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は じ め に  
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  平成２９年３月 

小椋 正清 

日沖  靖 

滋賀県東近江市長 

三重県いなべ市長 

 平成２３年に鈴鹿山脈を貫く石榑トンネルが開通し、東近江市といなべ市を

つなぐ太く強い交通路が開かれ、人や物の往来が増加してきています。 

 これを機に、琵琶湖から鈴鹿山脈を介して伊勢湾に通じる広域観光圏を 

形成し活性化させることで交流人口の拡大を図り、知名度向上と地域活性化に

つなげるため本戦略を策定しました。 

 本戦略では、両市共有の地域資源である鈴鹿山脈のブランド化を図るととも

に、国道４２１号を軸に両市が持つそれぞれの地域資源を活用し、広域観光を

進め、さらに、両市の周辺にある大都市や歴史文化都市とも連携を図りながら

誘客につなげてまいりたいと考えております。 

 また、関西国際空港から中部国際空港を結ぶライン上に、この広域観光圏が

位置しており、インバウンドの取り込みも積極的に進めてまいります。 

 そして、両市が滋賀県、三重県の玄関口として、さらには近畿圏と中京圏 

への玄関口として、多くの方に両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、本広域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両市民の皆様、

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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第１章 

広域観光戦略の目的と期間 
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 少子高齢化社会の進行により、人口は減少し、さらに生産年齢人口（１５歳以上６５歳未満）も減少することで、労働力

の減少につながり、経済成長への影響が懸念されます。 

 このような中、観光への国内外需要は増加しており、観光振興による交流人口を増加させることで、域内の観光施設や

宿泊業者だけでなく、飲食業者や商店、交通事業者、工芸品・土産品等製造者、農林水産業者、建設業者など幅広い産

業分野への経済効果や、雇用の確保・創出を図ることが期待されます。 

 また、経済的な面だけでなく、地域住民と観光客のふれあいは、住んでいる地域の魅力の再発見や地域への愛着そし

て誇りにつながり、ひいてはまちの活性化やイメージ向上へとつながります。 

 両市をつなぐ国道４２１号は、平成２３年に鈴鹿山脈を貫く石榑トンネルが開通し、近畿圏と中京圏をつなぐ太く強い交

通路が開かれることになりました。しかし、それぞれの周辺には大都市や歴史文化都市があり、通過交通も多く、豊かで

多様な地域資源を観光に生かし切れていない状況にあります。このトンネルの効果を最大限に生かすため、両市の地域

資源や取組に磨きをかけ、両市が連携した広域観光戦略の策定や具体的な事業を展開し、近畿圏域・中部圏域を視野

に入れた事業を積極的に実施することが必要となります。 

 両市が連携して取り組むことにより、琵琶湖から鈴鹿山脈を介して伊勢湾に通じる広域交流を活発化させ、その魅力を

広く発信し両市の交流人口の拡大を図り、知名度向上と地域活性化につなげるため、広域観光戦略を策定します。 

 

 国道４２１号石榑トンネルが開通し、両市の相互交通量は増加しています。このように交通網の整備や情報化社会の進

展により、旅行者は、より多くの観光地をめぐり、さまざまな観光資源を楽しむ傾向が強くなっています。 

 今後、東近江市、いなべ市への観光客や観光消費額を増加させるためには、このような行動範囲の拡大や旅行ニーズ

の多様化に対応し、地域の魅力の再発見やそこでしか体験できない新たな地域資源を掘り起こし、観光客誘致に取り組

むなど、相互に魅力を補い高めあうための広域的な連携が必要となっています。 

 そこで、複数の観光地がそれぞれの特性を生かし、連携することで次のようなメリットが生まれます。 

個々の観光地の多様な魅力を一括して発信できる。 

個々の観光地の魅力を一定規模に集積することで、さらに魅力が拡大できる。 

旅行者の宿泊や体験、見学などの選択肢が増え、満足度の向上や滞在時間の延長につながる。 

広域観光戦略の目的と期間 

第１章 

３ 広域観光推進の必要性 

１ 戦略策定の背景と目的  

平成２９年度～平成３３年度  

２ 期間 



3 

第２章 

東近江市・いなべ市の 
観光に関する現状と課題 
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１ 東近江市・いなべ市の観光を取り巻く状況 

東近江市・いなべ市の観光に関する現状と課題 

第２章 

  

（１） 観光ニーズの多様化 

 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 
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（万人） 

 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 

出典：ＪＮＴＯ 
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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。 
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（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「コト体験」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。 

東近江市 猪子山から見た伊庭内湖と琵琶湖 いなべ市 青川峡キャンピングパーク 
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（１） 滋賀県 観光戦略 

 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～平成３０年）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。 

 平成３２年を中期的なターゲットとし、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 関西経済連合会が策定主体となり平成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。 

※平成３２年の国目標値は「平成２８年 観光白書」から記載 

① 数値目標 

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 

（２） 関西広域 観光戦略 

  
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％ 

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 

「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 
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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、三重県観光の持続

的な発展に向けた施策を展開しています。 

（３） 三重県 観光戦略 

（４） 中部広域 観光戦略 

 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。）」へ移行を目指しています。 

① 上記機構が取り組む事業の概要 

（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 

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） 

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 
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３月 梅 

５月 ぼたん、ツアー・オブ・ジャパン 

 東近江市は、鈴鹿山脈から愛知川・日野川等の河川が琵琶湖にそそぎ、いなべ市も同じく、鈴鹿山脈から員

弁川等により河岸段丘が形成され、伊勢湾にそそぐ豊かな自然の地となっています。この自然の恵みと共に培

われた歴史・文化・産業は、鈴鹿山脈を介した国道４２１号をはじめ、他都市と街道でつながりながら、暮らしの

中の「地域資源」として生かされ引き継がれてきました。 

 両市では、地方創生への取組を機に、ハード・ソフトの両面で地域資源を掘り起こし、磨き上げ、既存の産業

とともに地域経済を補う新しい動きとして、観光まちづくりに取組を始めています。また、両市をつなぐ山（鈴鹿

山脈）と街道（国道４２１号）は、石榑トンネルの開通により、今後さらに交流の軸としての役割が期待されます。 

 両市の観光動向については、東近江市の観光入込客数が年間約１９０万人に対していなべ市は約４０万人で

規模が大きく異なっています。しかしながら、月別では、東近江市が８月、１１月に集客しており、いなべ市は３

月、５月に訪れる人が多く、規模は違うものの補完し合う傾向にあります。共通しているのは、宿泊施設数が不

足していることから宿泊を伴う観光が極めて少ないことです。 

（図５）いなべ市 入込客数 月別（平成２７年） 

３ 東近江市・いなべ市の観光に関する現状と動向 

（図４）東近江市 入込客数 月別（平成２７年） 
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１１月 紅葉 

８月 イベント 

年間合計  １，９０５，８００人 

観光入込客統計調査（東近江市・いなべ市データから作成） 

年間合計   ４０８，９６５人 

    ① 東近江市・いなべ市の観光動向 

（１） 東近江市・いなべ市の概要 

入込客数 

（人） （人） 

■入込客数 
■宿泊者数 
（入込客の内数） 
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Ⅰ 人口分布と観光入込客数 

 人口規模はそれほど大きくありませんが、観光

入込客数が多い長浜市（６９３万人）、彦根市（３１

９万人）、近江八幡市（３０２万人）では、歴史・文

化や都市型観光で多くの観光客を集めています。 

 東近江市は観光入込客数も少なく（１９０万人）、 

特に宿泊者数が少なくなっています。また、いな

べ市の観光入込客数は、日帰り、宿泊ともに少な

くなっています。 

 両市へのアクセス状況としては、近畿方面から

は、京都府や大津市からのアクセスが多く、中部

方面からは、三重県や岐阜県からのアクセスが

多くなっております。 

Ⅱ 観光目的 

 歴史・文化を観光目的とする来訪者は特に滋賀

県の湖東地域に多い傾向があり、同県の湖南地

域や湖西地域への来訪者は自然資源を生かした

スポーツ・レクリエーションを目的とする来訪者が

多い傾向にあります。 

  いなべ市が含まれる三重県北勢地域は、鈴鹿

山脈に代表される自然、そこでのトレッキングや

キャンプ、丘陵部に多く立地するゴルフ場でのゴ

ルフ、ツアー・オブ・ジャパン（国際自転車ロード

レース）等のスポーツを観光目的とする傾向が目

立っています。 

都市型観光 

歴史・文化 

スポーツ・ 
レクリエーション 

（図６）人口分布・観光入込客数 

（図７）観光入込客数分布・観光目的 

出典：滋賀県観光入込客統計調査・三重県観光レクリエーション入込客数推計（東近江市データ・いなべ市データから作成） 
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 合併により東近江市（合併年：平成１７年、平成１８年）と、いなべ市（合併年：平成１５年）は互いに接するよう

になりました。新たに生まれた市域は国道４２１号でつながっており、また石榑トンネルの開通により、相互の商

業施設や観光施設への交流が盛んになっています。 

 東近江市では鈴鹿１０座やＳＥＡ ＴＯ ＳＵＭＭＩＴなど、鈴鹿山脈を生かしたブランド化や広域連携を進めてい

ます。いなべ市では、いなべ山女子フェスタの開催など女性目線のアウトドアによるプロモーションやツアー・オ

ブ・ジャパン（国際自転車ロードレース）等、スポーツツーリズムの取組による新たなターゲットの呼込みを展開

しています。共通する点・補完できる点など、地域資源として共有できる部分は多く、近畿圏・中京圏に訴求で

きる広域エリアの構築が求められています。 

 両市ともに、自然や風土に裏付けられた地域資源が広く分布しています。東近江市には奥深い歴史・文化な

どがあり、いなべ市にはアウトドアやスポーツを切り口に、新たな地域資源化や産業と絡めたツーリズムの模

索が始められています。また、両市には自然豊かな山や豊かな自然が育む食などの地域資源が分布している

のが特徴といえます。 

 しかし、周遊型の観光に結びつく地域資源間の連携は進んでおらず、それぞれの良さを生かした連携に取り

組み、地域資源を組み合わせストーリー性のある観光の展開が重要となります。 

（図８）東近江市・いなべ市の地域資源分布と関係性 

    ② これまでの観光の取組 

    ③ 東近江市・いなべ市の地域資源 

エ
リ
ア
と
し
て
の
整
理 

さ
ま
ざ
ま
な
地
域
資
源 

広
域
連
携
テ
｜ 
マ 

「恵み」×「暮らし」 

 パズルを完成させていく感覚で、 
     自然と暮らしを相互に体験 

 各地をめぐりながらプログラム 
     に参加 

「恵み」×「出会い」 

 ファンづくりに結び付く 
     リピーターの醸成 

 ファンからのこだわり発信 

「恵み」×「アウトドア」 

 いろんな段階に応じて、チャレンジ
できるアウトドア体験を提供 

 チャレンジを通じてリピート 

 永源寺、百済寺、石塔寺、
石馬寺 等 

 太郎坊宮 等                  
 日本遺産滋賀「琵琶湖と 
      その水辺景観」   
 五個荘金堂の町並み             
 近江商人発祥の地               
 木地師の里                              
 ガリ版印刷 

 あいとう 
     マーガレットステーション 
 奥永源寺渓流の里 
 永源寺温泉八風の湯 
 近江米 
 近江牛 
 政所茶 

その他、さまざまな地域資源 

連携できる地域資源 

東近江市 いなべ市 

共有できる自然環境=魅力 

水辺景観 
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アウトドア・
スポーツ   

産業 
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農産物・畜産物 
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八風街道（国道４２１号） 

鈴鹿山脈 

その他、さまざまな地域資源 

 聖宝寺 等 
 ツアー・オブ・ジャパン 
 梅まつり 
 ぼたんまつり 
 いなべの里 新そば祭り 
 阿下喜温泉あじさいの里 
 青川峡キャンピングパーク 
 いなべ農産物直売所 
     ふれあいの駅 

 ねじり橋 
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 いなべの茶っぷりん 
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連携できる地域資源 
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 宿泊は両市にとって課題となっています。宿泊者数は、東近江市では観光入込客数の５％程度であり、いな

べ市では宿泊施設の数が少なく統計がとられていない状況にあります。 

 こうした状況の中、宿泊施設の充実は、両市にとって大きな課題であります。東近江市では近江鉄道八日市

駅前でホテルが開業するなど課題解決への後押しとなっています。 

 また、東近江市では農家民泊、いなべ市ではキャンプなどの宿泊形態があり、特徴を生かした宿泊観光が期

待できます。 

 石榑トンネル開通に伴い国道４２１号は交通量が増加し、両市をつなぐ動脈として機能しています。自動車交

通においては、両市を巡る周遊も可能となっています。両市にはＪＲや近江鉄道、三岐鉄道などの鉄道が走っ

ており、今後は、鉄道から未整備の二次交通を整えることで、周遊の可能性が広がります。また、関西国際空

港や中部国際空港からのアクセスも容易であり、自動車のみならず、鉄道、バスなどの交通網も発達し、近畿

圏や中京圏からのアクセスも可能です。 

 さらに、国道４２１号の拡幅や東海環状自動車道の新たなインターチェンジ開通など、従来の自動車交通にも

新たな可能性が広がります。 

    ④ 宿泊の課題 

    ⑤ 交通の課題 

藤原岳 

御池岳 
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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） 
 観光関係者へのアンケート（７６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 

基礎調査  

Ⅰ 東近江市・いなべ市の観光資源に関する認知度 

【東近江市】 

 回答者をエリア別でみると、全エリアで近江牛、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（伊庭地区・五個荘金堂

地区）の認知度が高くなっています。 

 性年齢別でみると、女性５０～５９歳、男女とも６０歳以上の認知度が高い観光資源が多くなって

います。 

【いなべ市】 

 エリア別では、滋賀県が藤原岳、竜ヶ岳、三重県が藤原岳、梅まつり、ねじり橋・めがね橋、近畿・

東海エリアがねじり橋・めがね橋、竜ヶ岳、藤原岳、梅まつり、首都圏エリアがねじり橋・めがね橋、

竜ヶ岳、梅まつりが高くなっています。 

 性別年齢別では、男性６０歳以上では藤原岳が最も高く、男性50歳以上と女性６０歳以上ではね

じり橋・めがね橋の認知度が高くなっています。 

 

Ⅱ 東近江市・いなべ市の観光資源に関する興味度 

【東近江市】 

 回答者をエリア別でみると、全エリアで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（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（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。 

    ① アンケート調査等による基礎調査 

（２） 東近江市・いなべ市の観光振興の可能性と方向性 

※ 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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【いなべ市】 

 エリア別では、滋賀県が藤原岳、竜ヶ岳、ねじり橋・めがね橋、三重県が藤原岳、梅まつり、ねじり

橋・めがね橋、近畿・東海・首都圏エリアがねじり橋・めがね橋、竜ヶ岳、藤原岳、梅まつりが高く

なっています。 

 性別年齢別では、女性６０歳以上では聖宝寺が最も高く、女性５０～５９歳ではねじり橋・めがね橋、

いなべの茶っぷりんが高くなっています。 

 

Ⅲ 東近江市・いなべ市の観光資源に関する経験度、満足度 

 
【東近江市】 

大本山永源寺、百済寺、日本遺産滋賀・琵琶湖とその水辺景観、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 

【いなべ市】 

梅まつり、ぼたんまつり、いなべの茶っぷりん、竜ヶ岳、いなべの里新そば祭り、聖宝寺、藤原岳、阿下

喜温泉あじさいの里、青川峡キャンピングパーク、いなべ農産物直売所 ふれあいの駅うりぼう、ねじり

橋、めがね橋、ツアー・オブ・ジャパン いなべステージ 

「経験」は低いが「満足」は高い今後の注目すべき資源 

政所茶 

いなべの茶っぷりん 
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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。 

    ③ ＳＷＯＴ分析※ 

内

的

要

因 

強み（Strengths） 弱み（Weaknesses） 

● 近畿圏・中京圏から自動車、あるいは鉄道でアクセス
可能な立地状況にあります。 

● 鈴鹿山脈が共通の自然資源となり、多様な地域資源
を育んでいます。 

● 山、川、丘陵などを生かしたアウトドア事業が盛んで、
専門の事業者も活動しています。 

● 鈴鹿山脈から広がる丘陵地、扇状地などで特徴的な
農作物が収穫されています。（果樹、茶など） 

● 国道４２１号で結ばれているものの、両市の特徴があ
らわれた、それぞれの文化が根付いています。 

● 市民が参加、協働する地域イベントが開催されていま
す。（東近江市：びわこジャズ東近江など、いなべ市：ツ
アー・オブ・ジャパンなど） 

● 農家民泊、キャンプなど自然や暮らしを生かした宿泊
形態の取組があります。 

● 工場の立地が良く、ものづくり産業が集まっています。 

● 観光産業の必要性が低い状況です。 

● 観光に関する情報が乏しい状況です。 

● 誘客できる大型の観光施設がない状況です。 

● 両市それぞれ、あるいは鈴鹿山脈を挟んだエリアとし
ての認知度やブランド力が低い状況です。 

● 観光入込客数が伸びていない状況です。 

● 鉄道駅からの二次交通が未整備な状況です。 

● 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。 

● 観光における団体や取組のネットワークが育っていな
い状況です。 

● 両市で、取組が分断されている状況です。 

● 市民や相互の関係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ない状況です。 

● 両市が協働できる市民の取組が広がっていない状況
です。 

● 観光協会同士の連携が弱い状況です。 

● 観光や地域活動、まちづくりに関する情報が発信、集
約、共有されていない状況です。 

外

的

環

境 

機会（Opportunities） 脅威（Threats） 

● 地方創生に伴う政策が推進されています。 

● 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 

● 琵琶湖、鈴鹿山脈、伊勢湾など、豊かな自然が周辺を
含めて広がっており、それらをつなぐ交流活動が活性
化しています。（石榑トンネルの開通、広域連携等） 

● 日本全体で観光による取組が活性化しています。 

● 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。 

● 農業などの一次産業の衰退と担い手の不足が目立ち
ます。 

● 少子高齢化、人口減少が進行しています。 

   ・両市ともに合併以降、世帯数は増加を続け核家族化 

       が進んでいます。 

      ・ゆるやかに高齢化、少子化が進んでいます。 

● 周辺の自治体（彦根市・長浜市・近江八幡市・桑名市
等）が観光入込客数で両市を上回っています。 

● 自治体間競争が激化しています。 

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
他地域と差別化できるよう、共通の地域資源「鈴
鹿山脈」の観光イメージを際立たせ、さらに両市
に広がる多様な地域資源を生かし、組み合わせ
た観光を押し出していく取組が必要です。 

既存の産業・商業活動を活性化することを目指
した地域イベントを広域連携で取り組み、両市の
交流を促進していく必要があります。 

弱

み 

観光が市民の取組に位置づけられるよう、国道
４２１号、石榑トンネル開通などの活用と連携に
よる両市の交流を見える化し、市民の求心力を
強化する必要があります。 

おもてなしの心で交流を育む受入環境の充実・
強化の取組が必要です。 

東近江市・いなべ市の強みである多様な地域資源、特に自然を相互に磨き上げるとともに、 

弱みである認知度の低さと市民自らの取組を高めていく必要があることが読み取れます。 

※ 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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30 

Ⅰ ブランド構築 

 東近江市といなべ市が共有する地域資源（鈴鹿山脈）の観光イメージを際立たせ、両市に広がる多様な地域

資源を組み合わせた観光スタイルを押し出したブランド構築を図り、両市の知名度向上と来訪者の増加に結び

付けます。 
 

Ⅱ 受入環境の充実・強化 

 個人、家族、少人数グループ旅行の増加への対応や観光マーケットの高齢化への対応を図るうえで、おもて

なしの心で交流を育む受入環境の充実・強化を進めていきます。また、市域境界で途切れがちな交通ルートの

改善による交通利便の向上（二次交通等の整備）などにより受入環境の充実・強化を図ります。 
 

Ⅲ 誘客プロモーションの強化 

 両市が共有する鈴鹿山脈には、山、川、丘陵などを生かしたアウトドアアクティビティプログラムがさかんであ

り、そこから広がる丘陵地、扇状地などで特徴的な農作物（茶など）などの多様な資源を有しています。また、

市民が参加、協働して取り組む地域イベントとして、東近江市ではびわこジャズ東近江など、いなべ市ではツ

アー・オブ・ジャパンなどが開催されています。また、農家民泊やキャンプなど自然や暮らしを生かした宿泊形

態も選択可能とする取組が徐々に進行しています。 

 このため、これらの取組をさらに発展させていく誘客プロモーションを両市で連携し進めます。 

 

 

  これまでの分析を踏まえると、共通の地域資源「鈴鹿山脈」の観光イメージを際立たせることで、観光客

を呼び込み、両市のさまざまな地域資源へ波及していく構図が浮かび上がってきます。基礎調査とその

分析をもとに観光を活性化するには、女性層をターゲットの中心に据え、例えば山と歴史･文化、食とア

ウトドアといった地域資源の組み合わせによる相乗効果を目指します。 

    ④ ＧＡＰ調査とＳＷＯＴ分析から導く基本方向 

東近江市 

主要な地域資源 

 五個荘金堂の街並み（伝建地区） 
 伊庭内湖、伊庭の文化的景観 
 永源寺 
 太部坊宮（パワースポット） 
 造り酒屋やワイナリー（こだわりの地元産品） 

歴史・文化・暮らし、水辺景観などの地域資源 

想定する国内外の主なターゲット層 

シニア層 女性層 子育て層 地元ファン層 インバウンド 

いなべ市 

主要な地域資源 

 自転車競技の誘致（ツアー・オブ・ジャパン、キナン
カップ） 

 サイクルツーリズムイベント（ヴェロフェスタ）   
 アウトドアイベント（山女子フェスタ） 

アウトドア・スポーツ・産業ツーリズムなどの地域資源 

想定する国内外の主なターゲット層 

女性層 子育て層 地元ファン層 インバウンド 

共有する地域財産 

主要な地域資源 

 トレッキング 
 シャワークライミング 
 キャンプ 
 自然体験、自然観察、自然フォト 
 アウトドアイベント 
 山のめぐみである茶などの地元産品 

自然環境を生かした山と食の地域資源 

想定する国内外の主なターゲット層 

ファミリー層 女性層 地元ファン層 インバウンド 

鈴鹿山脈 

さまざまな地域資源へ誘客 

基本方向 
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第３章 

東近江市・いなべ市広域観光戦略 
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東近江市といなべ市は、鈴鹿山脈という地域資源を共有しています。また、両市をつなぐ国道４２１号は平成２３年に鈴

鹿山脈を貫く石榑トンネルが開通し、人や物の往来が増加してきています。この様な中、両市の地域資源である鈴鹿山

脈のブランド化を図るとともに、国道４２１号を軸に広域観光を進め、両市の知名度向上と来訪者の増加を図ります。

琵琶湖から鈴鹿山脈、そして伊勢湾を結ぶ新たな観光圏の形成を目指し、両市の周辺にある大都市や歴史文化都市と

も連携を図りながら誘客につなげます。また、関西国際空港、中部国際空港からのアクセスも良く、両空港をラインとして

結びインバウンドの誘客を目指します。

両市が共有する鈴鹿山脈や国道４２１号は交流を拡大するシンボル要素ですが、観光客に対する訴求力が不足し

ているという課題を抱えています。これを解決するためには、両市の地域資源を多様に組み合わせ、他地域との差

別化された観光につながるイメージ形成を図る必要があります。

多様化したマーケットに対し認知度を高めるために、従来の見るだけの観光から、体験して、知る・学ぶ・感じる観

光プログラムを両市の新たな観光スタイルとする取組を展開します。

増加傾向のインバウンドに対しては、自然、四季、食や体験を好む傾向のある外国人にむけて、地域資源を磨き上

げる取組を図ります。

来訪者の増加や滞在時間の延長を図るために、個人・家族・少人数グループ旅行の増加に対応した宿泊サービス

の提供を行い、地域全体の「おもてなし」の向上、リピーターの増加を図ります。また、市域境界で途切れがちな交通

ルートの改善による交通利便の向上（二次交通等の整備）などにより受入環境の充実・強化を推進します。

インバウンドに対しては、パンフレットや案内板の多言語化に取り組みます。

地域の魅力や強みを明確に打ち出すために、的確な情報発信、効果的な宣伝活動の展開などによる誘客プロモー

ションの強化に取り組みます。

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を行えるよう、

観光協会などとともに海外旅行会社との連携を推進します。

東近江市・いなべ市広域観光戦略

第３章

平成２７年 平成３３年

観光入込客数 ２，３１４，７６５人 ３，１５０，０００人

１ 目標

２ コンセプト

３ 戦略

（１） ブランド構築

（２） 受入環境の充実・強化

（３） 誘客プロモーションの強化

※観光入込客統計調査（東近江市+いなべ市）
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 国道４２１号を交流軸とする「山」の恵みを体感する交流エリアをアピールするイメージづくりが必要であり、共

通の地域資源である「鈴鹿山脈」をフィールドにした情報を両市で共有します。さらに、両市で異なる地域資源

を互いに生かし合うために、様々な情報を共有していくことでコンテンツを軸にした観光の展開を模索し、ター

ゲットを絞り込んでいくことで、より充実した地域資源の磨き上げと組み合わせを実現します。このことにより、

両市の個性的な資源を一緒に楽しむ取組を進めます。 

 また、インバウンド誘客に向けて、日本らしい自然を強調したイメージづくりに取り組みます。 

具体的な取組 

国道４２１号を交流軸とする「山」の恵みを体感する交流エリアをアピールするイメージづくり 

両市の連携した特産品の開発 

具体的な取組 

「鈴鹿山脈」「水」「温泉」「歴史」「食」「スポーツツーリズム」などの地域資源を組み合わせた個性的な観光プ
ログラムの開発と提供 

鈴鹿山脈の登山ルートの連携 

定期観光バス登山観光ルートの実証運行 

観光ニーズの多様化、高度化に対応した多彩な観光プログラムの開発と提供 

連携イベントの開催 

既存イベントを活用したＰＲブース出展（梅まつり等） 

既存参加型イベントでの交流（ひな人形スタンプラリー等） 

多言語に対応したプログラムの開発 

 体験を軸にしたコンテンツを充実させます。「鈴鹿山脈」をはじめ、両市に広がる豊富な「水」「温泉」「歴史」

「食」「スポーツツーリズム」などの地域資源を共通化・差別化しながら組み合わせ、楽しめるストーリーを創造

することで、個性的な観光プログラムをつくり出します。また、それら観光プログラムを実践しながら、ターゲット

の絞り込みとアピール、観光プログラムの磨き上げ、市民や事業者の連携拡充なども進めます。 

４ 主要施策 

    ① 共通の地域資源「鈴鹿山脈」イメージの強化と両市が有する地域資源の組み合わせ 
    による多様なターゲットへの発信 

    ② 従来の見るだけの観光から体験して知る、学ぶ、感じる観光プログラムの提供 

（１） ブランド構築 
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 地域で観光まちづくりを推進していけるよう「おもてなし」をキーワードに、市民間連携を進めます。両市及び

地域間の交流を活性化させることで、活動のきっかけづくりやモチベーションの向上を図り、更なる展開を目指

します。また、高齢者や障害者、外国人等が、安心して観光できるサービスの研修など、多様化する来訪者と

観光ニーズへの対応の質を市民や事業者レベルで底上げします。 

具体的な取組 

観光旅行者に対するおもてなしの向上（観光客をお迎えする「おもてなしの心」の醸成） 

高齢者や障害者、外国人が円滑に安心して旅行できる環境の整備 

宿泊施設の改善、多様な宿泊サービス提供、食事メニュー・選択肢の拡大 

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 

 交通の利便性を向上させることで、来訪者の行動範囲を広げ深めます。自動車によるアクセスを軸にした道

路整備と案内表示板、駐車場の整備や自動車以外の来訪を想定した公共交通の整備など、ターゲットを絞り

込みながら、両市で交通の選択肢を広げる整備の検討を進めます。また、共通の地域資源である鈴鹿山脈の

登山口やアウトドアポイントへのアクセス性を向上させます。 

具体的な取組 

来訪者の交通利便の向上（二次交通等の整備、案内表示板などの整備） 

登山口アクセスの向上 

自動車道路の整備、国道４２１号の拡幅 

    ① 地域全体の「おもてなし」の向上や個人、家族、少人数グループ等、旅行スタイルの変化や 
     インバウンドの増加に対応した受入環境の充実・強化 

    ② 県境界で途切れがちな交通ルートの改善による交通利便の向上  

（２） 受入環境の充実・強化 
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 地域資源をより磨き上げ、両市の食、文化、風習などの違いを際立たせ、組み合わせることで、一度で多様

に楽しめるコンテンツを開発します。さらに、両市の私鉄やアウトドアなど、それぞれの特徴を相互に生かし合

える地域の魅力を強化し情報発信を図ります。 

具体的な取組 

両市の観光のイメージ向上、定着を図るためのテーマを決めた継続的な情報発信 

両市を境に東西で異なる食や文化、風習の違いを打ち出し、双方の違いを楽しめる企画の情報発信 

公共交通、近江鉄道、三岐鉄道と連携した情報発信 

両市の市民への情報発信 

両市の連携した特産品の情報発信 

 地域資源を磨き上げたコンテンツや多様なコンテンツを組み合わせ、ストーリー性を持たせた情報発信をしま

す。広域連携を生かし、まずは両市にある広報媒体、ケーブルテレビ、コミュニティＦＭでの発信を拡充し、市民

へのプロモーション展開を進めます。さらに、ターゲットを絞り込んで、近畿圏や中京圏からの来訪者を増やす

プロモーションを図ります。 

 また両市連携イベントや各市の既存イベントにおいて、両市の魅力を発信します。  

 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が行える

よう、観光協会などとともに海外旅行会社との連携を推進します。また、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の参加など、ニーズを把握しながらインバウンド誘客に向けた取組を推進します。 

 

  具体的な取組 

旅行商品の内容に沿った的確な情報発信媒体の選択による展開 

旅行代理店や旅行雑誌、テレビ番組等関係者の招請によるモニターツアーの実施 

観光旅行者の受入に係る観光情報提供等の充実 

両市の広報誌、ケーブルテレビ、コミュニティＦＭ等による相互ＰＲの促進 

ＳＮＳを使ったＰＲの促進 

フィルムコミッションを通じたドラマ、映画、アニメ等のロケ地化、聖地化への推進 

海外のエージェントとの観光の商談 

海外の旅行業者等へのモニターツアーの実施 

    ① 地域の魅力や強みを明確に打ち出した情報発信 

    ② 効果的な宣伝活動の展開 

（３） 誘客プロモーションの強化 
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第４章 

戦略の推進 
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 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、事業者、交通事業者、観光に関わる団体・

組織、市民など、多様な主体とともに、事業の推進を図ります。 

 戦略の推進に当たっては、行政、観光関係団体、事業者、市民など、それぞれの主体が役割を果たしつつ、積極的に

連携・協働を図りながら関連施策の推進を図ります。 

戦略の推進 

第４章 

１ 関係者の役割と連携体制 

東近江市・いなべ市 広域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、三重県観光連盟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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    【  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、三重県観光連盟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 
 

近江鉄道 三岐鉄道 
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資 料 編 
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東近江市・いなべ市広域観光戦略 資料編  

１ 策定体制 

（１）東近江市・いなべ市広域観光戦略策定委員会 

   《委員名簿》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   《策定経過》 

 

 

 

 

 

 

 

（２）東近江市・いなべ市広域観光戦略実行委員会 

   《委員名簿》 

 

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   

平井 利明 一般社団法人 いなべ市観光協会 事務局長   

市川 充 いなべ市商工会 事務局長   

土井 孝之 一般財団法人 ほくせいふれあい財団 阿下喜温泉支配人   

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 東近江市いなべ市広域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 東近江市いなべ市広域観光戦略骨子（案）について 

平成２９年   ２月  ７日 第４回策定委員会 東近江市いなべ市広域観光戦略（案）について 

称略・順不同 

氏  名 機関・団体及び役職 

谷 善哉 東近江市役所 産業振興部 部長 

村田 吉則 東近江市役所 産業振興部 理事 

南川 喜代和 東近江市役所 企画部 部長 

田中 基裕 東近江市役所 企画部 理事 

渡部 武 いなべ市役所 農林商工部 部長 

伊藤 広和 いなべ市役所 農林商工部 次長 

岡 正光 いなべ市役所 企画部 部長 
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   《策定経過》 

 

 

 

 

 

 

 

（３）東近江市・いなべ市広域観光戦略策定体制図 

日  程 名  称 内     容 

平成２８年   ８月２５日 第１回実行委員会 東近江市いなべ市広域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 東近江市いなべ市広域観光戦略骨子（案）について 

平成２９年   １月 ３１日 第４回実行委員会 東近江市いなべ市広域観光戦略（案）について 

東近江市・いなべ市広域観光戦略策定委員会 

        委 員 長  １名 

        副委員長  １名 

        委   員   １０名 

オンラインアンケート調査 

東近江市・いなべ市広域観光戦略実行委員会 

【 庁 内 体 制 】 

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 

【 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。 

○ 両市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、両市を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、両市の観光関係者等２１３の事業者・機関に対して、郵送により調査票を配布し、７６社から

回答を得ました。（回収率３５．７％） 

○ 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月に両市各中学校の生徒代表者から両市の魅力や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月に両市で事業活動をする観光事業関係者、観光協会、両市長、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 

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、２２ 

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 

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。 

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。 

２、１０、１２、

１３、１６、 

１９ 

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、１９、 

２０、２１、 

２２ 

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

)）。 

１２、１４、 

１５、１７ 

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。 

    

     

       

       

２２ 
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用  語 解    説 掲載ページ 

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、１５ 

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。 

１２、１５ 

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。 

２、９、１９、 

２４、２５ 

  

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 

  

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、２０、 

２２ 

さ行 

ＳＥＡ ＴＯ 
ＳＵＭＭＩＴ 

人力のみで海（カヤック）から里（自転車）、そして山頂

（登山）へと進む中で、自然の循環に思いを巡らせ、かけ

がえのない自然について考えようという、SEA TO SUMMIT

連絡協議会が行う、環境スポーツイベント。 

   

   

   

１２ 



33 

用  語 解    説 掲載ページ 

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 

シャワークライミング シャワークライミングとは、渓谷をウエットスーツとヘル

メット、ライフジャケット、専用シューズで下流から上流

に探検するもアウトドアスポーツのこと。 

１２、１７ 

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、１２、２０ 

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 

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、１５、 

１７ 
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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。 

２４ 

 

ツアーオブジャパン ＵＣＩ（国際自転車競技連合）アジアツアー２.１にカテ

ゴライズされる自転車ロードレースであり、日本国内では

都府県をまたぐ唯一のステージレース。自転車を通じて各

開催地域との連携や文化交流を行い、身近な大会として親

しまれることを目指している。 

１０、１１、 

１２、１５、 

１６、１７ 

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。 

４、５、８ 

都市型観光 １箇所に滞在し体験型を始めとしたプログラムを楽しむこ

と。またはそこを拠点に周辺の観光を楽しむ観光形態のこ

と。観光地を駆け足で見て回る周遊型観光が少なくなり、

近隣温泉への１泊旅行、リゾート地や都市での滞在型旅行

が多くなってきている。１箇所に滞在することは、経済波

及効果や地元との交流、リピーター化が期待できることか

ら、受け入れ地では滞在型観光の促進を提唱し、滞在者が

楽しめる体験プログラムなどの開発に力を入れている。都

市型観光も滞在型観光の一つ。 

１１ 

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、１１、１２ 

１７ 

な行 

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、１７ 
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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 

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、２２ 

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、１２、 

１７、１９、 

２２、２４、 

２５ 

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 

  

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 
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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 

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年は日本で開催され、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 

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 
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