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TiS 大阪支店販促キャンペーンの様子 

県主催観光情報説明会の様子 

 

令和元年度事業報告 

 

１ 県外誘客プロモーション事業        

県外から観光客を誘致するため、着地の観光情報と営業・宣伝ツールにより旅行会

社へ営業活動を行って旅行商品造成・販売を促進した。また、テレビ・映画等のロケ

誘致とロケ支援を行うとともに、雑誌や新聞・ＷＥＢサイトなどのマスメディアへの

観光情報掲載を促進する。併せて、島根県観光キャラクター｢しまねっこ｣や｢しまね

観光大使｣を活用しイベント等でＰＲ活動を行って誘客を図った。 

（１）営業・宣伝活動事業 ６９７千円 

県外の旅行会社等への営業活動の他、各種宣伝イベントや会議へ出席して誘客を促

進した。 

 

①県外の旅行会社へ旅行商品造成、大型団体誘致に向けての営業活動 

■大手旅行会社を中心に、首都圏、中京圏をはじめとして営業活動を実施。旅行商品造成に

向けた各種素材や補助金等の提案をした。 

    東北圏 計２回 訪問件数：２３社  首都圏 計８回 訪問件数：４３社 

   中部圏 計４回 訪問件数：２２社  関西圏 計４回 訪問件数： ９社 

山陽圏 計２回 訪問件数： ６社  九州圏 計３回 訪問件数： ８社 

 

 ②県外の旅行会社店頭での宣伝、営業キャラバンの実施 

  ■日本旅行ＴｉＳ大阪支店で販促キャンペーンを６月と１１月に 

実施した。 

 ③県外イベントへの参加 

■島根ふるさとフェア２０２０(広島)  

期間：令和２年１月１８日（土）～１９日（日） 

④各種会議への参加（ＤＷ、県主催観光情報説明会等） 

  ■他団体で実施する観光情報説明会等、計７件の会議に参加した。 

  首都圏：２件 中部圏：２件 関西圏：２件 山陰圏：１件   
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「Luccica」取材撮影の様子 

（２）ロケ地ツーリズム等推進事業 １０，９０９千円  県補助 10/10 

島根フィルムコミッションネットワーク会議の事務局として、テレビ・映画などの

ロケ（撮影）誘致活動を行うとともにロケに際し県内のＦＣ（フィルムコミッション）

や市町村等と連携しながら効率的かつ円滑なロケ支援を実施した。また、ロケ地を観光

素材として活用することにより新たな観光客層の掘り起こしと誘客を図った。 

加えて、雑誌・新聞・ＷＥＢなどのマスメディアに対する取材協力を行い、島根の観

光情報の発信を促進した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【マスメディアへの情報掲載促進】 

①各種マスメディアへの取材協力   

  ■各種マスメディアの現地取材に係る費用を助成することにより島根県の観光地等の情報 

掲載を促進した。また、各制作会社への情報提供、取材先の調整、現地アテンド等の協 

力により、マスメディア露出における広告換算効果の増大を促進した。 

   ・協力件数：３０件  

内訳 ・一般雑誌等   １３件 

・旅行専門誌    ４件 

・フリーペーパー   ９件 

・ＷＥＢ      ３件 

・書籍       １件 

    ※令和元年度島根県取材費用支援助成金の適用：１６件 

・広告効果    ７９，８８０千円 

②各種マスメディアへの情報掲載促進営業 

  ■各種マスメディアを訪問し、島根県のロケ候補地及び観光情報等の提供を行うとともに、

掲載を働きかける営業活動を実施した。 

    訪問件数 １２件 

 ③『ご縁の国しまね』メディア向け観光情報説明会への参加 

  ■首都圏 

    日程：令和元年５月２９日（水） 

    場所：ＡＰ新橋 

令和元年度 マスメディア掲載目標（雑誌・新聞・ラジオ・ＷＥＢ記事） 

【目標】       【実績】 

件数        ４８件        ３０件 

広告効果   ９０，９００千円   ７９，８８０千円 

※映画・テレビドラマ・CM 等のロケ誘致については島根フィルムコミッションネット 

ワーク会議（代表：県観光振興課長）で検討を行うため、本目標に含まない。 
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「悪魔の手毬唄～金田一耕助、ふたたび～」 

TV ドラマロケの様子 

  ■関西圏 

    日程：令和元年１０月１６日（水） 

    場所：ＴＫＰ神戸三宮カンファレンスセンター  

④「ご縁の国しまね」プレスツアーへの協力 

  ■各種マスメディアの編集者やライターなどを招請し、県内各地域の観光地を取材して発

信してもらう県主催のプレスツアーにアテンドするとともに記事作成に際して記事校正

等の協力を行った。 

    ・伝統芸能･歴史文化遺産 

 日程：令和元年７月８日（月）～１０日（水）  参加者数：１１名 

・美肌 

日程：令和元年９月３日（火）～５日（木）   参加者数：９名  

 

 

 

 

 

 

 

【ロケ地ツーリズム推進】 

①ロケ支援 

  ■制作者へロケ地情報等の紹介や撮影許認可の確認代行、撮影時の立会などのロケ支援を 

実施した。 

   ・協力件数：７３件 

内訳 ・映画  ６件 

・ＴＶ ４９件 

・ＣＭ  ６件 

・ＷＥＢ ４件 

・その他 ８件 

  ※令和元年度島根県取材費用支援助成金の適用：７件 

（広告効果    ２０７，７５０千円） 

 ②映像制作者招請の実施 

  ■メディア制作のキーマンを招請。島根県でのロケ地や支援情報などを紹介し、ロケ誘致

を図った。 

    招請者：池澤辰也氏（テレビドラマ監督・プロデューサー） 

    日 程：令和元年７月３１日～８月２日 

    案内先：松江市、出雲市、雲南市 

    ※視察に係るインタビュー記事をロケ支援サイト「島根フィルムコミッション」にて

公開し、制作者に向け発信した。 

プレスツアーの様子（伝統芸能・歴史文化遺産）・（美肌） 
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美保関いさり火カフェにてインタビューの様子 出雲市「一畑薬師」の視察の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 ③ロケ支援サイトの内容拡充 

  ■制作者向けロケ支援サイト「島根フィルムコミッション」の内容を充実させ、ロケ誘致

を図った。 

   ・ロケーション詳細情報へ動画及び写真の追加（島根県内６９箇所） 

   ・映像制作者招請インタビュー記事の公開（再掲） 

   ・ロケ実績ＭＡＰの公開 

④各種会議・研修会等への参加 

  ■特定非営利活動法人ジャパン・フィルムコミッションが主催する研修会等に参加した。  

参加件数：３回 

研 修 会：ＪＦＣ認定研修２０１９、ＪＦＣスキルアップ研修２０２０ 

そ の 他：全国ロケ地フェア２０２０（地域と映像制作者のマッチングイベント） 

  ■一般社団法人ロケツーリズム協議会が主催する研修会に参加した。  

参加件数：５回 

研 修 会：２０１９年度ロケツーリズムに関するセミナー第１回～第５回  

認  定：ロケツーリズム協議会セミナー修了団体認定･･･島根フィルムコミッション 

ネットワーク会議 

ロケエディターコース修了認定･･･１名 

  ■フィルムコミッション中国ブロック会議、ＪＦＣ地域ブロック研修会に参加した。 

    日程：令和元年８月２１日（水） 

    会場：広島商工会議所ビル２階 

 ⑤島根フィルムコミッションネットワーク会議の開催 

  ■構成員間で活動状況や課題等を共有し、ロケ誘致・支援等の連携強化を図った。 

   ・第１回 平成３１年４月２５日（木） 

   ・第２回 令和元年１１月２１日（木） 

 ⑥スキルアップセミナーの実施 

  ■県内関係者向けに、ロケ支援に必要なスキルをテーマにセミナーを開催した。 

    日程：令和元年１１月２１日（木） 

    会場：島根県職員会館 

     第１部  

講 師：ジャパン・フィルムコミッション 事務局長 関根瑠理子氏 

テーマ：制作者が地域に求めるロケーション ほか 
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令和元年度下期 KNT 商品 

令和２年度上期 NTA 商品 

第２部 

      講 師：株式会社ＳＷＩＦＴ 代表取締役 清原幹也氏 

テーマ：ドローンの基礎知識、撮影における手続き ほか 

 ⑦ロケ支援マニュアルの作成 

 ■研修参加等で蓄積したロケ支援におけるノウハウをマニュアルとしてまとめ、ネット 

ワーク内で共有した。 

 

（３）旅行会社商品造成支援事業 １８，２８７千円  県補助 10/10 

旅行会社の旅行商品造成経費（印刷費・ＷＥＢ経費）等に対する支援を行うととも

に、商品造成・販売担当者の視察研修を行って旅行商品の造成と販売促進を図った。

併せて、北海道、東北などの新しい市場の開拓を行った。 

 

令和元年度 パンフレット商品・ＷＥＢ商品の造成 

                       【目標】      【実績】 

令和元年度下期(出雲地区)商品数      １６件       ９件 

      同商品による送客人数  １０，０００人     ※集計中 

   令和２年度上期(出雲地区)商品数      １６件      １０件 

        同商品による送客人数   ９，５００人     ※販売中 

    令和２年度上期(隠岐地区)商品数         ６件       ２件 

         同商品による送客人数   ２，１００人     ※販売中 

         

 

①個人型旅行商品（パンフレット・ＷＥＢ）の造成経費または販促経費の一部を助成 

 ■島根県単独個人型旅行商品造成支援 

  ・令和元年度上期 １０件（※内９件は平成３０年度予算にて助成） 

  ・令和元年度下期  ９件 

  ・令和２年度上期  ９件 

 ■北海道からの個人型旅行商品造成支援 

  ・令和元年度上期  １件（※内１件は平成３０年度予算にて助成） 

  ・令和２年度上期  １件 

 ■隠岐地方単独個人型旅行商品造成支援 

  ・令和元年度    ４件（※内２件は平成３０年度予算にて助成） 

  ・令和２年度    ２件 

 ■ＷＥＢ商品の販売を促進する特集ページの制作費や広告費を助成 

  ・令和元年度下期  １件 
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共通タイトルのロゴ 

②北海道や東北などターゲットを絞ったエリアにおける団体バス助成 

 ■北海道・東北地区からの団体旅行商品造成費補助（バス助成） 

  ・令和元年度上期  ６件 バス１５台 

  ・令和元年度下期 １８件 バス２３台 

③米子空港～隠岐へのアクセス向上のため、空港から境港、七類港のタクシー代助成 

期  間：令和元年４月～１０月 

   助成対象：ＡＮＡセールス 

   実  績：０件 

④仙台空港～出雲空港路線を活用した冬季誘客促進事業 

  ■ＦＤＡ仙台線の冬季の利用促進、および冬季の誘客対策として、ＦＤＡ路線を利用する

旅行商品に対し助成した。 

実施期間：令和元年１２月～令和２年２月（搭乗日） 

    助成対象：募集型企画旅行商品（団体型） 阪急交通社、山交観光等 ６社 

募集型企画旅行商品（個人型） ＨＩＳ、名鉄観光    ２社 

    実  績：１，２９４席 

⑤旅行会社担当者の現地視察研修を支援 

 ■読売旅行の企画造成担当者の現地視察を支援した。 

   日 時：令和元年１１月２７日～２８日 

   視察地：隠岐 

   参加者：１０名 

⑥「美肌県しまね」冬旅キャンペーンを実施 

 ■「美肌県しまね」のイメージを活かし、大手宿泊予約サイト運営会社と連携した誘客キャ

ンペーンを実施した。 

    期 間：令和元年１２月１日～令和２年３月３１日 

    名 称：「美肌県しまね」冬旅キャンペーン  

～ご縁も、美肌も、しまねから。～ 

     内 容：【しまね★美肌スイッチ】を共通タイトルとした宿泊プランを県内の旅館組

合等と連携して造成・販売した。 

     プロモーション委託：楽天(株)、(株)リクルート ※目標販売数：５，７００人泊 

        販売実績：【しまね★美肌スイッチ】宿泊プランの販売実績 

         ・楽天(株)    １，９５７人泊 

・(株)リクルート ２，４４８人泊  
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旅の縁２０２０年度上期版 

説明会（東京）の様子 

（４）観光情報説明会開催事業 ２，４９６千円  県補助 10/10 

県外の旅行会社を対象として、旅行商品素材や観光情報についての説明会・意見交換

会を開催した。なお、県との役割分担を踏まえ、観光連盟は旅行商品向けの企画につ

いての説明・意見交換を行うなど、より実務的な説明会を主として実施した。 

 

①島根県観光情報・素材説明会（令和元年度下期商品向け・大阪開催） 

  ■令和元年度下期商品向けに、関西圏旅行会社商品仕入・企画造成担当者を対象とした観

光素材説明会を実施した。 

    日 程：令和元年５月８日（水） 

     会 場：ホテルモントレグラスミア大阪 

     参加者：旅行会社 ２４名（１４社）  地元１９名 

②島根県観光情報・素材説明会（令和元年度下期商品向け・東京開催） 

■令和元年度下期商品向けに、首都圏旅行会社商品仕入・企画造成 

担当者を対象とした観光素材説明会を実施した。 

日 程：令和元年５月９日（木） 

場 所：ホテルグランドパレス 

参加者：旅行会社 ２６名（１２社）  地元２０名 

③島根県観光情報・素材説明会（令和２年度上期商品向け・大阪開催） 

  ■令和２年度上期商品向けに、関西圏旅行会社商品仕入・企画造成担当者を対象とした 

観素材説明会を実施した。 

    日 程：令和元年１０月８日（火） 

     会 場：ホテルモントレグラスミア大阪 

     参加者：旅行会社 ２５名（１４社）  地元２９名 

 

（５）情報発信ツール作成事業 １２，５９６千円  一部県補助 

旅行会社への営業・情報発信ツールとなる素材集や観光宣伝ツールとしてのリーフ

レット、ポスター等を作製した。また、島根県観光キャラクター「しまねっこ」を活

用したＰＲを行った。 

 

①旅行会社向け観光素材集「旅の縁」の作製 

  ■観光素材集「旅の縁」２０１９年下期版（４月発行） 

    仕様等：Ａ４判 １２２ページ カラー １２００部 

    配布先：全国の旅行会社、マスコミ 

  ■観光素材集「旅の縁」２０２０年上期版（１０月発行） 

    仕様等：Ａ４判 １３０ページ カラー １２００部 

    配布先：観光情報説明会、全国の旅行会社、マスコミ 
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②旅行商品での誘客ツールの活用 

■美肌県をＰＲするオリジナルデザインのペーパー加湿器を提供（製作は平成 30 年度） 

活用数：旅行会社へ有償販売 ９２３個    

旅行会社へ無償提供 ８４０個 

        ※いずれも旅行商品を通じてお客様へ提供 

   追加２，８００個を製作 

③島根県観光キャラクター「しまねっこ」の商標管理及び利用促進を通じた認知度 

アップ 

■商標許諾件数 

・無償使用 県内 ４４６件 

       県外 １０５件 

・有償使用 県内 １６６件 ６,５９４,３９２円（免除） 

      県外 １２１件    ５７７,４２０円 

■「しまねっこ」デビュー１０周年記念のＰＲ 

・しまねっこ１０周年記念ロゴ作成 

・しまねっこ１０周年記念販促ＰＯＰ用デザインを作成   

 販促 POP 用デザイン利用件数 ２５件 

  （利用場所：道の駅売店、観光協会等） 

・しまねっこ１０周年記念デザインクリアファイル作成 ２,０００枚 

・しまねっこ１０周年記念デザイン缶バッジ作成    ４,０００個 

・しまねっこ１０周年記念デザインメモ帳作成     １,０００個 

■しまねっこの部屋サイトの管理運営 

・壁紙の改修 

・しまねっこ１０周年記念販促 POP 用デザインダウンロード機能を追加 

・しまねっこ１０周年記念サイト作成 

■新曲「しまねっこ BI・HA・DANCE」＆ダンスの制作 

・「美肌県しまね」の PRにつながるフレーズを入れた新テーマソングを制作 

・ネットで話題となるよう拡散性のあるオリジナルダンスを制作 

 ■その他 

・しまねっこビニール袋作成 ３２，０００枚 

・｢しまねっこへ年賀状を送ってにゃキャンペーン｣返信業務 返信枚数 ２,５３９枚 

 ④出雲大社「八足門」内での特別参拝企画 PR リーフレットの作成 

   ・特別参拝期間：令和２年４月～９月 

   ・PR リーフレット仕様：A3 マット 110kg、カラー2つ折り 

   ・作成部数：３０，０００部 

 

 

しまねっこ 10 周年記念 

販促 POP 用デザイン（一例） 
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FDA 就航地イベント 

（６）誘客ネットワーク支援事業 ４６３千円 

組織的かつ継続的に県外への誘客活動を行う民間事業者組織等の営業・情報発信力を

最大限に活かすため、現場に入って支援・連携を強化した。 

 

①石見ツーリズムネット主催のＰＲキャンペーンへ参加 

■夏休み前の石見地域への誘客を目的として、パンフレット及び団扇の配布や石見神楽の 

上演を支援した。 

・愛媛地区エミフル夏期キャンペーン 

期間：令和元年７月６日（土）～７日（日） 

場所：エミフルＭＡＳＡＫＩ（愛媛県） 

②島根ふるさとフェアへの「石見の神楽めし」ブース出展 

  ■広島地区への情報発信として、「石見の神楽めし」ブースを出展する石見ツーリズムネッ

トへ経費の一部を負担した。 

     期間：令和２年１月１８日（土）～１９日（日） 

    場所：広島県立総合体育館（グリーンアリーナ） 

 

 

（７）観光大使活用事業 ６３６千円 

しまね観光大使を観光イベントやマスコミ訪問等に派遣し、島根のＰＲを図った。 

  

①観光大使の派遣 

■各地のイベント等に観光大使を派遣し、ＰＲ活動を行った。 

派遣件数：２２件 延べ５５人日 

②観光大使のスキルアップ研修 

■石見地域視察研修を実施。 

日  時：令和元年８月２５～２６日 

場  所：大田市･川本町･邑南町･浜田市･益田市･津和野町･江津市の観光地、 

施設等 

参加人数：観光大使      ３人 

連盟職員      ６人 

観光大使はまだ   ２人（浜田市内のみ） 

浜田市観光協会職員 １人（浜田市内のみ） 
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令和元年度下期「ほのぼの萩・石見・出雲・玉造」 萩・石見ぶらり手形、石見の神楽めし 

（８）萩・石見空港を活用した誘客促進事業 ４８，３１０千円 

 

萩・石見空港の東京路線２便化継続のため、受地整備を行いながら更なる利用促進を

図った。特に個人型の観光客の誘客と受注型企画旅行団体による利用促進を図った。 

 

令和元年度 羽田空港～萩・石見空港路線    【販売目標】    【販売実績】 

東京地区販売 個人旅行、ＤＰ、ＷＥＢ    ９，２００席   １０，１４４席 

東京地区販売 受注型企画旅行団体      ２，２５０席    １，８１７席 

 

①個人型誘客施策の実施 

■実績内訳 

旅行会社１２社、ＯＴＡ２社 

・リアルエージェント（ＷＥＢ商品を含む） ７，３２１席（前年比 ９４％） 

 ・ダイナミックパッケージ（ＯＴＡ等）    ２，６５５席（前年比 ９７％） 

 ・航空券                   １６８席 

                    合計 １０，１４４席（前年比 ９６％） 

■販売促進・誘客施策 

【旅行会社向け施策】 

・レンタカー助成 

台数 ８８２台（前年比 ９３％） 

   ・販売インセンティブの提供   

対象席数 ３，３７０席（前年比 ５５％） 

※令和元年度はレンタカー･インセンティブ助成を併用不可とした。 

   ・パンフレット商品造成支援 

ＡＮＡセールス「ほのぼの萩･石見･出雲･玉造」（令和元年度下期･令和２年度上期） 

・「石見の神楽めし」、山口県と連携した｢萩・石見ぶらり手形｣の活用 

 引換件数             ２，４８６件（前年比  ９７％） 

石見の神楽めしクーポン 利用実績 １，４２２枚（前年比 １１６％） 

萩･石見ぶらり手形    利用実績 ２，８３０枚（前年比 １０５％） 
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阪急交通社広告 

レンタカー割引キャンペーンチラシ 

・島根･山口両県の観光素材を活用した個人型旅行商品の 

造成・販売促進 

近畿日本ツーリスト 

単独パンフレット造成、ＷＥＢ商品への独自特典付与、 

ＳＮＳ告知等  

販売実績 ３５６席（前年同時期比１２３％） 

    クラブツーリズム 

     会員誌「旅の友」を活用したフリープランによる販売 

      販売実績 ７１０席（前年同時期比９９％） 

阪急交通社 

会報誌や新聞への広告助成 

ビッグホリデー 

メールマガジンへの広告助成 

【その他施策】 

・レンタカー割引キャンペーンの実施 

  対  象：萩・石見空港内に営業所を有するレンタカー会社 ４社 

台数実績：４７台 ２２８席 

・福利厚生代行サービスを活用した販売促進 

     期 間：令和元年１２月１日～令和２年３月３１日 

     委託先：(株)リロクラブ 

     内 容：首都圏の会員向けに萩・石見便利用特典を提供    

          実 績：３２２席   

 ・旅行情報サイトを活用したプロモーションの実施 

     期 間：令和２年２月～３月 

     委託先：ＬＩＮＥトラベル（（株）ベンチャーリパブリック） 

     内 容：ＬＩＮＥトラベル内「旅行ガイド」に記事広告２本を出稿 

②団体型誘客施策の実施 

■実績内訳 

・期  間：令和元年４月１日～１１月３０日 

旅行会社：ＪＴＢ､ＫＮＴ､ＮＴＡ､ビッグホリデー､東武トップツアーズ等７社 

販売実績：１，７９６席 

・期  間：令和２年１月１日～３月３１日（延長分） 

旅行会社：ＪＴＢ､ＫＮＴ､ビッグホリデー 

販売実績：２１席 

■販売促進施策 

     受注型企画旅行団体による萩・石見空港便の利用席数に応じて、販売インセンティブ

を提供 
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MICE 等団体旅行企画＆素材集 

２ 新市場開拓推進事業 

教育旅行やＭＩＣＥ、女性旅マーケットなど、本県にとって今後の誘客が期待でき

る分野についての取組を継続して実施した。 

（１）ＭＩＣＥ誘致事業 ２，８８７千円  県補助 10/10 

企業の報奨旅行や招待旅行、研修旅行、周年式典や会議を伴う旅行の他、島根のまち

づくりの取り組みなど先進地視察の誘致を促進した。 

 

令和元年度 ＭＩＣＥ団体｢おもてなし｣キャンペーン適用団体 

            【目標】        【実績】 

 件数        ２０件        ４件 

宿泊人数    ２，０００人泊     １６８人泊 

 

①旅行会社の法人営業部門への営業展開 

 ■第８回国内大交流コンベンションに参加 

   期 日：令和元年７月１１日 

   場 所：ベルサール秋葉原（東京都） 

   主 催：ＫＮＴ－ＣＴホールディングス㈱ 

   内 容：ＫＮＴ－ＣＴグループの７つの支店等と商談 

 ■旅行会社訪問 

   期 日：令和元年７月３０日～３１日 

   訪問先：首都圏の旅行会社５件 

②ユニークベニューや企業向け研修プラン、行政視察候補地等のＰＲ 

■福利厚生代行会社を通じた企業へのＰＲ 

    対  象：㈱イーウェル大阪支店管内の企業 

    実  施：令和元年８月 

■北海道及び東北地区の旅行会社にＤＭ 

    発送先：北海道及び東北地区の第１種・２種の旅行会社９０２箇所 

    発送日：令和元年１０月１０日 

■ＭＩＣＥ等団体旅行企画＆素材集の改訂 

  規 格：Ａ４版 カラー ３２ページ 

  部 数：４，０００部 
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教育旅行説明会の様子 

■東海、中部、中四国、九州地区の旅行会社にＤＭ 

    発送先：東海、中部、中四国、九州地区の第１種・２種の旅行会社２，３８８箇所 

    発送日：令和２年３月２４日 

③大型の報奨旅行団体に対する「おもてなし」の実施 

   対 象：シャンデールの報奨旅行 

   期 日：令和元年１１月１２日～１５日 

    参加者：１，４３０名 

④ＭＩＣＥ団体「おもてなし」キャンペーンのＰＲ及び実施 

 ■トラベルニュース山陰特集に広告掲載 

  発行日：令和元年８月２５日 

  部 数：２０，０００部  

■ＭＩＣＥ団体｢おもてなし｣キャンペーンの適用実績 

４件 １６８人泊（うち、インバウンドインセンティブ団体２件 ７３人泊） 

 

（２）教育旅行等誘致事業 ５，９９２千円 県補助 10/10 

事前学習ワークシートや旅行会社に対する助成制度をＰＲし、中学・高校を中心と

した教育旅行の誘致を促進した。特に、近年増えつつある広島での平和学習と組み合

わせたコースをモデルコースとして誘致を図った。 

 

令和元年度 島根県修学旅行助成制度の適用団体 

     【目標】       【実績】       ※助成適用外 

学校数       ２５校       ２０校              ４校 

宿泊人数    ５，２５０人泊   ３，４７３人泊               ３４３人泊 

 

①学校関係者や旅行会社を対象とした教育旅行素材説明会の開催 

 ■教育旅行説明会の開催 

   期 日：令和元年８月２２日 

   場 所：ＴＫＰ東京駅セントラルカンファレンスセンター（東京都） 

   参加者：首都圏の学校関係者、旅行会社、教育旅行関係者１７名 
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現地視察研修の様子 

②学校関係者を招致し、視察研修を実施 

 ■首都圏の学校関係者を対象とした現地視察研修の実施 

   期 日：令和元年１２月２５日～２７日 

   視察地：松江市、出雲市、大田市、江津市、浜田市、邑南町 

   参加者：私立中学・高等学校の先生３名、公立高等学校の先生１名 

 ■中京圏の学校関係者を対象とした現地視察研修の実施（鳥取県観光連  

盟と共同実施） 

   期 日：令和２年３月２５日～２７日 

   視察地：松江市、出雲市、安来市 

   参加者：公立高等学校の先生２名 

 

 

 

③島根県教育旅行素材集の改訂 

 ■島根県内の教育旅行向けの素材を掲載した素材集の印刷用データの作成 

   規 格：Ａ４版 カラー ６０ページ  

④広島県との共同セールスの実施 

 ■広島県・島根県観光連携協議会の一員として、首都圏の公立・私立の学校を訪問営業 

   期 日：令和元年１２月１６日～１７日 

   訪問先：私立中学・高等学校９校、公立高等学校１校、教育旅行関係団体２箇所 

⑤島根県修学旅行助成制度の周知、適用 

  ■県内で１泊以上宿泊し、指定する体験メニューを１つ以上実施する中学校または高等学 

校の修学旅行等に、バス１台につき３０，０００円（島根県内で２泊する場合は１名あ 

たり１，０００円を追加）を助成した。 

 

（３）女性旅マーケット開拓整備事業 ３，９７６千円  一部県補助 

観光マーケットをリードする「女性」のニーズを把握し、女性の視点での魅力づくり

と情報発信を進めた。特に、(株)ポーラが実施する「美肌県グランプリ」で島根県が２

０１２年から２０１８年までの間、日本一に５回選ばれたことを活かして、「しまね＝

美肌」のイメージを定着させる取り組みを進め、女性観光客の誘致促進を図った。 

 

①「美肌県しまね」冬旅キャンペーン特集素材の制作 

 ■｢美肌県しまね｣冬旅キャンペーンの実施に当たり、県内の美肌素材についての取材を行

い、各素材の説明記事、写真、ＰＲデザインを制作するとともに、各媒体に提供した。 
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 〈制作内容〉 

・「しまね美肌スイッチ」のロゴデザイン 

     ・キービジュアルのデザイン 

     ・「美肌県しまね」キーコンテンツの記事・写真 

    （１．温泉 ２．グルメ ３．日本酒 ４．体験 ５．コスメ＆お土産） 

 〈掲載媒体〉 

楽天トラベル特集ページ  令和元年１１月～令和２年３月 

   じゃらん net 特集ページ        同上 

     しまね観光ナビ特集ページ       同上 

      ご縁旅しまね Vol23      令和元年１０月発行 

②夜行バス利用者向け｢快適美肌旅プラン｣の実施  

 ■夜行バスで早朝に到着する旅行者の快適性向上を目的に、朝食や入浴、メイクや休憩 

のできる部屋の提供をセットにしたプランを企画・実施した。 

内  容：プランＡ 入浴（またはシャワー）＋パウダールーム（休憩場所） 

プランＢ 入浴（またはシャワー）＋パウダールーム（休憩場所）＋朝食 

  対象施設：松江市内３施設  

出雲市内１施設 

    期  間：令和元年７月～ 

    利用者数：プランＡ：１５９人（男性３３人、女性１２６人） 

プランＢ：１１０人（男性３８人、女性７２人） 

③美肌講座の開催 

 ■｢美肌県しまね｣冬旅キャンペーンについて業務委託を行っている(株)リクルートライフ

スタイルの社員向けに、｢美肌県しまね｣を感じていただく講座を実施した。 

日時：令和元年１１月１５日（金）１８：００～１９：４５ 

  会場：グラントウキョウサウスタワー２４階（東京） 

  対象：㈱リクルートライフスタイルの社員 

 内容：１．㈱ポーラ「ニッポン美肌県グランプリ」と美肌観光の取り組みについて 

     ２．～知れば知るほど美肌に！？温泉でもっと美肌になりましょう～ 

        講師  藤田 智加 氏 

     ３．～日本酒発祥の地・島根県で美肌とマリアージュ～ 

        講師  小幡 美香 氏 

４．美肌のモト試食・試飲（しまねのタピ肌ドリンク、島根の日本酒,酒粕クリー

ムチーズ、出西生姜、はちみつナッツ、日和高原えごまミルクジャムなど） 

参加人数：１９名 
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美肌カセット 

美肌県 PR リーフレット 

④美肌カセットの改訂 

 サ イ ズ：３種類 

 

 

⑤美肌県ＰＲリーフレットの作成 

仕  様：巻き三つ折り、Ａ４サイズ 

制作部数：３５，０００部 

 

 

⑥(株)ポーラと連携した「美肌県しまね」のＰＲ 

  ■(株)ポーラから化粧品サンプルの提供を受け、日本旅行が造成する島根県方面の第２ブ

ランド商品成約者特典として活用し、「美肌県しまね」の印象付けを図った。 

    発地エリア：西日本・九州 

    提 供 数：令和元年度下期１，５００個、令和２年度上期１，５００個 

⑦キャッチコピー「ご縁も、美肌も、しまねから。」ロゴマークの利用促進 

■美肌県の認知度向上を目指し、平成２９年度に作成したキャッチコピー 

「ご縁も、美肌も、しまねから。」ロゴマークの利用を促進した。 

利用承認件数：３０件（県内２０件／県外１０件） 

 

 

 

 

⑧美肌素材観光メニューの開発支援 

 ■大田エリアにおける美肌観光の素材を活用して、商品化と販売に向けた支援を行った。 

  ・アナゴを使った料理のプロデュース（波根地区、三瓶地区） 

 ・（一社）島根おおだ健康ビューローが主催するヘルスツーリズムのプログラムを美肌

をテーマとして販売支援 

・美肌をテーマとしたモデルプログラムを作成 

                                                  

        

ロゴマーク 

大田あなご膳 あな GO ベーグル
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３ 受地整備推進事業 

地域の資源を活かした魅力的な受地づくりを行うとともに、着地型観光を推進した。 

 

（１）ガイドツーリズム促進事業   ２千円 

島根県内で観光ガイド活動を行っている団体・個人の情報発信を行った。また、出

雲神話語り部の会に所属するガイドを旅行会社等の要請に応じて紹介した。 

 

①旅行会社主催のツアーに「出雲神話語り部の会」のガイドを手配・派遣 

■派遣先 クラブツーリズム   ５９１名 

星野リゾート界出雲     ３２名 

     その他         ２１名  

 

（２）食を活用した観光促進事業  １，０５８千円 

島根の食資源を活かした食の魅力づくりと情報発信、誘客活動を行った。 

 

①「石見の神楽めし」のＰＲおよび企画実施を支援 

■石見ツーリズムネット、石見観光振興協議会と連携し、「石見の神楽めし」のＰＲにつ

いて支援した。 

    ・パンフレットの作製 ３５，０００部 

    ・オロチ丼Ｎｏ.１決定戦、えびす丼Ｎｏ.１決定戦 

      Ｎｏ．１決定戦のチラシ作製を支援し、広報の素材として活用するとともに神楽

めしの認知拡大に協力した。 

 

 

 

 

※第７回石見の肉まつり 

      石見の肉を一堂に集めたイベントを石見ツーリズムネットと共催し、地元産の肉

とともに石見の神楽めしのＰＲを３月７日（土）～８日（日）に計画していたが、

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止した。 

 

 

 

 

神楽めし （イメージ） 
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（３）着地型旅行商品支援事業  ９６０千円  

地域の魅力を活かした着地型旅行商品の拡充に向け、現場に入って地元観光協会や

観光事業者と連携し着地型旅行商品の造成と販売の支援を行った。 

 

①「高津川フードツーリズム」モニターツアーの実施 

益田市、津和野町、浜田市にまたがる行程で鮎、山葵などの高津川流域の食に関する素 

材を組み合わせた着地型ツアーの開発に向けた実証的な取組みとしてモニターツアーを

実施した。 

    実施日：令和元年６月２８日～６月３０日 

参加者：首都圏・東北地区のレストラン経営者（オーナーシェフ）等 ８名 

（事務局担当者を含む） 

 

 

４ 人材育成事業 

観光産業や観光振興を担う人材育成を目的とした研修を実施した。 

 

（１）研修事業  ４３７千円  

観光関連産業や観光協会に従事する職員等を対象とした研修を実施した。 

 

 ①隠岐地域デジタルマーケティングセミナーの開催 

  ■隠岐地域の観光関係者を対象としたデジタルマーケティングセミナー及びワークショッ

プを、隠岐観光協会と共催した。 

    日  程：令和元年９月１８日（水）～９月２０日（金） 

    場  所：隠岐の島町、島前地域 

    講  師：㈱デイアライブ 代表取締役社長 今西建太氏  

    参加者数：２７名 

 

               

 セミナー・ワークショップの様子 
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５ 情報収集・提供事業 

会員等へ観光連盟の事業活動等についての情報提供を行った。また、観光マーケッ

トの動向について分析し、会員等へ情報提供を行った。 

（１）部会・ブロック会議開催事業  ０千円  

 実施なし 

 

（２）情報提供事業  ８５千円  

会員等へ観光連盟の事業活動等についての情報提供を行った。また、観光マーケッ

トの動向について分析し、会員等へ情報提供を行った。 

 

①島根県観光連盟メールマガジン「島観連つうしん」を配信 

・４月～１月 計１１回配信 

②平成３０年度 美肌県グランプリ No.1 記念「しまね冬旅キャンペーン」の 

アンケート分析と情報提供 

   ・応 募 総 数：１，５５５人 

   ・情報提供先：関係の旅館組合等 

 

 

６ 観光ウェブサイト事業 

（１）「しまね観光ナビ」運営事業 2１，６４４千円 

島根県観光情報ホームページ「しまね観光ナビ」の管理運営業務を行った。 

 

①美肌を基調としたデザインへリニューアル 

■ＴＯＰページの改修 

  ・「ご縁も美肌もしまねから」をイメージテーマとしデザインを一新 

  ・「美肌関連スポット」をランキング表示するなど一部機能を改修 

■下層ページの改修 

   ・スマートフォンにおける閲覧性の向上や回遊性の向上を図るためデザインや一部機 

能を改修 

■観光スポットのデータベース照査 

・観光スポットとして登録している８００スポットに対して、最新基本情報の調査なら

びに更新作業 

 

県補助 10/10 
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②美肌温泉特集の制作 

■美肌観光の主要素材の一つである「温泉」の情報を充実させ、「美肌県しまね」に興味 

を持った県外在住者の来訪意欲向上に繋げる    

■県内 62箇所の温泉地情報について、美肌効果の観点から紹介 

■有識者を活用し効能面からも島根県の温泉の魅力を伝える 

③特集ページ制作・更新 

■しまねの日本遺産を巡る 

島根県内で認定された 5つの日本遺産の魅力を伝える特集 

■万葉集ゆかりの地 

    新元号「令和」の出典である『万葉集』ゆかりの地を周辺観光情報と合わせて紹介 

■石見銀山ぶらり（更新）  

石見銀山周辺エリアの町歩きを促す特集（レイアウトや店舗情報を大幅更新） 

  ■「美肌県しまね」冬旅キャンペーンページ 

    冬季の誘客施策として展開する「美肌県しまね」冬旅キャンペーンを PR する特集 

  ■タピ肌ページ 

    今年度展開した県観光プロモーション「タピ肌」の内容を新年度に向け調整 

④ピックアップ記事（ブログ型記事）の制作・更新 

島根のおすすめ縁結び・パワースポット 17 選／ご当地スイーツにいちご狩り！安来のいち

ごで縁結び／隠岐の島を満喫！現地ツアーでおすすめ観光地を巡ろう！／「庭園日本一」

足立美術館の魅力とは／シーズン到来！子供から大人も楽しめる島根のおすすめゲレンデ

／島根の冬の夜を彩るイルミネーション情報 2019／島根の冬の味覚カニ！松江の「かに小

屋」が期間限定でオープン！／古代より伝わる不思議！出雲の「まがたま」を知る！作る！

巡る！／お店で食べられる島根の郷土料理 17 選！出雲そばから里山のジビエまで、エリア

別にご紹介／島根の名建築！美術館と劇場が融合する「グラントワ」の空間芸術／海神楽

で幻想的な体験を！絶景の海岸で石見神楽を鑑賞／日本最大級！10 年に一度の船神事」 

計１２本 

⑤既存コンテンツ情報更新・改修 

ＧＷモデルコース（６コース）／島根の桜名所＆お花見スポット情報／島根のフラワース

ポット／しまねの卒業旅行＆春休み学生旅行／冬のグルメ旅〜島根にカニを食べに行こ

う！／島根の夏祭り＆花火特集／島根の紅葉情報／島根のアウトドアスポット･山･海･湖

で遊ぶ！／神在祭特集／秋の夜長を楽しむライトアップ情報／島根のフラワースポット／

島根にほたるを観にいこう／萩･石見ぶらり手形／島根の味覚狩りに行こう！／奥出雲 そ

ば街道を行く特集 計１４本 

⑥新着情報・イベント情報などの発信 

■新着情報（６３件） 

■イベント情報（２６３件※うち会員等からの情報登録７８件） 
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⑦閲覧実績 

■期      間：平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

■セ ッ シ ョ ン数：３，１５２，４０２（昨年対比１１４％） 

■総ページビュー数：６，６７４，９６６（昨年対比１０３％） 

■ユ ー ザ ー数：２，１６７，１０９（昨年対比１１６％） 
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７ その他 

（１）収入の状況 

 

①観光キャラクター使用許諾料収入  

■有償使用 県外 １２１件 商標使用料     ５８６，７７４円 

②キャラクターイベント等の出展に伴う「しまねっこグッズ」関連収入 

■物販実施イベント    ７件 

手数料収入 ３３６,１５０円 

③観光支援自動販売機の設置 

   ■設置台数：計１４台 

        (平成３０年度までに設置した所) 

     島根県庁県民室 

     島根県民会館ホール前広場 

     ＪＲ出雲市駅待合室 

     ＪＲ出雲市駅上りホーム 

     ＪＲ松江駅上りホーム 

     松江アーバンホテル（２台） 

     湯田山荘 

   （令和元年度の新規設置箇所） 

     出雲空港（２台） 

     島根県立八雲立つ風土記の丘 

     松江城 

     松江フォーゲルパーク 

いっぷく処 清松庵 

  ■寄付金額 ５８７，０２６円 

 

 

（２）理事会・通常総会の開催 

【第１回理事会】 

  期日 令和元年５年２４日 

  議事 審議事項 

      ①会員の入会について 

②平成３０年度事業報告（案）について  

       ③平成３０年度決算（案）について 

       ④令和元年度通常総会の開催（案）について 
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 【通常総会】 

  期日 令和元年６月１１日 

  議事 審議事項 

第１号議案 平成３０年度決算（案）について 

      第２号議案 役員の選任（案）について   

 報告事項 

①平成３０年度事業報告について 

②令和元年度事業計画について 

③令和元年度収支予算について 

④会員の入会及び退会について 

 

 【第２回理事会】 

  期日 令和元年６月１１日 

議事 審議事項 

       ①会長、副会長、専務理事の選定について 

②専務理事の報酬等の額の決定について 

     報告事項 

      ①会長、副会長及び専務理事の職執行状況について 

 

 【理事会決議の省略】 

  期日 令和元年９月１０日 

  議事 審議事項 

①令和元年度収支予算の変更（案） 

 （旅行会社商品造成支援事業） 

（｢しまね観光ナビ｣運営事業） 

 

【理事会決議の省略】 

  期日 令和元年１０月７日 

  議事 審議事項 

①令和元年度収支予算の変更（案） 

 （萩・石見空港を活用した誘客促進事業） 

 

【第３回理事会】 

  期日 令和元年１１月１３日 

  議事 報告事項 

   ①会長、副会長及び専務理事の職務執行状況について 

    ②令和元年度収支予算の変更に係わる書面決議について 

    ③令和元年度事業執行状況について 
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審議事項 

①会員の入会について 

      ②理事会権限の会長への委任について 

     協議事項  

    ①令和２年度事業計画の検討について 

 

【第４回理事会】 

期日 令和２年３月２３日 

議事 報告事項 

      ①新型コロナウイルス感染症に関わる事務事業への影響について    

②会長、副会長及び専務理事の職務執行状況について 

③令和元年度事業執行状況について 

④令和元年度決算見込みについて 

⑤令和２年度島根県観光振興施策について 

審議事項 

①令和２年度事業計画（案）について 

②令和２年度収支予算（案）について 

③会員の入会について 

④公益社団法人島根県観光連盟 就業規程の改定（案）について 

⑤公益社団法人島根県観光連盟 嘱託職員就業規程の改定（案）について 

⑥公益社団法人島根県観光連盟 ハラスメント防止に関する規程の改定（案）について  

⑦公益社団法人島根県観光連盟 給与規程の改定（案）について 

       

 


