自然、歴史、文化、産業などの風土に裏付けられた地域資源が、鈴鹿の奥山から琵琶湖にかけて変化

しながら点在しています。上流域は渓流や森などの自然に囲まれ、麓には大本山永源寺、温泉施設もあります。中

流域は肥沃な扇状地にのびやかな田園が広がり、米づくりをはじめ、豊かな恵みが育っています。下流域には、農

業とともに商人が築いたまちが軒をつらね、歴史や文化、産業が受け継がれています。琵琶湖付近では、内湖が生

活を支え、水が暮らしに息づく営みが引き継がれています。このように、様々な顔を持ちながら、「日本の原風景」を

感じられる地となっています。これらの地域資源は、入込客数の分布が示すように、中核施設を 中心として大きく

は「自然」「歴史と文化」「ものづくりと産業」「暮らしと食」に整理できます。 

  しかし、個々の地域資源は集客力が乏しく、ほとんどは地域内だけでの交流にとどまっています。奥深い歴史や

文化は市内各地に存在するものの、その価値は埋もれた存在となっています。一方、道の駅などの複合型の施設

への観光客は増えており、地域資源を組み合わせ、交流の幅を持たせることがポイントになっています。 
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自然 

博物館・美術館等 
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（図６）入込客数 目的別推移 

滋賀県観光入込客統計調査（東近江市データから作成） 

平成２２年 平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年 
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あいとうﾏｰｶﾞﾚｯﾄｽﾃｰｼｮﾝ 

●分散・集積型 
・暮らし、歴史と文化、ものづくりと産業 

●中核型 
・自然、ものづくりと産業 

奥永源寺渓流の里 

永源寺温泉八風の湯 

●中核型 
・歴史と文化、暮らしと食 

太郎坊宮 

（図７）地域資源別 入込客数の分布 

地域資源が分散・集積するエリアと、中規模の核となる拠点があるエリアに整理できる 
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（図８）国道４２１号 昼間交通量（午前７時～午後７時） （図９）名神高速道路IC 月別交通量（平成２７年） 

滋賀県観光入込客統計調査（平成２７年東近江市データ） 

（台） 

no. 観光地点名 入込客数 

1 あいとうマーガレットステーション 584,900 

2 太郎坊宮 184,000 

3 永源寺温泉 八風の湯 142,200 

4 奥永源寺渓流の里 131,500 

5 コトナリエサマーフェスタ 100,000 

6 大本山永源寺 85,000 

7 百済寺 59,900 

8 味咲館 55,500 

9 名神八日市カントリークラブ 52,100 

10 クレフィール湖東 50,000 

11 能登川水車とカヌーランド 47,800 

12 東近江秋まつり 43,000 

13 観音正寺 35,500 

14 朝日野カントリー倶楽部 35,000 

15 びわこJAZZフェスティバルin東近江 35,000 

16 東近江大凧まつり 30,000 

17 ことうヘムスロイド村 23,200 

18 滋賀県平和祈念館 22,400 

19 ぶらっと五個荘まちあるき 19,000 

20 河辺いきものの森 18,700 

21 近江商人屋敷3館 18,400 

22 能登川博物館 12,000 

23 世界凧博物館東近江大凧会館 10,000 

24 観峯館 9,700 

25 近江商人屋敷（藤井彦四郎邸） 8,100 

26 探検の殿堂 7,200 

27 近江商人博物館 6,200 

28 万葉の郷ぬかづか 3,500 

29 石馬寺 700 

三重県からの流入は増加 

●中核型 
・自然、歴史と文化 

あいとうﾏｰｶﾞﾚｯﾄｽﾃｰｼｮﾝ 

（台） 
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Ⅱ 観光案内方法の現状と課題 

 観光地としての経験が乏しいため、観光案内についても課題が多く見受けられます。そのひとつ、案内看板（地

図）では、旧市町時代につくられたものや合併直後につくられたものが多く、旧市町エリアの限られた情報のみの提

供となっています。また、案内看板（道標）は、本市の各玄関口からの案内が不十分であり、訪れる人にわかりやす

い表示が必要です。 

③ 広域及び市内アクセスの現状と課題 

 それぞれの地域資源を結びつける交通アクセスは、市外から本市を訪れる人たちの観光に大きく影響します。来

訪者の多くは、自動車での移動であり、名神高速道路や石榑トンネルを利用して近畿圏・中京圏からのアクセスが

容易となっています。一方公共交通では、ＪＲや近江鉄道が運行されていますが、駅から地域資源への公共交通

アクセスが十分ではなく、その整備が課題となります。同時に、交通手段そのものだけでなく、本市の窓口となる駅、

観光案内所、また最寄りのサービスエリアや中核施設などでの情報発信も課題です。 

赤神山（太郎坊山） 
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（２） 東近江市の観光振興の可能性と方向性  

① アンケート調査等による基礎調査 

観光の現状と課題の確認整理 

 既存データの収集 
 オンラインアンケートの実施（１，０４８名） 
 観光関係団体へのアンケート（５３事業者） 
 中学生アンケート（各校代表者） 
 観光関係者へのヒアリング  

Ⅰ 東近江市の観光資源に関する認知度 

 回答者のエリア別でみると、全エリアにおいて近江牛と近江米の認知度が高くなっています。 

 滋賀県では、大本山永源寺、道の駅あいとうマーガレットステーションの認知度が高くなっています。 

 三重県、近畿、東海、首都圏エリアでは、大本山永源寺、日本遺産滋賀・びわ湖（伊庭地区・五

個荘金堂地区）の認知度が高くなっています。 

 性別、年齢別でみると、女性５０歳以上、男性６０歳以上の認知度が高い観光資源が多くなって

います。 

Ⅱ 東近江市の観光資源に関する興味度 

 回答者のエリア別でみると、全エリアにおいて近江牛の興味度が高くなっています。 

 滋賀県では、大本山永源寺、道の駅あいとうマーガレットステーションの興味度が高くなっています。 

 三重県では、道の駅奥永源寺渓流の里、道の駅あいとうマーガレットステーション、大本山永源寺

の興味度が高くなっています。 

 近畿エリアでは、近江米、日本遺産滋賀・びわ湖（伊庭地区・五個荘金堂地区）、永源寺温泉八

風の湯の興味度が高くなっています。 

 東海エリアでは、永源寺温泉八風の湯、日本遺産滋賀・びわ湖（伊庭地区・五個荘金堂地区）、

百済寺の興味度が高くなっています。 

 首都圏エリアでは、近江米、日本遺産滋賀（伊庭地区・五個荘金堂地区）の興味度が高くなって

います。 

 性別、年齢別でみると、女性５０歳以上がほとんどの観光資源に興味を持っています。 

 女性全体でみると、道の駅あいとうマーガレットステーションの興味度が高くなっています。 

 女性２０～３９歳は永源寺温泉八風の湯に、男性６０歳以上は歴史に関連するものに興味度が高

くなっています。 

Ⅲ 東近江市の観光資源に関する経験度、満足度 

「経験」は低いが「満足」は高い今後の注目すべき資源 

永源寺、百済寺、日本遺産滋賀・びわ湖（伊庭地区・五個荘金堂地区）、近江米、道の駅あいとう

マーガレットステーション、太郎坊宮、鈴鹿１０座、永源寺温泉八風の湯、近江商人発祥の地てんび

んの里、木地師の里、道の駅奥永源寺渓流の里、政所茶等となっています。 

「経験」「満足」ともに高い人気の資源 

近江牛が群を抜いて人気の高い資源となっています。 

※ GAP調査：地域の観光資源の「認知度」「興味度」を調査し、そのギャップを比較することで、観光資源の優先順位づけや、商品開発、プロ
モーションの計画策定に役立つ生きたデータを収集・分析できる消費者ニーズWEB調査 

② オンラインアンケート調査からみるGAP調査※  
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観光の興味度、認知度、経験度、満足度などの質的な指標をみると、歴史、文化、自然、暮らし、食

など様々な地域資源に関心が分散していることが分かります。 

また興味度は全体的に低いが満足度は高いことから、個々の地域資源にポテンシャルはあるものの、

プロモーションに課題が見受けられます。 

興味度と認知度は 

相関しており、 

プロモーションすることで 

興味度を上げることが 

できます。 鈴鹿10座 

世界凧博物館東近江大凧会館 

大本山永源寺 

百済寺 
（湖東三山のひとつ） 

木地師の里 
（木地師資料館・ 
筒井神社・ 
大皇器地祖神社） 

永源寺温泉 八風の湯 

近江米 

近江牛 

政所茶 
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大本山永源寺 

政所茶 

木地師の里 
    （木地師 
資料館・筒井神社 
・大皇器地祖神社） 

近江米 

日本遺産 滋賀・びわ湖（伊庭地区・五個荘金堂地区） 
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太郎坊宮（阿賀神社） 

近江商人発祥の地てんびんの里（五個荘地区） 

鈴鹿10座 

近江牛 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

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

満
足
度
（と
て
も
満
足
し
た
＋
満
足
し
た
） 

経験度（訪れたことがある観光資源） 

（図１０）東近江市の観光資源に関する興味度×認知度 

（図１１）東近江市の観光資源に関する満足度×経験度 

満足度はほぼ高く、 

リピーターを増やす 

ポテンシャルがあります。 
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③ SWOT分析※ 

基礎調査をもとに、強み・弱み及び機会・脅威を一覧にし、整理すると次のようになります。 

内

的

要

因 

強み（Strengths） 弱み（Weaknesses） 

● 近畿圏・中京圏から、名神高速道路や東名阪自動車
道・国道４２１号などを使って自動車でのアクセスが容易
な地です。 

● 近畿圏から、ＪＲ琵琶湖線、近江鉄道を使って鉄道での
アクセスが容易な地です。 

● 鈴鹿山脈から琵琶湖まで、変化に富んだ広大な土地と
豊かな自然があります。 

● 近江商人を育てた地場のものづくりと産業や、奥深い歴
史と文化が根付いています。 

● 複数の街道が通じ、その時代の文化が出入りしてきた歴
史があります。 

● 鈴鹿山脈やそこから流れる川、また琵琶湖を生かしたア
ウトドア活動の場所が多くあります。 

● 川による自然の流れや街道による文化や、人の交流な
ど、流れをキーワードにした地域資源がそろっています。 

● 愛知川の肥沃な扇状地を巧みに生かした米づくりや野
菜づくり、果樹栽培が盛んです。 

● 鈴鹿山脈を源流とする愛知川の伏流水を活用した醸造
業（日本酒、ワイン、醤油、味噌など）が盛んです。 

● こだわりの食や余暇、暮らしを提案する個店があります。 

● 市民を主体とした地域イベントが複数開催されています。 

● 農家民泊など、教育観光の取組が行われています。 

● 観光にもつながる地域資源が充実しています。 

● まちづくり活動の取組が盛んなところです。 

● 他産業が堅調に活動しており、観光産業の必要性が低
いと感じられます。 

● 東近江市としての興味度やイメージ・ブランド力が低い状
況です。 

● ターゲットごとの旅行メニューが少ない状況です。 

● エリア別・ターゲット別のプロモーションの取組が弱い状
況です。 

● 観光受入環境（ハード・ソフト）が不十分な状況です 

● 観光施設の老朽化が目立ちます。 

● 誘客力のある大型の観光施設がありません。 

● 観光入込客数があまり伸びていません。 

● 観光における滞在時間が短くなっています。 

● ＪＲ・近江鉄道と複数の鉄道があるものの、鉄道駅から
の公共交通の整備が不十分です。 

● 宿泊者または宿泊施設が少ない状況です。 

● 飲食店や販売店など、立ち寄れる個店が少ない状況で
す。 

● 東近江市を代表する物産品が少ない状況です。 

● 観光における団体や取組の実践的なネットワークが広
がっていません。 

● 市民のなかで観光まちづくりの方向性や問題意識が共
有されていません。 

● 観光まちづくりに関する動きをリードする市民の人材発掘
が十分にされていません。 

● 行政と市民の間で、観光まちづくりをしていこうというプロ
セスや機運醸成が共有されていない状況です。 

● 合併以前の旧市町の観光資源が、市全域での共通認
識になっていません。 

外

的

環

境 

機会（Opportunities） 脅威（Threats） 

● 地方創生による事業の予算化が行われています。 

● 個々人のライフスタイルが多様化し、観光に対する価値
観も広がっています。 

・スローライフ、スローフード 
・モノからコトへ、体験を軸にした楽しみ方 
・暮らしの安全、安心、健康に関する意識 

● 団塊の世代やインバウンドなどの市場が拡大しています。 

● 日本遺産滋賀・びわ湖（伊庭地区、五個荘金堂地区）
が選定され、琵琶湖全体での取組もあります。 

● 琵琶湖、鈴鹿山脈、伊勢湾などをつなぐ、新たな観光、
あるいは商業による交流活動が石榑トンネルの開通によ
り活性化してきています。 

● 鈴鹿山脈に隣接する８市町で構成する鈴鹿山麓無限
∞会議にて県境を越えた広域連携を進めています。 

● 近江八幡市や彦根市等、他の観光地に隣接しています。 

● 日本全体で観光による交流人口の拡大を目指した活性
化の取組が進んでいます。 

● 日本における産業全体の停滞が続き、消費は冷え込ん
でいます。 

● 地方の物産に結びつく農業などの一次産業は衰退して
おり、さらに担い手も不足しています。 

● 少子高齢化、人口減少が進んでいます。 

国勢調査ではH22年から人口は減少に転じ、 
世帯数は増え続け核家族化が進んでいます。 

 
 
 
 
 
 

 本市の人口は、平成２７年と平成２２年の数を比べると 
 １，２９９人減少しています。（増減率△１．１２％） 世帯数は 
 １，７５０世帯増加しています。(増減率＋４．４９％） 

● 経験豊富な旅行者が増えニーズは多様化し、観光の対
象は拡大・分散しています。 

● 近江商人や近江牛などに代表される「近江」ブランドは
周辺の市町を含め圏域に存在します。 

● 周辺の自治体（彦根市・長浜市・近江八幡市など）が観
光入込客数で東近江市を上回っています。 

● 自治体間競争が激化しています。 

  人口（人） 世帯数（世帯） 

平成12年国勢調査 114,395 34,974 

平成17年国勢調査 116,797 37,846 

平成22年国勢調査 115,479 38,941 

平成27年国勢調査 114,180 40,691 

※ SWOT分析：  地域が有する資源や社会状況について、内部要因となる「強み(Strengths)」「弱み(Weaknesses)」、外部要因となる「機会
(Opportunities)」「脅威(Threats)」の4つの軸から評価・分析する手法のこと。 
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課題１ 

 本市は鈴鹿の山々から琵琶湖まで広がる広大な市域と豊かな自然に恵まれ、鈴鹿山脈を源流とする愛知川・日

野川流域等の肥沃な土地では、米づくりや野菜づくり、果樹栽培や醸造業（日本酒、ワイン、醤油、味噌など）が盛

んに行われています。また、複数の街道により多様な文化が入り、近江商人を育て、地場産業を育むなど、奥深い

歴史・文化などの地域資源が豊富に存在します。現在、個人のライフスタイルが多様化し、観光に対する価値観も

広がっている中、この社会潮流をしっかりと読み取り、これらの資源に磨きをかけていく必要があります。 

 ⇒ 地域資源の磨き上げが必要 

機会 脅威 

強

み 

近畿圏、中京圏からのアクセスの良さを生かし、愛知川・
日野川などの「水の流れ」や、奥深い歴史と文化が織りな
す「時の流れ」が生み出した、地域資源を複合的に楽しむ
ためのオリジナリティ豊かなストーリー（交流プログラムなど）
の開発に取り組みます。 

既存の商業施設を生かしながら、事業者が観光を切り口
に取り組むコンテンツ開発と、三方よしの精神に根ざしたお
もてなしの心を加えて魅力創出を図り、域内における観光
消費の拡大に取り組みます。 

弱

み 

観光に対する多様性を軸に、ターゲットを絞りこみながら、
市民や地域のネットワークを広げ、観光まちづくり人材の育
成に取り組みます。 

観光まちづくりに向けた市民の機運を醸成しながら、より楽
しめるまちと観光を掘り起こし、東近江市を多角的にブラン
ディングし、マーケティングに取り組みます。 

④ GAP調査とSWOT分析から導く課題と方向性 

課題２  

 弱いブランドイメージを克服するため、様々な立場から色々なチャネルを通じて、東近江市のブランド化を図り、ま

ちの魅力を多面的に発信する継続的なマーケティングに取り組む必要があります。また、本市の魅力ある地域資源

を組み合わせ、より的確にアピールする誘客の取組を推進していく必要があります。 

⇒ 積極的な誘客推進が必要 

課題３ 

 本市の多様な地域資源には、プロモーション不足により興味度は低いものの、来訪者には満足度が高い施設があ

ります。一方で、近江商人や近江牛などに代表される「近江」ブランドが周辺の市町を含め浸透している状況に加え

て、日本遺産滋賀・びわ湖（伊庭地区、五個荘金堂地区）が選定され、全県的な取組が進んでいます。また、石榑

トンネル開通により琵琶湖から鈴鹿山脈、伊勢湾をつなぐ、新たな観光、商業交流活動の取組がはじまっています。

これらの動きを的確に捉えて市外へ適切な情報発信を行うとともに、広域的な連携による情報発信、来訪者への

情報提供の強化などを推進していく必要があります。 

 ⇒ 情報発信の推進が必要 

課題４ 

 既存の商業施設や地域資源を生かし、複合的に組み合わせながら受入環境の整備に取り組む必要があります。

さらに、三方よしの精神に根ざした「おもてなしの心」を加えて魅力創出を図り、入込客数の増加と市内の観光消費

拡大に取り組む必要があります。  

⇒ 受入環境の整備が必要 

東近江市の強みである多様な地域資源を訴求力のあるものに高めると同時に、 

弱みである興味度の低さを克服していく必要があることが読み取れます。 

課題５ 

 市民を主体とした地域のイベント活動やまちづくり活動の取組を背景に、観光に対する多様性を見据えて、観光ま

ちづくりの活動を誘発し、地域のネットワークを広げ、観光まちづくり人材の育成に取り組む必要があります。 

 ⇒ 人づくりとネットワーク構築が必要 
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第３章 

東近江市観光戦略 
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 鈴鹿の山々から琵琶湖に広がる東近江市は、鈴鹿山脈を源流とする河川が幾筋も流れ、豊かな大地を育んでい

ます。そして、この「水の流れ」を巧みに取り入れた文化や産業が暮らしを彩り、奥深い歴史を織りなす「時の流れ」

を生み出してきました。さらに、多くの街道が交差する地の利は、木地師や近江商人に代表される「人の流れ」を

作ってきました。 

 こうした流れの中で、 「水の源流」 「ものづくりの源流」 「商いの源流」とも言うべき、様々な地域資源が私たちの

暮らしを支えています。これらの地域資源をつなぎ、その魅力を磨き、多くの観光客が訪れるオンリーワンの東近江

市を目指します。そして、これらの取組を束ね、東近江市の知名度向上とそれを下支えする観光産業の創出を図り、

地域活性化を図ります。 

近江の水、近江の歴史、近江の暮らしに 

出会う 『東近江市』 
ま    ち 

 水の源流（農業）  

ものづくりの源流（工業）  

商いの源流（商業）  

琵琶湖へ注ぐ水の集水峡 

木地師（ろくろ技術）発祥の地、謄写版（ガリ版）印刷機発祥の地 

近江商人発祥の地、市が立つまち 
いち 

2 コンセプト （キャッチフレーズ） 

平成２７年 平成３３年 

観光入込客数 １，９０５，８００人  ２，６００，０００人 

観光宿泊者数         ７５，３００人               １００，０００人 

※滋賀県観光入込客統計調査 

1 目標 

第３章 
東近江市観光戦略 
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3 戦略 

 本市には、鈴鹿山脈を源とする幾筋もの水の流れが琵琶湖に注ぎ、豊かに広がる大地を育み出しています。 

この「水の流れ」を巧みに取り入れた産業、文化が暮らしと食を彩り、また奥深い歴史を織りなす「時の流れ」や木

地師・近江商人に代表される「人の流れ」を生み出してきた地域資源が内在しています。 

 しかし、これらの地域資源が十分に認知されていないといった課題を有していることから、個々の地域資源を磨き

上げ、複数の地域資源を組み合わせて魅力創出に取り組む必要があります。 

 豊かな「自然」、奥深い「歴史と文化」、こだわりの「暮らしと食」、木地師や近江商人といった「ものづくりと産業」な

どを生かした物語観光、歩いて楽しむまちなか観光、サイクリングで楽しむ観光、特産品を生かしたコンテンツ開発

など、多様な観光ニーズを取り込むために、現在の各資源の現状を分析し、他地域の資源と比較しながら戦略的

な地域資源の磨き上げに取り組みます。 

（１） 地域資源の磨き上げ 

 本市には自然や歴史・文化、暮らしやものづくり等の豊富な地域資源が点在しています。しかし、現状ではこれら

の地域資源が必ずしも交流人口を獲得する資源となり得ていないといった課題を有しています。 

 今後は、地域資源の種別によったマーケティングから対象を絞り込み、地域資源の組み合わせによる資源の作り

込みを行ってターゲットにアピールし、誘客を推進していく必要があります。そのためには、ターゲットやニーズを明確

にするとともに、旅行商品の開発と販売促進、広域連携やインバウンド、ＭＩＣＥ、スポーツ大会などを通じた誘客推

進などに取り組みます。 

 また、これらの取組が地域で完結せず、行きたくなる魅力ある地域として、近隣、広域さらには国際観光の来訪地

域となることを目指して誘客推進を図ります。 

（２） 積極的な誘客 （地域～広域～世界に） 

 本市の様々な地域資源を、地域の魅力として外部に伝える情報発信力が不足しており、また、市民にも十分に伝

わっていないという課題を有しています。そのため、まずは市民が地域を知り、自らが参画者や実施者となりたくなる

ような取組を進め、具体的なターゲットに合わせた発信を進めます。 

 また、市外の地域をマーケティング、ターゲティングして、これに応える適切な情報発信、広域及び近隣地域との 

連携による情報発信、来訪者への情報提供の強化などに取り組みます。 

（３） 情報発信 

 本市の多くの地域資源を来訪者にとって魅力があるものとしていくためには、年齢や性別、国籍、障害の有無に関

わらず楽しむ環境を整えるとともに、目的地までの案内標識や時を過ごす休息機能、夜や朝を楽しむ宿泊滞在機

能などを整える必要があります。 

 そのため、観光のバリアフリー化・ユニバーサルデザインを進めるとともに、周遊や宿泊を促す施策の推進や宿泊

施設の充実・整備、安全・快適に観光できる環境の整備、来訪者に分かりやすいサイン・案内板の設置などに取り

組みます。 

 また、交通利便性の向上に向けて、公共交通ネットワークの整備にも取り組みます。 

（４） 受入環境の整備 
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 本市が有している地域資源の魅力を、市民自身が十分に共有できていない状況から、市民に認識を深めてもらう

取組を進めて、市民が活動しやすい状況を作り出す必要があります。 

 そこに住む市民にとって居心地の良い「まち」は、観光によって訪れる人たちにも居心地の良い「まち」になるという

認識にたち、そのためにも市民自らが交流に携わり、誇りと輝きを感じる観光まちづくりの活動を実践します。 

 また、おもてなしの人材育成、地域資源の磨き上げやプロモーション、ネットワーク構築など観光まちづくりに関わる

人材の掘り起こしと育成、観光まちづくりの仕組みづくりなどに取り組みます。 

（５） 人づくりとネットワーク構築 

東近江市観光戦略の構成図 

５本の柱

● 豊かな自然・奥深い歴史と文化、人物などを生かした 

     物語観光の展開 

● 歩いて楽しむまちなか観光の振興 

● サイクリングで楽しむ観光の振興 

● 東近江市ならではの特産品の開発とブランド化 

地域資源の磨き上げ 

● ターゲットとニーズを明確にした誘客 

● 旅行商品の造成と販売促進 

● 広域連携による誘客 

● インバウンドの誘客 

● MICE、スポーツ大会等を通じた誘客 

● 市外、広域、世界への適切な情報発信の展開 

● 市内（市民）への情報発信の展開 

● 広域的及び他地域との連携による情報発信の
展開 

● 来訪者への情報提供の強化 

情報発信 積極的な誘客 

● おもてなしの人材育成と連携 

● 観光まちづくり人材の掘り起こしと育成 

● 観光まちづくりの仕組みづくりと展開 

● 宿泊施設の充実・整備 

● 安全・快適に観光できる環境の整備 

● 来訪者にわかりやすいサイン・案内板の設置 

受入環境の整備 人づくりとネットワーク構築 
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具体的な取組 取組期間 

自然や歴史文化と触れ合うエコツーリズムの取組 平成２９年度～平成３３年度 

街道や伝統的建造物、水辺景観、遺跡を楽しむプログラムづくり 平成２９年度～平成３０年度 

木地師、ガリ版印刷等の体験型観光の造成 平成３１年度～平成３３年度 

鈴鹿１０座の登山環境整備 平成２９年度～平成３３年度 

具体的な取組 取組期間 

商店街や町家が連なる街並みを探訪・散策するモデルコースの策定 平成２９年度～平成３１年度 

近江鉄道「新八日市駅」「八日市駅」「太郎坊宮前駅」の活用促進 平成２９年度～平成３３年度 

具体的な取組 取組期間 

ビワイチとの連携 平成２９年度～平成３３年度 

サイクリングモデルコースの策定 平成３０年度 

サイクリング環境の整備 平成２９年度 

レンタサイクルの機能拡充 平成３０年度～平成３１年度 

サイクルトレイン（近江鉄道）の活用 平成２９年度～平成３３年度 

① 豊かな自然・奥深い歴史と文化、人物などを生かした物語観光の展開 

 豊かな「自然」と、奥深い「歴史と文化」を地域の中で捉えなおし、それらを地域の人たちが自分たちの言葉で案

内するエコツーリズムを推進します。その一つとして木地師やガリ版印刷など、「ものづくり産業」としてゆかりのある人

物や活躍してきた人たちにフォーカスを当て、それらと絡めて自然、歴史及び文化などの地域資源を組み合わせて

物語として膨らませたエコツアーなどを、地域コミュニティと連携して実施します。 

② 歩いて楽しむまちなか観光の振興 

 街道や町家などの伝統的建造物、内湖や河川、水路などの水辺景観といった「歴史と文化」につながる東近江市

にある風景を生かして、歩いて楽しめるコースづくりに取り組みます。また、商店街など、「暮らしと食」を楽しめる店や

交流拠点も掘り起こしながら地域商業の活性化も図り、駅からのアクセスも考えた、歩きめぐることのできる観光を推

進します。 

③ サイクリングで楽しむ観光の振興 

 観光の行動範囲を広げ来訪者の滞在時間を伸ばすために、サイクルトレインやレンタサイクルを活用・拡充し、駅

から自転車で巡れるコースづくり、店や交流拠点などの滞在場所の掘り起こしやサイクリングと絡めたサービスの展

開を図ります。 

4 主要施策 

（１） 地域資源の磨き上げ 
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具体的な取組 取組期間 

グルメ、食文化のブランド化 平成３２年度～平成３３年度 

観光物産ブランドロゴの制作 平成２９年度 

農林漁業資源を生かした体験型観光の振興 平成２９年度～平成３３年度 

農林漁業資源を生かした特産品の開発 平成３０年度～平成３３年度 

具体的な取組 取組期間 

ターゲットを絞った戦略的なプロモーション活動 平成２９年度～平成３３年度 

着地型観光の推進（エリア別・テーマ別） 平成２９年度～平成３３年度 

修学（教育）旅行の誘致 平成２９年度～平成３３年度 

具体的な取組 取組期間 

民間事業者等と連携し、戦略的な誘客商品の造成（エリア別・テーマ別） 平成２９年度～平成３３年度 

具体的な取組 取組期間 

周辺自治体との連携推進と共同による観光事業や施策の展開 平成２９年度～平成３３年度 

県境を越えた広域連携の展開 平成２９年度～平成３３年度 

近江鉄道を利用した沿線観光ルートの造成 平成２９年度～平成３３年度 

日本遺産を巡る観光ルートの造成 平成２９年度～平成３０年度 

④ 東近江市ならではの特産品の開発とブランド化 

 豊かな農林漁業資源を軸に、「自然」を生かし、「暮らしと食」につなげるコンテンツ開発を進めていきます。農林漁

業資源を体験するエコツアーを実施し、資源活用の可能性を広げます。また、特産品の開発とブランド化を行い、

現在あるものを生かしながら価値を高めます。 

① ターゲットとニーズを明確にした誘客 

 ターゲットを具体的に選択し、そのターゲットにあわせたエコツアーやコンテンツ開発、また、各ターゲットがリピー

ターとなるようニーズの把握を重視しながら、各種データを的確に収集・分析します。 

② 旅行商品の造成と販売促進 

 民間観光事業者と連携し、戦略的な誘客商品を造成していきます。まずはエコツアーなどのモニターツアーを行

い、課題を洗い出しながら、商品化に向けて調整します。それらを踏まえ、ツアーを主体的に実施する人材の育成、

ターゲットに向けた発信、販売ルートの開拓などの取組を進めます。 

③ 広域連携による誘客 

 周辺自治体との連携を推進し、それぞれの地域との交流を深め信頼関係を築くとともに、共同による観光事業の

展開や施策によるバックアップを行います。具体的には八風街道（国道421号）、近江鉄道の沿線でつながる地域

資源の連携とルート開発、日本遺産やビワイチ（びわ湖一周サイクリング）など、すでに展開されているものを活用し

た連携を進めます。 

（２） 積極的な誘客 （地域～広域～世界に） 
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具体的な取組 取組期間 

海外のエージェントとの観光の商談 平成２９年度～平成３３年度 

海外の観光物産イベントでのブース出展  平成２９年度～平成３３年度 

海外の旅行業者等へのモニターツアーの実施 平成２９年度～平成３３年度 

インターネット（ＳＮＳ等）を用いた情報発信 平成２９年度～平成３３年度 

魅力あるパンフレットや分かりやすいサインの多言語化、Free Wi-Fiの整備 平成２９年度～平成３３年度 

具体的な取組 取組期間 

各種大会や会議、スポーツ大会の誘致 平成２９年度～平成３３年度 

教育や医療機関と連携した学会等の誘致 平成２９年度～平成３３年度 

具体的な取組 取組期間 

プロモーション媒体による効果的な情報発信 平成２９年度～平成３３年度 

インバウンドも視野に入れたインターネット（ＳＮＳ等）を用いた情報発信 平成２９年度～平成３３年度 

旅行記者クラブやエージェント等へのトップセールス等による情報発信 平成２９年度～平成３３年度 

東近江市と縁のある人や地域、団体への情報発信と情報拡散の依頼 平成２９年度～平成３３年度 

魅力ある観光パンフレット（多言語対応）やイベントチラシの作成・充実 平成２９年度～平成３３年度 

グルメ・食文化・特産品の情報発信 平成２９年度～平成３３年度 

都市部等での物産展開催による情報発信 平成２９年度～平成３３年度 

ＰＲ動画作成 平成２９年度 

④ インバウンドの誘客 

 インバウンドの動向を見据え、海外の観光客に向けたモニターツアーの実施や旅行商品の商談などに向け、観光

協会や海外旅行会社等との連携を推進します。また、誘客推進地域やターゲットを絞り込み、海外に関係する観

光関連イベントへ参加し、ニーズを把握しながらインバウンドの誘客に取り組みます。 

⑤ ＭＩＣＥ、スポーツ大会などを通じた誘客 

 本市の宿泊施設やコンベンション施設、スポーツ施設などの受入態勢を調査し、各種大会や会議、スポーツ大会

などターゲットを絞り込んで誘致を進めます。また、教育や医療機関と連携した学会などの誘致も検討します。 

① 市外、広域、世界への適切な情報発信の展開 

 地域資源の磨き上げを踏まえ、ターゲットを絞りながら人に届く効果的な情報発信を行います。本市に縁のある人

や地域、団体への情報提供を行い、そこから発信・拡散する仕掛けづくりを行います。ターゲットにあわせ、テーマを

選択し、パンフレットやチラシ、インターネット、ＳＮＳ、動画など多様なコンテンツによる情報発信を展開します。 

 来訪者の広域化を狙い、県内、隣接府県、国内さらに世界に向けて、適切で効果的な媒体を使い、観光資源の

情報や本市の魅力を発信します。 

（３） 情報発信 
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具体的な取組 取組期間 

びわこビジターズビューローや三重県観光連盟などとの広域連携による 
情報発信 

平成２９年度～平成３３年度 

県内やいなべ市など隣接地域との連携による情報発信 平成２９年度～平成３３年度 

具体的な取組 取組期間 

自動車や鉄道で来訪する観光客向けの情報案内の充実 平成２９年度～平成３１年度 

道の駅等を活用した情報発信の充実 平成２９年度～平成３３年度 

③ 広域的及び他地域との連携による情報発信の展開 

 びわこビジターズビューローや関西広域、三重県観光連盟、中部広域など、広域連携を活用し、ターゲットを絞り

込んだ情報を定期的に発信していけるように関係と仕組みを構築します。 

 また、県内はもとより三重県のいなべ市などの近隣地域との連携による情報発信を進めます。 

④ 来訪者への情報提供の強化 

 訪れた人たちが、その人らしい観光を選択できるよう、ターゲットにあわせた、その場で手にできる情報環境を整備

します。 

 サイクリングや歩いて楽しむ観光向けに、駅や交流拠点、まちなかでの情報案内の充実を図ります。また、自動車

での観光に対して、道の駅等を活用した情報発信に取り組みます。 

具体的な取組 取組期間 

市民に市内の情報を深く知ってもらうための情報発信 平成２９年度～平成３３年度 

市民からの魅力発信 平成２９年度～平成３３年度 

② 市内（市民）への情報発信の展開 

 地域資源の磨き上げと合わせて、市民とその価値を共有し、理解し合うための情報発信を行います。 

 まずは、市民が地域の魅力に気づき、観光をきっかけに地域を楽しむことで、市民の情報発信力を高めながら地

域の主体的な観光まちづくりの展開や観光まちづくり人材の発掘などにもつなげます。 
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具体的な取組 取組期間 

観光施設、宿泊施設、公共交通機関などのバリアフリー化・ユニバーサルデ
ザインの推進 

平成３３年度 

コミュニティバスの活用による二次交通の改善と充実 平成３０年度～平成３１年度 

公共交通機関（近江鉄道・バス）の整備促進 平成２９年度～平成３３年度 

観光関連施設等でのトイレの整備 平成２９年度～平成３２年度 

観光関連施設や周辺での駐車場等の整備 平成３０年度～平成３３年度 

飲食店や土産店の整備推進 平成２９年度～平成３３年度 

観光案内所等の整備 平成２９年度～平成３３年度 

具体的な取組 取組期間 

多言語対応を含めた分かりやすいサイン看板の設置 平成２９年度～平成３１年度 

観光案内板の整備 平成２９年度～平成３１年度 

多様な観光客の誘客を踏まえたFree Wi-Fiの整備 平成３０年度～平成３３年度 

② 安全・快適に観光できる環境の整備 

 観光施設、宿泊施設、交通機関などのバリアフリー化・ユニバーサルデザインの推進を図ります。既存の観光案

内所の拡充をはじめ、店舗や拠点において観光案内の機能を付加する取組を進めます。また、鉄道駅、バス停留

所周辺の活用やコミュニティバスの活用などの公共交通周辺の整備を進めます。さらに、観光施設やその周辺での

トイレや駐車場の整備などの必要な環境を整えます。 

③ 来訪者に分かりやすいサイン・案内板の設置 

 本市に訪れたことが自然とわかり、そして観光情報が来訪者に届くように、自動車、鉄道、バス、自転車、徒歩な

ど訪れてからの移動環境を踏まえた必要な情報を捉えなおし、サイン・案内板を整備します。また、それらを補完す

る環境として、多様な来訪者の誘客を踏まえたFree Wi-Fiの整備やICTの活用を推進します。 

具体的な取組 取組期間 

既存宿泊施設との連携 平成２９年度～平成３３年度 

宿泊施設の誘致 平成２９年度～平成３３年度 

農家民宿、民泊制度の整備 平成２９年度～平成３３年度 

① 宿泊施設の充実・整備 

 多様な宿泊ニーズに対応するよう、宿泊施設との連携を図るとともに、宿泊ニーズを広げるために、夜や朝の滞在

をうながすコンテンツの開発に取り組みます。さらに、農家民宿や民泊の実態と制度を精査し、きめ細やかなニーズ

の把握を行いながら活用を検討します。 

（４） 受入環境の整備 
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具体的な取組 取組期間 

専門性、外国語対応等、多彩な観光ガイドの育成 平成２９年度～平成３３年度 

おもてなしを地域で共有するためボランティアガイドと住民の交流ワークショッ
プの開催 

平成３０年度～平成３３年度 

おもてなしや観光コーディネートに関わる人材育成 平成３０年度～平成３３年度 

具体的な取組 取組期間 

観光まちづくりにおけるスキルを身に着ける研修会（本市の歴史や伝統文化
等）を開催 

平成３０年度～平成３３年度 

学校教育における東近江市の歴史や暮らし文化に触れる機会の強化 平成２９年度～平成３３年度 

観光協会、商工会議所、商工会、事業者、民間団体、まちづくり協議会等と
の連携の推進 

平成２９年度～平成３３年度 

具体的な取組 取組期間 

観光まちづくりのネットワーク構築と、新たな事業が起こせる組織づくりの検討 平成３１年度～平成３３年度 

① おもてなしの人材育成と連携 

 観光ボランティアガイドやそこに暮らす地域住民、新しい取組に関心のある市民などを対象に、地域資源の価値を

共有するワークショップ、研修を通じて専門的かつ多彩な観光ガイドのスキルや外国語対応などのノウハウを身に着

ける場を設けます。 

② 観光まちづくり人材の掘り起こしと育成 

 地域資源の掘り起こし、磨き上げ及びネットワーク構築などを図るため現地調査やワークショップなどの場を通じて、

観光まちづくりをコーディネートできる人材育成を行います。また、エコツーリズムなどの地域の動きを持続的に推進

していくため、市民の動きを醸成する取組を行います。また次世代への継承に向けて、学校教育において、観光ま

ちづくりに取り組む地域団体と連携し、地域学習の機会を強化します。 

③ 観光まちづくりの仕組みづくりと展開 

 観光協会をはじめ、商工会議所、商工会、商店街振興組合などの地域経済団体やホテル組合などの民間団体、

まちづくり団体などとの連携を推進し、観光まちづくりネットワークの構築と新たな事業が起こせる組織づくりの検討を

進めます。 

（５） 人づくりとネットワーク構築 
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 観光戦略のコンセプトを早期に具現化していくために、主要施策を組み合わせた重点施策を設定し、概ね３か年

を目標に成果を上げるように取り組んでいきます。 

 本市は古くから近江商人に代表される進取の気性と、ろくろやガリ版印刷等、ものづくり技術のモデル事業となるよ

うな気鋭が溢れる地域です。しかし、様々な地域資源があるものの、観光資源としての集客度は低い状況にありま

す。 

 地域資源を観光資源とするためには、本市に数多くある地域資源の状況を競合する隣接地域や同種の資源と比

較・分析し磨き上げていくとともに、地域住民がその価値に気づき、地域を越えて互いにその価値を認め合い、市民

として共有していくことが必要となります。  

 そのため、地域資源の価値を共有するとともに、地域に根差した自分たちの地域を発信できる人材の育成、地域

間の連携を進めていくワークショップの開催等を通じて、本市の豊かな「自然」、奥深い「歴史と文化」、こだわりの

「暮らし」、受け継がれてきた「ものづくり」を切り口として地域資源を整理し、地域の人々が発信する魅力ある物語観

光や歩いて楽しむまちなか観光の推進に取り組みます。 

 観光人口を計画的に増加させるためには、地域資源の方向性を明らかにして磨き上げるとともに、地域資源同士

を有機的に連携させることで、点から線につなげ、資源のポテンシャルを高めます。この資源のつながりを、「興味→

短時間来訪→ルート回遊（飲食）→宿泊」といった滞在時間の延長となるよう作り込み、それぞれの地域資源を生

かしたストーリープランの展開を図ります。  

5 重点施策 

（１） 地域資源の磨き上げと人材育成と連携 

奥永源寺の渓谷 伊庭内湖 
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東近江市の地域資源 

暮らしを楽しむ （暮らし、生活、文化的景観） 自然と遊ぶ （自然、アウトドア、体感） 

 近江商人 

 五個荘金堂の町並み  

  （日本遺産滋賀・びわ湖） 

 伊庭の水辺景観 

  （日本遺産滋賀・びわ湖） 

 農の暮らし（近江米、近江牛、果樹、政所茶等） 

 商店街 

 近江鉄道 

 鈴鹿１０座 

 トレッキング 

 愛知川・日野川等 

 キャンプ場 

 里山 

 ポタリング・サイクリング 

 伊庭内湖 

 能登川水車とカヌーランド 

 琵琶湖 

 永源寺温泉 八風の湯 

地域資源を生かしたストーリープラン（例） 

●『日本遺産滋賀・びわ湖』～水と共に暮らした           
近江商人の里・五個荘と水辺集落・伊庭をめぐる～ 

●東近江市の食（近江米、近江牛、果樹、政所茶    
等）を味わう旅 

地域資源を生かしたストーリープラン（例） 

●緑の森を駆け抜ける「鈴鹿１０座トレイルランニング」 

●伊庭内湖カヤックツーリング 

歴史に学ぶ （伝統、歴史、史跡） 
もの・コトづくりに触れる 
（ものづくり、産業、アート） 

 神社仏閣                        
（太郎坊宮、大本山永源寺、釈迦山百済寺、阿育
王山石塔寺、御都繖山石馬寺 等） 

 史跡 

 街道             

 （中山道、御代参街道、八風街道、朝鮮人街道等） 

 古墳（雪野山歴史公園、あかね古墳公園等） 

 資料館・博物館（能登川博物館、近江商人博物館、
近江商人郷土館、東近江大凧会館、西堀栄三郎
記念探検の殿堂、中路融人記念館） 

 万葉の森 船岡山 

 滋賀県平和祈念館、掩体壕 

 産業拠点（酒蔵・醸造所、発酵食品等） 

 物産交流拠点（道の駅等） 

 アート発信拠点（ギャラリー、陶芸工房等） 

 商店街、個店 

 木地師、木地師資料館 

 東近江大凧会館 

 ガリ版伝承館 

 菜の花エコプロジェクト 

 観峰館 

地域資源を生かしたストーリープラン（例） 

●東近江市のお社めぐり～式内社と国重文本殿～ 

●天空のパワースポット太郎坊宮を訪ねる 

地域資源を生かしたストーリープラン（例） 

●山深い永源寺の木地師のふるさとを訪ねる 

●市街地を貫く八風街道と酒蔵・醸造所めぐり 
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 磨き上げた地域資源を多くの来訪者を呼び込む観光に結び付けていくために、観光関係のデータや地域情報を

適切に収集・検証し、的確なターゲットとニーズを絞り込み、そして発信へとつなげていく一連の仕組みづくりを行い

ます。 

 国内旅行者やインバウンドの動向を見据え、ニーズに合わせて地域資源を組み合わせたモニターツアーの実施

や旅行商品の商談などを行えるよう、民間観光事業者との連携を推進します。 

 また、ターゲットを絞り込み、関係する観光関連イベントへの参加など、効果的な情報の発信・拡散を仕掛けるとと

もに、ターゲットに合ったテーマを選択し、パンフレットやチラシ、インターネット、ＳＮＳ、動画など、発信の形態も多角

的に展開します。 

 地域資源の磨き上げは、その素材自体の魅力向上が必要不可欠ですが、併せて周辺の誘客機能の蓄積が求め

られます。 

 具体的には、観光案内、飲食、物産販売、公衆トイレ、駐車場、宿泊などの機能があげられます。今後、早急に磨

き上げに取り組む観光素材は市街化調整区域に存在している地域が多いことから、その観光活用地域について、

具体的な内容を定めた個別計画を策定し、一定の誘客機能について設置が可能となるよう関連条例や基準の見

直しを行います。 

（２） ターゲットとニーズを明確にした誘客と適切な情報発信の展開 

（３） 観光資源と土地利用 

金堂のまちなみ 

伊庭の水辺 
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第４章 

戦略の推進 
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1 関係者の役割と連携体制 

第4章 
戦略の推進 

 観光振興に当たっては、観光協会、商工会議所、商工会との連携を強化し、市内事業者、観光に関わる団体、

市民など、多様な主体とともに事業の推進を図ります。 

 特に、地域資源の磨き上げや情報発信に当たっては、観光協会をはじめ、観光事業者等と連携を図り取り組みま

す。また、イベント等では実行委員会形式での実施等、多様な参画を促す仕組みを導入します。 

 なお、戦略の効果的な推進や状況に応じて機動的に運用するため、外部委員からなる「観光戦略推進委員会」

を設置し、進行管理と適切な見直しを行い、事業の継続的、発展的な推進を図ります。 

東近江市観光戦略を推進するための体制 

   ◎各主体に期待される役割 
       【市  民】        受入おもてなしの心構え 
                   地域や活動の情報発信 
                   ボランティアガイドへの参加 
                   市内の観光資源に係る知識の習得 
                   観光資源の保護・保存 
                   観光資源の発掘と磨き上げ 
                
     【観光協会等】      観光振興事業の企画・立案  
        （観光関係団体）   市・観光事業者と連携したＰＲやプロモーション及び情報収集の実施 

                 観光振興に係る調整 
                 誘客推進 
                 受入おもてなしの実践 
                 受入おもてなしや観光コーディネート能力向上の取組 
                 県、びわこビジターズビューロー及び近隣市町と連携した広域観光 
                 県境を越えた広域観光 
                 関係者の連携強化の取組 
                 観光案内所の機能強化と運営 
                 観光資源の発掘と磨き上げ 
                 着地型観光の推進 
                 多言語対応 
                 特産品の開発支援 
                 観光人材の育成 
   

       【観光事業者】       受入おもてなしの実践 
                       魅力的な商品開発 
                       自社商品の販路開拓 
                       誘客推進 
                       観光資源の保護・保存      
                       観光資源の発掘と磨き上げ 
                       観光資源の保護・保存への支援 
                       多言語対応 
               
       【民間企業】        市外・県外・海外からの訪問者に対する市観光情報の提供 
         （観光事業者以外）  市外・県外・海外事業所における市観光情報の発信 
                       観光資源の発掘や磨き上げへの支援 
                       観光資源の保護・保存の支援 
                       産業観光への参画  
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 観光戦略のコンセプト、目標を実現するため、５つの戦略に基づいた具体的なアクションプランを実施します。 

 アクションプランは、平成２９年度から平成３３年度の５年間に取り組む事業を具体的に展開できるものとします。 

 なお、アクションプランの実施においては、各年度の進捗状況や状況変化を把握し、予算状況等に対応して、目

標設定や内容を柔軟に変更及び確認しながら、戦略の実効性の確保に努めます。 

2 アクションプランによる進行管理 

     【  市  】        受入おもてなしの実践 
                   観光振興政策の企画・立案 
                   観光協会・観光事業者と連携したＰＲやプロモーション及び情報収集の実施 
                   観光行政に係る調整 
                   誘客推進 
                   県、びわこビジターズビューロー及び近隣市町と連携した広域観光 
                   県境を越えた広域観光 
                   観光案内所・案内看板・観光施設の整備 
                   観光資源の発掘と磨き上げ 
                   多言語対応 
                   特産品の開発支援 
                   観光人材の育成 
  
     【団  体】       受入おもてなしの実践 
       （実行委員会組織）  観光資源を生かしたイベント等の開催 
 

百済寺喜見院からみた湖東平野 

永源寺 



34 



35 

資 料 編 
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東近江市観光戦略 資料編  

１ 策定体制 

（１）東近江市観光戦略策定委員会 

   《委員名簿》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   《策定経過》 

 

 

 

 

 

 
 

（２）東近江市観光戦略実行委員会 

   《委員名簿》 

 

 

 

 

 

 

 

 

   《策定経過》 

 

 

氏  名 機関・団体及び役職 備考 

吉兼 秀夫 
阪南大学 国際観光学部                     
（日本観光研究学会長） 

教授 
 

委員長 

野々松 秀和 アソビュー株式会社 関西支店長 副委員長 

池田 喜久子 有限会社 池田牧場 専務取締役   

岸本 邦臣 ヒトミワイナリー株式会社 代表取締役   

中島 大介 西日本旅客鉄道株式会社 近畿総括本部 京都支社   地域共生室長   

西野  彰二 株式会社 観光販売システムズ 取締役部長   

百々 孝義 一般社団法人 東近江市観光協会 事務局次長   

二橋 省之 八日市商工会議所 副会頭   

八田 恵美子 東近江市商工会 五個荘支部女性部長 

称略・順不同 

日  程 名  称 内     容 

平成２８年   ８月２５日 第１回策定委員会 東近江市観光戦略策定について 

平成２８年 １０月１７日 第２回策定委員会 基礎調査結果及び分析と基本方向について 

平成２８年 １２月２２日 第３回策定委員会 東近江市観光戦略骨子（案）について 

平成２９年   ２月  ７日 第４回策定委員会 東近江市観光戦略（案）について 

称略・順不同 

氏  名 機関・団体及び役職 

谷 善哉 産業振興部 部長 

村田 吉則 産業振興部 理事 

南川 喜代和 企画部 部長 

田中 基裕 企画部 理事 

北川 宏 市民環境部 部長 

中谷 逸朗 教育部 部長 

日  程 名  称 内     容 

平成２８年   ８月２５日 第１回実行委員会 東近江市観光戦略策定について 

平成２８年 １０月１２日 第２回実行委員会 基礎調査結果及び分析と基本方向について 

平成２８年 １２月１４日 第３回実行委員会 東近江市観光戦略骨子（案）について 

平成２９年   １月 ３１日 第４回実行委員会 東近江市観光戦略（案）について 
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（３）東近江市観光戦略幹事会 

   《委員名簿》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   《策定経過》 

 

 

 

 

 

 

 

（４）東近江市観光戦略策定体制図 

氏  名 機関・団体及び役職 

村田 吉則 産業振興部 理事 

田中 基裕 企画部 理事 

吉澤 浩明 産業振興部 観光物産課長 

久田 哲哉 企画部 総合政策課長 

田中 靖 企画部 広報課長 

田口 仁紀 市民環境部 森と水政策課長 

太田 久男 市民環境部 交通政策課長 

石井 義伸 教育部 管理監（スポーツ課長） 

上川 喜久 教育部 歴史文化振興課長 

称略・順不同 

日  程 名  称 内     容 

平成２８年   ８月２３日 （個別説明） 東近江市観光戦略策定について 

平成２８年 １０月１４日 （個別説明） 基礎調査結果及び分析と基本方向について 

平成２８年 １１月３０日 第１回幹事会 東近江市観光戦略骨子（案）について 

平成２９年   １月２４日 第２回幹事会 東近江市観光戦略（案）について 

東近江市観光戦略策定委員会 

     委 員 長  １名 

     副委員長  １名 

     委   員   ７名 

オンラインアンケート調査 

観光関係者アンケート調査 

中学生アンケート調査 

観光関係者ヒアリング調査 

パブリックコメント 

東近江市観光戦略実行委員会 

東近江市観光戦略幹事会 

【 庁 内 体 制 】 

【 市 民 参 加 】 
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２ アンケート調査、ヒアリング調査、パブリックコメント概要 

（１）オンラインアンケート調査 

○ 平成２８年９月に、全国を対象にオンラインによるアンケート調査を実施し１，０４８人から回答を得ました。 

○ 市内の観光資源の認知や興味について回答いただきました。また、本市に来訪された際の満足度についても

回答いただきました 

（２）観光関係者へのアンケート調査 

○ 平成２８年９月に、市内の観光関係者等１５２の事業者・機関に対して、郵送により調査票を配布し、５３社

から回答を得ました。（回収率３３．３％） 

○ 観光振興への考えなどをお聞きし、今後の観光戦略についてのお考え等について回答いただきました。 

（３）中学生アンケート調査 

○ 平成２８年９月に市内各中学校の生徒代表者から東近江市の魅力や市内で是非訪れてもらいたい観光ルート等

について回答いただきました。 

（４）ヒアリング調査 

○ 平成２８年９月に市内で事業活動をする観光事業関係者、観光協会、東近江市長、副市長等に対して、対面ヒ

アリング調査を実施しました。 

○ 観光振興に関わる現状と課題、取組内容等について回答いただきました。 

 

 

（５）パブリックコメント 

○ 平成２９年２月２４日～平成２９年３月１７日にパブリックコメントを実施し、１名から６件の意見が提出されました。 
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３ 用語説明 

用  語 解    説 掲載ページ 

あ行 

ＩＣＴ Information and Communication Technologyの略称で情

報・通信に関する応用技術を含めた総称。社会の様々な分

野（農林水産業、地方創生、観光、医療、教育、防災、サ

イバーセキュリティ等）におけるＩＣＴの効果的な利活用

が不可欠となってきている。 

２６ 

ＳＮＳ ソーシャル・ネットワーキング・サービスの略。人と人と

のつながりを促進・サポートし、参加するユーザーが互い

に自分の趣味、好み、友人、社会生活などを公開し合いな

がら、幅広いコミュニケーションを取り合うことを目的と

したコミュニティ型のＷｅｂサイト。代表例は、

Facebook、Twitter。 

７、２４、３０ 

  

あいとうマーガレット

ステーション 

滋賀県東近江市に設立されている道の駅。農産物の流通や

加工、人的交流、観光、情報の５つを統括した田園公園化

の拠点として機能している。 

１２、１４、 

１５ 

  

アクションプラン 目的を遂げるための戦略、基本方針、および、実施する具

体的な行動内容を示した計画のこと。観光戦略を具体化す

る行動内容を示す場合などで用いられる用語。 

２、３３ 

  

明日の日本を支える 

観光ビジョン構想 

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、『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しい

観光ビジョン。「観光は、真に我が国の成長戦略と地方創

生の大きな柱である」との認識の下、３つの視点を柱とし、

１０の改革をとりまとめ、「観光先進国」の実現に向け、

政府一丸、官民を挙げて、常に先手を打って攻めていくと

している。 

２、５ 

  

石榑トンネル 鈴鹿山脈の滋賀県東近江市と三重県いなべ市との県境にあ

る石榑峠の峠道をバイパスするために開設されたトンネル。

国道４２１号が通る。 

１３、１６、 

１７ 

インバウンド 海外から日本へ訪れる観光客のこと。平成１４年から始

まったビジット・ジャパン・キャンペーン等の基本方針に

も含まれる概念。 

５、９、１６、 

２０、２１、 

２４、３０ 

永源寺 滋賀県東近江市にある臨済宗永源寺派の本山。開山は寂室

元光(じゃくしつげんこう)（正灯(しょうとう)国師(こく

し)）、開基は佐々木氏頼（六角氏頼(ろっかくうじより

)）。 

  

  

１１、１２、 

１４、１５、 

２９、３３  
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用  語 解    説 掲載ページ 

エコツアー エコツーツアーとは、自然・歴史・文化など地域固有の資

源を保護しながら、これらを体験し学ぶこと。 

２２、２３ 

エージェント 通常エージェントとは広告代理店を指すが、ここでは旅行

会社や旅行業者の総称を指す。「旅行業法」で、旅行業の

登録は旅行業と旅行業代理店業の２種に分けられる。これ

らの旅行業を総称して、トラベル・エージェントとして区

別する。 

２４ 

近江商人 近江商人とは、近江で商いを行う商人ではなく、近江に本

宅・本店を置き、他国で商いを行う商人の総称で、個別に

は「五個荘商人・八幡商人・日野商人・高島商人」などと

呼ばれ、それぞれの地域から発祥し、活躍した場所や取り

扱う商品に違いがあるのも特徴である。 

１２、１４、 

１５、１６、 

１７、１９、 

２０、２８、 

２９ 

か行 

ＧＡＰ調査 観光地にある様々なコンテンツ（地域資源・観光資源）に

ついて、「認知度」「関心度」を調査し、そのギャップを

比較することで、観光資源の優先順位づけや、商品開発、

プロモーションの計画策定に役立つ生きたデータを収集・

分析できる消費者ニーズＷＥＢ調査のこと。 

１４、１７ 

木地師 ろくろを使い、椀や盆等の木工品を加工、製造する職人。

奥永源寺地域が木地師発祥の地と言われている。 

１４、１５、 

１９、２０、 

２２、２９ 

郷土料理 地域に根付いた産物を上手に活用し、その地域の歴史や文

化、あるいは食生活とともに受け継がれてきた食べ物のこ

と。 

７ 

広域観光  複数の都道府県や市町村をまたがって、テーマ性・ストー

リー性を持った魅力ある観光地を交通アクセスも含めて

ネットワーク化を図り、周遊を促進させる観光。共同での

ＰＲ、有名観光地だけでなく集客力の弱い観光地にも観光

客が集まるようになるなどのメリットがある。 

８、９、３２、 

３３ 

  

交流人口 その地域に居住する人でなく、他地域から訪れ、居住者と

交流する人のこと。観光客や二地域居住者といった人たち

が含まれる。 

２、１６、２０ 

広域連携ＤＭＯ 日本版ＤＭＯとして（１）複数都道府県にまたがる区域、

（２）複数の地方公共団体にまたがる区域、（３）基礎自

治体である単独の市町村という３つの区分があり、それぞ

れ、（１）広域連携ＤＭＯ、（２）地域連携ＤＭＯ、

（３）地域ＤＭＯとして活動を行っている。 

    

９ 
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用  語 解    説 掲載ページ 

コト体験 国内外の旅行者の志向が従来のモノからコトに移り、観光

客のトレンドが買い物を楽しむ「モノ消費」から体験やま

ち歩き等を重視する「コト消費」に移ってきている状況を

表す言葉として用いられている。 

７ 

コンテンツ 訪れた人が地域資源を活用したコト消費のために提供する

まち歩きやエンターテイメント、イベント等があげられる。 

７、９、１７、 

２０、２３、 

２４、２６ 

さ行 

ＳＷＯＴ分析 地域が有する資源や社会状況について、内部要因となる

「強み（Strengths）」「弱み（Weaknesses）」、外部要

因となる「機会（Opportunities）」「脅威（Threats）」

の4つの軸から評価・分析する手法のこと。 

１６、１７ 

里山 鈴鹿山脈から琵琶湖に広がる東近江市の多様な自然の中で、

人の生活や暮らしとその周辺の自然とが関係し合い、もた

らされた山麓空間のこと。 

２９ 

市街化調整区域 都市計画法（第７条以下）で定められる都市計画区域にお

ける区域区分の１つで、開発行為は原則として行わず、都

市施設の整備も原則として行われない。 

３０ 

昇龍道プロジェクト  観光庁が推進する従来のゴールデンルートを超えたインバ

ウンド振興の取組である広域観光周遊ルートの一つで、中

部運輸局、北陸信越運輸局及び中部広域観光推進協議会が、

中部北陸９県の自治体、観光関係団体、観光事業者等と協

働して中部北陸圏の知名度向上を図り、海外からのインバ

ウンドを推進するために取り組んでいるプロジェクトの総

称。 

９ 

スイーツ 

フェスティバル 

スイーツを核としたイベント。スイーツ店をめぐるスタン

プラリー、レシピコンテスト、パティシエが教えるスイー

ツ教室などが全国各地で行われている。 なお、スイーツ

とは、洋菓子に限らず、お菓全般を意味し、近年は女性向

け雑誌でスイーツ特集が組まれている。  

７ 

スポーツツーリズム スポーツを「観る（観戦）」「する」ための旅行そのもの

や周辺地域観光に加え、スポーツを「支える」人々との交

流、あるいは、旅行先の地域でも主体的にスポーツに親し

むことのできる環境の整備、国際競技大会の招致・開催、

合宿の招致も包含した「豊かな旅行スタイルの創造」を目

指すもの。 

  

  

  

４ 
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用  語 解    説 掲載ページ 

セグメント 観光マーケティングで用いられる用語で、細分化したセグ

メント（老若男女別、生活スタイル別、ニーズ別など）を

絞り込み、同セグメントに属する潜在的な観光客ニーズを

踏まえた戦略を検討することを指す。 

９ 

た行 

体験型（旅行） 近年の観光形態の多様化に伴い、確立した観光の中の一種。

具体的には、観光する地域独自の文化・風俗を体験するこ

と。 

４、２２、２３ 

太郎坊宮 滋賀県東近江市にある神社。約１４００年前の創祀と伝え

られ、天照皇大神の第一皇子神、正哉吾勝勝速日天忍穂耳

尊の神として崇められている。正式名は「太郎坊宮・阿賀

神社」。 

１２、１４、 

１５、２２、 

２９ 

着地型観光 観光客や旅行者を受け入れる地域が独自の観光資源を生か

して企画する観光形態で、観光客や旅行者による消費を直

接地域側が主導権をもって吸収するビジネス創出に結び付

く。 

２３、３２ 

ＤＭＯ ＤＭＯ（Destination Management Organization）とは、

観光物件、自然、食、芸術・芸能、風習、風俗など当該地

域にある観光資源に精通し、地域と協同して観光地域作り

を行う法人のこと。観光庁が規定した日本版ＤＭＯは次の

通り。 

『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』。 

９ 

東京オリンピック・ 

パラリンピック 

国際オリンピック委員会(ＩＯＣ)が主催する４年に一度の

国際的スポーツ大会で平成３２年は東京で開催される。 

２、４、５、 

８ 

トレッキング 登頂を目指す本格的な登山ではなく、自分のペースでのん

びりと山歩きを楽しむこと。最近の自然・健康志向に伴っ

て、トレッキング人口は確実に増加傾向にある。 

４、２９ 

な行 

農家民宿 農業者が経営し、宿泊客に農作業や郷土料理づくりなど農

業・農村体験を楽しむことができる宿泊施設。宿泊客は、

農村に滞在し、農作業の体験等を通じて、自然・文化・人

との触れ合い等、田舎の魅力を存分に味わうことができる。 

  

  

２６ 
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用  語 解    説 掲載ページ 

農家民泊 宿泊施設である「民宿」とは違い、農作業や農村生活の体

験を行い、ありのままの農家に宿泊すること。 

１６ 

は行 

Ｂ-１グランプリ 地域独特のご当地グルメを活用し、地域をＰＲすることを

目的としたイベント。なお、Ｂ-１グランプリのＢは地域  

ＢＲＡＮＤからとったものであり、Ｂ級グルメを表したも

のではない。 

７ 

百済寺 滋賀県東近江市にある天台宗の寺院。本尊は十一面観音、

開基は聖徳太子とされている。金剛輪寺、西明寺とともに

「湖東三山」の１つとして知られており、最盛期には、  

３００にも及ぶ坊や堂、五重塔を有し、僧兵だけで    

３０００人いたと言われ、「湖東の叡山」と呼ばれていた。 

１２、１４、 

１５、２９、 

３３ 

フィルムコミッション 映画、テレビドラマ、ＣＭなどのあらゆるジャンルのロ

ケーション撮影を誘致し、実際のロケをスムーズに進める

ための非営利公的機関。映画やテレビドラマ等を通じて、

地域の認知度を向上させ誘客に結び付ける観光プロモー

ションの一環となる活動を進めている。 

７ 

プラットホーム 本来の意味は、ソフトウェアやハードウェアを動作させる

ために必要な、基盤となるハードウェアやＯＳ、ミドル

ウェアのこと。また、それらの組み合わせや設定、環境な

どの総体を指す。しかし、現在では、「地域プラットホー

ム」等という言葉のように、地域資源を活用した新事業創

出を目的とした、産業支援機関、大学、自治体などの事業

創造支援のネットワークを指す。 

９ 

プロモーション 主に宣伝活動のことを指す。顧客に自社の製品・サービス

のことを知ってもらい、購入に導くまでの商品（サービ

ス）の販売、認知、理解、好感度、ブランドロイヤリティ

を促進・向上させる一切の活動のこと。 

７、９、１５、 

１６、１７、 

２１、２３、 

２４、３２、 

３３ 

プロモーションツール  商品の購買の動機づけを、顧客層に伝える媒体のこと。人

による直接的な宣伝をはじめ、パンフレットなどの広告活

動、パブリシティ（メディアへ働きかける活動）、口コミ

などがある。 

７ 

ポテンシャル 潜在能力。潜在的に持っている可能性としての力のこと。 

  

  

  

  

  

１５、２８ 
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ま行 

ＭＩＣＥ Meeting（会議・研修・セミナー）、Incentive Tour（報

奨・招待旅行）、ConventionまたはConference（大会・学

会・国際会議）、Exhibition（展示会）の頭文字をとった

造語で、ビジネストラベルの一つの形態。参加者が多いだ

けでなく、一般の観光旅行に比べ消費額が大きいことなど

から、ＭＩＣＥの誘致に力を入れる国や地域が多い。日本

でも、インバウンド振興策の一環として、国や自治体によ

り誘致活動が盛んに行なわれている。 

９、２０、２１、

２４  

  

  

マーケティング 地域の資産である地域資源の観光的価値を分析し、域内消

費を高める方法を戦略的に考え、商品・サービスとして開

発すること。 

９、１７、２０  

  

マーケティングデータ ある産業や商品について、様々な統計データをまとめたも

の。観光関連の統計・調査では、訪問者数や旅行者の動向、

消費額や満足度などがあり、観光庁や日本政府観光局  

（ＪＮＴＯ）、各自治体、民間等が保有するものがある。 

９ 

まちなか観光 従来の温泉や自然景観を楽しむ物見遊山型の観光ではなく、

観光客自らが、まちの中を練り歩き、地域の文化や景観等、

各々の視点で楽しむような観光形態のこと。 

２０、２１、 

２８ 

まちなかバル よりよいまちづくりをめざし、まちの飲食店が中心となっ

て開催する食べ歩き・飲み歩きのイベント。 

７ 

  

モニターツアー モニター依頼者が、旅行費用の一部を負担することを条件

に、一般のモニターを募集し、旅行内容などについての調

査報告をしてもらう旅行の一形態。 

２３、２４、 

３０  

  

ら行 

ラグビー 

ワールドカップ 

ワールドラグビー(ＷＲ)が主催する４年に一度開催される

ラグビーの国際大会。平成３１年日本で開催され、全国各

地で試合が行われる。 

４ 

わ行 

Ｗｉ-Ｆｉ 無線でネットワークに接続する技術のこと。 外国人観光

客を中心に無料公衆無線ＬＡＮの充実に対する要望が強く、

平成３２年の東京オリンピック・パラリンピックの開催に

向けて、国内外の観光客が手軽に情報を入手できるよう、

観光拠点等における公衆無線ＬＡＮ環境の充実が求められ

ている。 

  

  

  

  

８、２４、２６ 
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ワールドマスターズ

ゲームズ 

国際マスターズゲームズ協会（ＩＭＧＡ）がオリンピック

の翌年に４年ごとで主催する、３０才以上の成人・中高年

の一般アスリートを対象とした生涯スポーツの国際総合競

技大会。 平成３３年の第１０回大会では、アジアで初め

ての日本開催となり、関西を会場に行われる。 

４ 

ワークショップ 一般的には、学びや創造、問題解決やトレーニングの手法

のこと。最近では、企業研修や住民参加型まちづくりにお

ける合意形成の手法としてもよく用いられている。 

２７、２８ 
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