
【Ｂ-２】テーマ別ツーリズム振興及び観光バス運行支援事業

観光部　観光誘客課

番号 質　問 回　答

1 ・観光事業はアウトカムのデータ（成果）

が重要だと考える。情報発信をしっかり

行っていただきたい。

-

2 ・Ｐ17：今後の方向性の中で、「バスツ

アーの造成に効果があり」とあるが、その

データはどこで見ればよいか。

・バスツアーについての、アウトカムデータは

P17（９）に記載。売上や経済効果があったと考

えている。

3 ・誘客や周遊の増加を目指すという点で、

P16と17にデータがあるが、従前と比べてど

うであったかのデータがあると比較しやす

い。データがあれば提供いただきたい。

・H27は2,090台のバスツアー、68,000人の送

客。予算額は年々半減。

・観光バス全体の入り込み数等について、集計

した数値が無く、従前との比較はできない。

4 ・周遊の定義が不明確。周遊バスで観光さ

せるのに、２次交通との関係性は。二次交

通に関しては一連の行動を示していただか

ないとその必要性が不明確。

・周遊の実例はP19に記載のとおり。路線バスで

はできない部分を補う２次交通という位置づ

け。

5 ・事業がすべて委託。丸投げの感がある。

こういった事業は県民の知恵を集めて実施

すべきではないか。委託の成果（実績）が

わからないので資料の提供をお願いした

い。

また、観光機構の概要が分かる資料がある

とよい。

・P4に委託事業の枠組みをお示ししている。P5

の旅行商品の企画等については、業者と地域の

方々との打ち合わせに県職員も参加している。

また、プロモーションについては、必要な部分

は県も関与している。

・観光機構の概要については後日準備（別添を

参照）



6 ・事業改善シート①成果目標のＫＰＩの中

身について教えてほしい。

・県総合戦略において、平成31年に3,300億円と

する目標を定めている。平成26年以降、単純平

均で毎年均等に増加させていくという計算方法

をとっている。これにより、毎年65億円増加と

なるためH28の目標を3,104億円としている。

7 ・おもてなし推進係とは具体的にどのよう

な仕事（連携）をしているのか。

観光客の人的な受け入れ体制を整備するため、

観光人材育成、おもてなしの向上等の業務を中

心に実施しています。

8 ・県観光部と県観光機構との役割分担と担

当業務の説明を分かり易く教えてくださ

い。

観光機構がDMO機能を持つにあたり、県観光部は

主に県観光振興に係る方向性を示す企画立案を

実施。県観光機構は観光地域づくりを実施し、

地域が稼げる仕組みづくりや、観光プロモー

ション活動を実施していく。

9 ・観光消費額の都道府県別資料はないか。 別添資料参照

10 ・成果目標にある＜観光消費額＞につい

て、内訳でさらに詳しく評価・検証できる

指標は考えられないか（今後の課題とし

て）。またそれ以外の指標はないか。

観光消費額以外の指標としては、支援台数、送

客人数などが考えられる。

11 ・事業は３点とも「委託」とありますが、

県が直接実施した方が良い場合はありませ

んか。

○テーマ別ツーリズム振興支援事業

本事業は、県・民間・地元が連携してテーマの

造成、旅行商品の開発を実施し、商品の販売を

通してテーマの発信を実施していく物であり、

旅行商品の販売許可を持ち、一貫して事業を実

施できる者が実施する必要がある。

委託事業ではあるが、事業執行中は、逐次打合

せ等を実施し、県が主体となり事業を進めた。

○貸切バスツアー支援事業・周遊バス支援事業

貸切バスツアー支援事業は、テーマ性をもって

周遊・滞在を促す効果的なツアーに対し支援を

行うとともに、催行率を考慮し、多くの造成を

促進できるかどうかも判断する必要がある。

また、周遊バス支援事業においても、周遊を促

す効果的な路線に対し支援を行う必要がある。

（一社）長野県観光機構は、県内観光の状況を

熟知しており、その実情を踏まえながら支援対

象の審査を行うとともに、催行率を考慮しつつ

より多くのツアー造成を促進し、最大限の事業

効果を生み出すノウハウを有しているため、県

で実施するよりも本事業を効果的に実施できる

と考えられる。

12 ・テーマ別観光振興事業の委託業者の選定

過程など情報開示してください。

公募型プロポーザル形式により実施。

公募された本事業に対し２者の応募があり、審

査会を実施し、その結果、より良い提案を行っ

た事業者と委託契約を締結した。



13 ・新規テーマの県民募集、今後の地域振興

局との連携やインバウンド富裕層向けの長

期保養・医療・人間ドックなど、サステナ

ビリティーを目的としたテーマなど「医療

ツーリズム」を研究してほしい。

例①：関空から５分の「りんくうタウン」

にある「がん診療所」

例②：福岡で人気の人間ドック施設、歯科

医療の高度技術と治療費の安心価格など

ご提案頂いた内容を検討し、今後の事業に活か

して行きたいと思います。

14 ・長野県の観光資源（テーマ）として強調

されている「歴史・文化」であるが、マー

ケティングでは旅行者の志向としては「弱

み」とされている。強みを前面に出すほう

が効率的かとおもうがどうか。

「弱み」とされている部分については、全国的

に旅行時に重視する項目と、長野県に対して重

視する項目の差があるものであり、今後全国レ

ベルに引き上げることで潜在需要を長野県に向

けることができ、効率的に需要の掘り起こしを

行える項目と考えている。

15 ・「歴史・文化」を売っていくとしても、

どのような発信方法、観光資源としての提

供方法が有効と考えるか。

例として、日本遺産である「木曽路」、長野県

特有の「縄文文化」や「真田幸村」等の戦国武

将、「中山道」を含む街道文化といったテーマ

別に市町村の枠を超えてストーリー性を付けた

発信をする。ストーリーの醸成、発信の際は、

県・地域で連携して一貫性のある情報として押

し出していく。

16 ・P9 プロモーション実績：販売促進実績の

予算金額と成果を教えてください。

○販売促進予算額：210万円

○成果：送客数　H28.11～H29.3　207人

　　　　　　　　H29.4 ～H29.9　実施中

　　　　　　　　　（販売期間終了後に集計）

17 ・インターネットの調査は、定量分析が主

で、何か新しい調査（本音を引き出す）を

模索してほしい。

今回は、予算の都合上、設問数に制限があり実

施できませんでしたが、ご提案頂いた内容を踏

まえ、今後の事業に活かして行きたいと思いま

す。

18 ・日帰りバスツアーの減少の理由は。 貸切バスの交換運転手の配置基準の上限が改正

になり、改正前には運転手一人で運行できた首

都圏発松本以北・南信、中京圏発長野以北が運

転手二人で運行しなくてはならなくなった。

また、運賃・料金制度の改正により、運行距離

だけでなく、運行時間も運賃に影響するように

なり、ツアーバスの料金が大幅に上がったこと

が考えられる。

19 ・バス支援事業は、３年目になるそうです

が、「一定の効果がある」とありますが、

具体的に経済効果などを教えてください。

助成を受けた事業者へのアンケート結果では、

当初長野県向けのツアー造成は予定していな

かったが、本支援事業があったためツアーを造

成した事業者もあった。また、86.8%が支援対象

バスの運行を次年度以降も継続して催行したい

と回答している。

P17 (9)目標と成果、経済効果

　経済効果（平成28年度）

　　・ツアー売上　620,980,084円

　　・経済波及効果　197,279,100円(想定値)

　　　（送客人数18,099人×10,900円）







 

（一社）（一社）（一社）（一社）長野県観光長野県観光長野県観光長野県観光機構機構機構機構のののの概要概要概要概要についてについてについてについて    

 

一般社団法人 長野県観光機構 

 

１ 概要 

（１）目的 

一般社団法人長野県観光機構は、長野県の豊かで美しい自然と多彩な伝統、文化を活かし、

観光振興に関する事業を行うことにより、長野県の観光産業の成長を図り、もって県民の生

活、文化の向上と地域経済の発展に寄与することを目的とする。（定款第３条） 

 

（２）沿革 

・昭和35年 12月 14日  社団法人 長野県観光開発公社設立 

・昭和44年 12月 10日  社団法人 長野県観光連盟設立 

・平成13年  3月 31日    社団法人 長野県観光連盟解散 

・平成13年  4月  1日    社団法人 長野県観光協会発足 

（社団法人 長野県観光開発公社と社団法人 長野県観光連盟とを統合） 

・平成16年  8月 12日  社団法人 信州・長野県観光協会に名称変更 

・平成25年  4月  1日  一般社団法人 信州・長野県観光協会に移行設立 

・平成28年  2月 26日  日本版ＤＭＯ候補法人登録（地域連携ＤＭＯ＜観光庁＞） 

・平成28年  7月  1日  一般社団法人 長野県観光機構に名称変更 

 

（３） 主な事業内容 

①誘客の促進 （ 地域と連携した旅行商品の造成･販売、商談会やＰＲイベントの開催 等） 

②情報の収集・発信 （ 観光案内、観光ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの管理･運営、観光パンフの作成 等） 

③物産と交流の促進 （ 物産展の開催、県産品の宣伝・販路拡大、県産品の販売 等 ） 

④施設の整備 （ 日帰り入浴施設など市町村の観光施設の整備 等） 

 

（４） 役員 

 ・理事長 野原 莞爾（非常勤） ・専務理事 野池 明登（常勤） 

 ・常務理事 原 一樹（常勤） 

 ・常勤役員 ２名、非常勤役員 １９名  ≪理事 計２１名≫ 

 ・監事（非常勤）２名  ≪監事 計２名≫ 

 

（５）会員数 

・ 県、市町村会員  ７８団体 

・ 民間会員    ８４団体  ≪計１６２団体≫ 

 

（６）職員数 

  ・正規職員 １２名（プロパー8名、県職員4名） 

・臨時職員 ４２名（嘱託36名、派遣6名）  ≪計５４名≫ 事業統括本部長以下 

H29.9.1 現在 



平成29年9月1日現在

県知事

阿部 守一  理事長

 専務理事

 常務理事

 理事

≪本部≫ ≪県外≫

・観光の宣伝、案内、相談

・長野県ＤＭＯの推進 ・旅行代理店等へのセールス

・マーケティング調査・分析 ・教育旅行の誘致

・会員等との協働プロジェクトの実施 ・イベントスペースの管理運営

・観光施設の整備支援 ・会員への協力（営業など）

・県産品の販売、あっせん

・銀座ＮＡＧＡＮＯ店舗の運営

・旅行商品の造成、販売、支援

・スノーリゾート信州の推進

・教育旅行の誘致 ・観光の宣伝、案内、相談

・県公式観光サイトの管理運営 ・旅行代理店等へのセールス

・県公式観光サイトなどによる情報発信 ・教育旅行の誘致

・会員への協力（営業など）

・県産品の販売、あっせん

・信州名産ショップの運営

・海外からの観光客誘致

・訪日教育旅行誘致

・訪日外国人動態調査

・訪日外国人受入体制構築 ・観光の宣伝、案内、相談

・旅行代理店等へのセールス

・教育旅行の誘致

・会員への協力（営業など）

・県産品の販売、あっせん

・観光情報センターの管理・運営

・銀座ＮＡＧＡＮＯｲﾍﾞﾝﾄｽﾍﾟｰｽ管理・運営

・会員総会、理事会の開催

・事業計画、予算計画、事業報告、決算報告

・事務局の庶務的事項

・県産品のブランド力向上と販売の促進

・信州首都圏総合活動拠点、信州名産ショップの運営管理

・インターネット通販などによる県産品の販売促進

・民間企業等と連携した物販事業の拡大

インバウンド推進部

大阪観光情報センター

総務経理部

物産振興部

地域DMO推進

　エグゼクティブプロデューサー

　コーディネーター

事業統括本部長

企画調整部

信州首都圏総合活動拠点

（銀座ＮＡＧＡＮＯ）

国内誘客推進部

名古屋観光情報センター

（15名以上 25名以内）
（2名以内）

一般社団法人長野県観光機構　組織図

会 員 総 会

顧　問 理　事　会 監　事

【主な所掌事務】
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