この取り組みは、未来ファンドおうみ
「びわこ市民活動応援基金」
の 助成を受けて実施しています。

【滋賀まるごとエコツーリズム推進プラットホーム構築事業】

環びわ湖エコツーリズム・ネットワーク
日本各地、滋賀県でもエコツーリズムに取組まれれるようになった現在、
その多くがボランティアガイド
で成り立っているのが現状です。
日本の滋賀のエコツーリズムを環境面でも経済面でも持続可能なもの
にしていくためにエコツーリズムのあり方について考え、
より、
アクティブなエコツーリズムの取組みを
おこすためには、何をすべきかを考え、具体的なプログラムの流通にまで発展させたいと考えてます。

持続可能なエコツーリズムをはじめよう!
売れる！エコツアーをつくろう！
エコツアーを発信して売ろう！

滋賀まるごとエコツーリズム推進プラットホームとは

〜地方創生は観光の力で！エコツーリズムで地域が変わる〜

滋賀県は、琵琶湖をはじめとする自然や歴史や文化を活かした体験活動も県内各地で活発に行われてきました。
しかし、現段階では１つの団体や
地域で取り組むには限界があります。
いま、
エコツーリズムの推進エンジンが必要となっています。
そのため、
これらを専門的に取り組む中間支援組
織としてエコツーリズム協会しが中核になり、地域の多様な主体と連携する
「環びわ湖ツーリズム・プロジェクト」
の活動を展開し、
プラットホーム機
能を担ってまいります。

エコツーリズム協会しが

一般社団法人エコツーリズム協会しが企画

エコツーリズム協会しがは2008年に設立してこれまで、滋賀県内の自然や歴史、生活文化等の豊かな資源の活用を通じ、滋賀ならではの体験・交
流型観光、地域振興について調査研究を行うとともに、県内で活動する団体等との連携・協力を図り必要な事業を行うことにより県内のエコツーリ
ズム推進に努めることを目的に活動しています。 ■ホームページ http://ecoshiga.shiga-saku.net/
情報発信事業

ネットワーク構築事業

滋賀県のエコツーリズム情報を発信するホームページ
「ディスカバー・エコ滋賀」
サイトの制作

環びわ湖エコツーリズム・ネットワークづくり
共同プロモーション体制の構築

「ディスカバー・エコ滋賀」
サイトを開設し、県内のエコツーリズムの取
組情報を全国に向けて発進し、それぞれの地域でつくるエコツアーへ
の関心を広めると同時に、滋賀のエコツーリズムの共同プロモーション
活動にチャレンジします。

滋賀県内の地域での取り組み事例を収集し、
それらの情報を発信する
とともに、エコツアープログラムとして地域に旅行者を誘客できるよう
にサポートできる体制を整え、エコツーリズム・プラットホーム機能を
確立することを目指しています。

http://ecoshiga.shiga-saku.net/

http://ecoshiga.shiga-saku.net/

ディスカバー滋賀でつながろう！
地域交流ビジネスの創造
地 域の 宝 で
集 客・交 流

地 域の 宝の
発 見・育 成

地域

NPO、
商工会、
組合
観光協会など

商品化

育てる

セミナー
フォーラム
ツアー

ディスカバー滋賀

エコツーリズム
協会しが

業種業態を問わず
様々な分野の人が結集

着地型に取組む県内の

観光事業者・
着地型旅行会社

ステップ2

ステップ1

着旅は地域を元気にするエンジン

行
着地型旅
に！
気
元
を
地域

ディスカバー滋賀

地域の活動を旅行商品として成立させ、集約し販売することで
地域への集客をはかり、地域経済の活性化や地域活動を広める
新しいネットワークやシステムが必要です。

地域ビジネスを創造
体験プログラム、
ガイドの需要、食事（郷土料理）
の需要、
宿泊（農家・古民家）
の需要、
お土産、人材の活用など

ディスカ
バ
ー
滋
賀で
地域
が
ど
ん
どん
いく
元気になって

ムで
ズ
リ
ー
エコツ

地域プライドを育成
来訪者から認知され評価されることで、地域に自信がもて
る、地域活動に理解が広がる

【着地型旅行とは】
従来、国内の旅行会社が観光客の出発地（発地）
で企画された旅行商品が主流でした。
いま、観光地（着地）側の視点に立った魅力的な商品造成をすることで、新たなニー
ズの創出やビジネスモデルの構築の可能性を探る動きが活発化しています。
「エコツーリズム」
とは
・自然・歴史・文化など地域固有の資源を生かした観光を成立させること。資源の保護＋観光業の成立＋地域振興の融合をめざす観光の考え方です。
・エコツアーとは、
こういったエコツーリズムの考え方に基づいて実践されるツアーの一形態です。

新しいネットワークづくりをオール滋賀体制ですすめましょう!
自然、人、文化、歴史、産業といった滋賀県にある全ての資源をわが地
域の
「宝」
として、地域住民自身が改めて認識し磨きをかけ、訪れる人々
に対等な立場でそのすばらしさを感動として伝え、双方向で自分たち
の視野、世界を広め、
お互いを理解しあえるような新しいタイプのツー
リズムを地域の総意でつくり上げたいと考えます。
そのためには、
その母体となり滋賀県内の内をまとめ外とつないで地域

の誘客する役割を担うランドオペレーターを創設し、夢と希望とロマン
にあふれた滋賀ならではのニューツーリズム推進による地域づくりを図
るため、地域の人々と一体となって様々な戦略的プロジェクトを実施し
ていく必要があります。
また将来的には地域の活動をネットワークし、
滋賀県全体のコンソーシ
アムの設立を目指します。

まずは地域のアクションからはじまります
ランドオペレーターが、
地域で活動する環びわ湖エコツーリズム・ネットワーク参加団体と連携して、
点在する観光情報・素材等をカテゴリー別にまと
めることにより、
様々なストーリーを持った着地型旅行商品またはユニットを企画し広く情報発信し誘客促進を図ることができます。

地域まるごと観光推進組織
一般社団法人エコツーリズム協会しが企画を核に作りだします。

地域をつなぐ

ディスカバー滋賀
DMC

環びわ湖エコツーリズム・ネットワーク

ランドオペレーター

観光情報・素材等を
カテゴリー別にまとめ
着地型旅行商品または
ユニットを企画

体験プログラムづくり

地域と発地をつなぐ

地型旅行商品または
ユニットが集まり
様々な滋賀のストーリー
として広く情報発信し
誘客促進を図ります。

観光に必要な
地域観光コンテンツづくり
行政

住民

観光課、地域振興課

など

民間企業
ＮＰＯ等
民間団体

農協など

商工会議所
商工会

観光協会
コンベンション協会

観光は地域の総合産業（一次×二次×三次＝六次産業）
＝観光は地域ぐるみで！
！

一般
社団法人

エコツーリズム協会しが企画がバックアップいたします。
ＤＭＣ実施体制

発地：旅行社

これまで滋賀県内において、着地型エコツーリズムをＮＰＯ、地元観光事業者と連携して中心となって推進してきた
「エコツーリズム協会しが」
が企画部門を一般社団法人化し
「一般社団法人エコツーリズム協会しが企画」
を設立。旅
行業資格を持つ琵琶湖汽船株式会社と旅行サービス手配業（ランドオペレーター）資格を持つ地域観光プロデュー
スセンターの2社が連携して、新たに観光事業者、各分野の地域主体等の参画を促しながら、事業推進のプラット
ホーム組織「ディスカバー滋賀」
のランドオペレーター組成の中核を担います。

共同プロモーション体制でサポート
「環びわ湖エコツーリズムネットワーク」
と、
「一般社団法人エコツーリズム
協会しが企画」
が共同で、民間主導型の
「滋賀まるごとエコツーリズム推進
プラットホーム」
を構築し、
エコツアー旅行商品開発、情報発信、
そして誘
客プロモーションのための組織体制等の整備を進めていきます。

デスティネーション・マネージメント・カンパニー
（ＤＭＣ）

一般社団法人エコツーリズム協会しが企画

DMCとして地域をサポート
大手旅行会社では『日本国内の「旅の素材と商品」
の提供を通じ、新たな
価値と需要を創造し交流文化事業の完成に貢献する』
ことをミッションと
した動きが始まり、業界全体に広がるものと思われます。
そのため、地域の
魅力・素材を掘り起こすＤＭＣと連携が求められています。

〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目20-3 地域観光プロデュースセンター内
TEL 077-532-7286 FAX 077-545-0945 E-mail info@ii-trip.com

滋賀ならではのエコツーリズム広めよう

自然への保護意識を高めるだけでなく、観光という手法を通じて、資源の保全と地域の振興を両立し、持続可能な
発展を図る
「エコツーリズム」
が、世界的にも大きな注目を集めています。
「エコツーリズム協会しが」
は、滋賀なら
ではの自然・歴史・文化など地域固有の資源を活かしたエコツーリズム推進のエンジンとして活動しています。
エコツーリズム協会しがの取組みテーマ

地域資源を活かした環境と観光を両立させるエコツーリズムの推進
エコツーリズムは、観光客に地域の資源を伝えることによって、地域の住民が自分たちの資源の価値も再認識し、地域社会そのものが活性化されて
いくことを目指すものです。
エコツーリズムの推進を図るためには、地域住民・観光業者・行政など多彩な立場の人々の協力が不可欠です。
滋賀県内において、琵琶湖を始め、
それを取り巻く山々などの貴重な自然や環境に配慮した地域での活動を生かしたエコツーリズムを実施していく
ことは、環境と経済を両立させる重要な観光産業につながるものと考えられ、本県の資源を生かした滋賀ならではのエコツーリズムのプラットホーム
としての推進エンジンを担う活動に取組みます。

「一般社団法人エコツーリズム協会しが企画」設立のご紹介
「エコツーリズム協会しが企画」
を設立しましたことをお知らせ致します
エコツーリズム協会しがは、滋賀ならではの自然・歴史・文化など地域固有
の資源を活かしたエコツーリズムの推進を目指して2008年10月に設立し、皆
様方のご支援とご協力をいただき、今年10年を迎えることができました。
そこで、
さらなる活動の飛躍を図りエコツーリズムの推進エンジンとして活
動を展開するために、企画部門を一般社団法人化することにいたしました。
今後は、
「エコツーリズム協会しが企画」
の活動にもご支援のほど、
よろしく
お願い申し上げます。
エコツーリズム協会しが 会長 北村 裕明

エコツーリズムに特化したDMCランドオペレーター

「エコツーリズム協会しが企画」
の活動に対するご支援をお願い致します
エコツーリズム協会しがのこれまでの活動をさらに内外に広めるため、企画
部門の一部を一般社団法人化することにいたしました。今後、
エコツーリズム協
会しがとともに、県内で活動する団体等との連携・協力を図り観光産業としての
プラットホーム構築をめざし、滋賀県内の自然や歴史、生活文化等の豊かな地
域資源の保全と活用を通じ、滋賀県ならではの体験・交流型観光及び地域振興
のための事業を行い、本県でのエコツーリズムの推進に努める所存です。
エコツーリズム協会しが企画に、
ご支援のほど、
よろしくお願い申し上げます。
一般社団法人 エコツーリズム協会しが企画

ディスカバー滋賀

代表理事 川戸 良幸

事業主体：環びわ湖エコツーリズム・ネットワーク
一般社団法人エコツーリズム協会しが企画

地域と来訪者・全国の旅行会社をつなぐマッチングシステム
DMCランドオペレーターが地域をまとめ外とつなぐ

1 地域の体験プログラム商品をWEBサイトで販売
ディスカバー滋賀のWEBサイトでは、地域のみんさんのプログラム
を掲載し、情報発信と販売促進を行っていきます。
また琵琶湖を中
心とした滋賀の魅力を文化、産業、
自然など様々な角度から紹介し
ます。
このサイトは発地の旅行代理店などに閲覧していただいてい
るのも特長です。

2

旅行業の登録が必要なツアー企画をお手伝い

手配や運送等を伴うエコツアーには法律による一定の制限があり
ます。ディスカバー滋賀では、旅行業者がサポートし、安心してツ
アーを行っていただけます。
また旅行業の規制緩和に対応し、観光
事業者や観光協会の旅行業免許取得へむけたコンサルティング業
務も行います。

3 発地のニーズに応えるランドオペレーター機能
修学旅行はもとより企業の研修旅行、行政・地域団体の視察旅行
などからの需要が見込まれ、発地旅行社のウオンツに的確に対応
する地域プログラムを提案します。
また地域のアドバイザーとして、
旅行商品の造成をすすめてまいります。

4

デスティネーション・マネージメント・カンパニー

地域のＤＭＣとしての誘客プロモート事業

大手旅行業社では国内旅行商品の企画・提供会社を新設し、地域
の魅力・素材を掘り起こすDMCと連携した
「新たな価値・より高い
価値の商品」の企画・造成をはじめます。
この動きは今後拡大する
ものと見られ、
これに呼応して、地域のＤＭＣとして誘客プロモート
の役割を担います。

【ＤＭＣとは】デスティネーション・マネージメント・カンパニーの略。
地域の魅力を掘りおこし、着地型観光商品として企画造成を行うための専門的なノウハウを有し、
プロフェッショナルなサービスを提供する企業の総称です。

エコツーリズム協会しが ご入会のおすすめ
企業・NPO・団体・行政・観光協会・観光事業者・その他一般市民の方など、
新しいツーリズム、観光による地域の産業振興に積極的に取り組む意欲を
持っておられる団体または個人の方におすすめします。
詳しいことは、事務局までお問い合わせください

エコツーリズム協会しが
一般社団法人エコツーリズム協会しが企画

大津市瀬田5−20−3

TEL 077-532-7286

環びわ湖ツーリズムネットワークづくりに、
みなさんのご参加お待ちいたしております。

「ディスカバー滋賀」、
「地域交流ビジネス」
にご関心がございましたら、
お気軽にお問い合わせください。
環びわ湖ツーリズムネットワーク準備室 077-532-7286 （ 吉 見 精 二 ）

地域観光プロデュースセンター内 理事・事務局長 ： 吉見 精二）
（携帯 090-1679-6013）
Mail info@ii-trip.com ホームページ http://ecoshiga.shiga-saku.net/

