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令和元年度事業計画  

【基本方針】 

■平成３０年度に取り組んだ５つの事業（①～⑤）について、事業成果を踏まえて引き

続き取り組む。また、これまで県受託事業として行ってきた事業⑥について、連盟事業

として主体的に取り組む。 

①旅行会社や大型団体に加え、テレビ・映画等のロケ誘致及びマスメディアへの営業活動を展

開し、個人旅行者（消費者）への訴求を強化する「県外誘客プロモーション事業」 

②今後の伸びが期待できる教育旅行、ＭＩＣＥ、女性旅マーケットなどの分野における顧客ニ

ーズの把握に努め、満足度の高い商品提案を行って誘客に取り組む「新市場開拓推進事業」 

③食を活用した観光の促進、地域資源を活かした着地型観光の推進などにより、魅力的な受地

づくりを一層推進する「受地整備推進事業」 

④観光産業や観光振興を担う人材の育成に取り組む「人材育成事業」 

⑤会員等の意向を運営に反映させ、相互に協力して観光振興に取り組む「情報収集・提供事業」 

⑥｢しまね観光ナビ｣を観光マーケティングツールとして活用する｢観光ウェブサイト事業｣ 

 

【取組の視点】 

■本県の観光を取り巻く以下の動きと連動し、効果的に事業に取り組む。 

２０１９年 

①萩・石見空港便の２便化継続（２０１８年度・２０１９年度） 

②浜田開府４００年 

③映画「高津川」公開 

④出雲大社平成の大遷宮完了（３月） 

⑤ホーランエンヤ（５月） 

⑥山陰ＤＣアフターＣＰ（７～９月） 

⑦ニッポン美肌県グランプリ２０１９（１１月） 

２０２０年 

①東京国立博物館「出雲と大和」（１～３月） 

②全国植樹祭（春） 

③東京オリンピック、パラリンピック（７～９月） 

④ラフカディオ・ハーン来日（来県）１３０年 

⑤島根県観光キャラクター｢しまねっこ｣１０周年（１月） 

■島根県や広域観光推進組織との役割分担と連携のもと、専任職員を配置している強み

（「専門性」・「継続性」）を最大限に活かして活動する。 

■施策の推進にあたっては、ターゲット及び数値目標を明確に設定し、結果の検証を行

うＰＤＣＡを進めていく。 
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（７，６５３千円） 

※（ ）内は平成３０年度の予算額 

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・販売を促進する。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る。 

（１）営業・宣伝活動事業 ２，０００千円 （４，７００千円） 

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

する。 

 

・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 

 ・県外の旅行会社店頭での宣伝、営業キャラバンの実施 

 ・県外イベントへの参加（ツーリズムＥＸＰＯ、島根ふるさとフェア等） 

 ・各種会議への参加（ＤＷ、県主催観光情報説明会等） 

 

（２）ロケ地ツーリズム等推進事業 １４，７００千円  

             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する。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る。 

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って島根の観

光情報の発信を促進する。 

 

・島根フィルムコミッションネットワークのホームページ運営 

・ロケ地を活用した誘客促進（ロケ地マップ作成） 

・マスメディアへの取材費助成【新規】とマスメディアへの観光情報掲載促進営業 

マスメディア掲載目標（雑誌・新聞・ラジオ・ＷＥＢ記事・テレビ情報番組） 

件数      広告効果（NHK と WEB を除く） 

２０１９年度   ４８件     ９０，９００千円 

２０２０年度   ５４件     ９６，３００千円 

２０２１年度   ６１件    １０２，９６０千円 

※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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県補助 10/10 

（３）旅行会社商品造成支援事業 １４，７００千円 （５４，２００千円）   

  

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る。併

せて、北海道、東北などの新しい市場の開拓を行う。 

 

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

・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 

・旅行会社担当者の現地視察研修を支援 

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

パンフレット商品・ＷＥＢ商品の造成目標 

【出雲地区商品】     商品数（パンフ・ＷＥＢ）   送客人数 

           ２０１９年度      ３２個         １９，５００人 

        ２０２０年度     ３２個         １９，５００人 

        ２０２１年度     ３２個         １９，５００人 

       【隠岐地区商品】 

           ２０１９年度        ５個            １，８００人  

        ２０２０年度       ６個           ２，１００人 

        ２０２１年度        ７個            ２，４５０人 

 

 

（４）観光情報説明会開催事業 ４，０００千円 （３，０００千円）  

 

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

換会を開催する。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する。 

 

・主要都市で旅行会社を対象とした観光情報説明会、意見交換会、商談会を開催（東京、大阪

等） 

 

（５）情報発信ツール作成事業 １０，１３０千円 （１２，２００千円）  

   

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、ポスター等を作製する。また、島根県観光キャラクター「しまねっこ」を活

用したＰＲを行う。 

県補助 6,000 千円 

県補助 10/10 
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・旅行会社向け観光素材集「旅の縁」の作成 

・旅行商品で活用する誘客ツールの作成 

・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 

・各種の宣伝ツールを活用して情報発信を実施 

 

 

（６）誘客ネットワーク支援事業 ７００千円 （１，０００千円） 

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・連携を強化する。 

 

・民間事業者組織による旅行会社等への営業活動を支援 

・民間事業者組織による受地づくりや情報発信の支援 

 

 

（７）観光大使活用事業 ７００千円 （１，９００千円） 

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を図る。 

  

・観光大使の派遣 

 ・観光大使のスキルアップ研修 

 

 

（８）萩・石見空港を活用した誘客促進事業 ５２，０３０千円 

 

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

図る。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る。 

 

・個人観光客の誘客促進に向けて、リアルエージェント・ＯＴＡ等による販売促進 

・「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 

・萩・石見空港で借りるレンタカーの料金割引によって個人客を誘致【新規】   

・山口県と連携した個人型旅行商品の造成・販売促進 

・大手旅行会社等が扱う受注型企画旅行団体による利用促進 

２０１９年度 羽田空港～萩・石見空港路線        販売目標 

・東京地区販売 個人旅行、ＤＰ、ＷＥＢ     ９，２００席 

・東京地区販売 受注型企画旅行団体        ２，２５０席 

 

（４９，６５０千円）  県補助 10/10 



令和元年度事業計画 

 

 

 

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する。 

 

（１）ＭＩＣＥ誘致事業 ４，５００千円 （４，５００千円）  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する。 

 

・旅行会社の法人営業部門への営業展開 

・ユニークベニューでのパーティープランや企業向け研修プラン、行政視察候補地等の PR 

・MICE 団体「おもてなし」キャンペーンのＰＲ及び実施 

・インバウンドの MICE 団体へ｢おもてなし｣対応を実施【新規】  

 

ＭＩＣＥ団体｢おもてなし｣キャンペーン適用団体 誘致目標 

             件数        宿泊人数 

２０１９年度     ２０件     ２，０００人泊 

２０２０年度      ２４件    ２，４００人泊 

２０２１年度      ２８件    ２，８００人泊 

 

 

（２）教育旅行等誘致事業 ７，３５０千円 （７，３５０千円） 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する。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る。 

 

・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（東京、名古屋） 

・学校関係者や旅行会社担当者を招致し、視察研修を実施 

・島根県修学旅行助成制度の周知、適用 

・島根県教育旅行素材集の改訂 

島根県修学旅行助成制度の適用団体 誘致目標 

                          学校数        宿泊人数 

２０１９年度    ２５校     ５，２５０人泊 

２０２０年度    ２８校      ５，８８０人泊 

２０２１年度      ３１校     ６，５１０人泊 
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（３）女性旅マーケット開拓整備事業 ２，０００千円 

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

と情報発信を進める。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る。 

 

・しまね観光ナビ『美肌特集ページ｢私だけの美肌旅｣』の情報更新と旅プランの活用 

・美肌県ＰＲリーフレットの改訂 

・夜行バス利用者向け｢快適美肌旅プラン｣の企画実施  

・美肌講座の開催 

 

 

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、着地型観光を推進する。 

 

（１）ガイドツーリズム促進事業  １００千円 （１５０千円） 

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う。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する。 

 

・観光ガイドを行っている団体・個人の活動概要等について、しまね観光ナビで紹介 

・出雲神話語り部の会のガイドを旅行会社主催のツアーに紹介 

 

 

（２）食を活用した観光促進事業 １，２００千円 （２，０００千円） 

島根の食資源を活かした食の魅力づくりと情報発信、誘客活動を行う。また、付加価

値の高いメニュー開発等に取り組む。 

 

・「石見の神楽めし」、「ご島地グルメ」の開発、ＰＲ支援 

・食材、メニュー写真の保存・提供 

 

（３）着地型旅行商品支援事業 １，２００千円 （１，５００千円） 

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う。 

（１，５００千円） 
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・島根の食や伝統技術を活かした体験型観光コースの掘り起こし 

・県外の旅行会社やクリエイティブクラスの旅行者等の視点で着地メニューを磨き上げ 

 

 

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する。 

 

（１）研修事業 ５００千円 （５００千円） 

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する。 

 

・観光産業の専門家を講師に招いて研修を実施 

・観光協会や連盟事務局職員のスキル向上研修 

 

 

５ 情報収集・提供事業 

会員や観光関係事業者等と意見交換・情報交換を行って、相互に協力をして観光振

興に取り組む。 

（１）部会・ブロック会議開催事業 １００千円 （１５０千円） 

民間会員や市町村・観光協会等との意見交換会を開催する。 

 

・市町村及び観光協会との意見・情報交換会 

・民間事業者を交えたブロック別やテーマ別の意見交換会 

 

（２）情報提供事業 ２００千円 （５００千円） 

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う。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う。 

 

・島根県観光連盟メールマガジン「島観連つうしん」を配信 

・しまね冬旅キャンペーン（２０１８）のアンケート分析と情報提供 
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６ 観光ウェブサイト事業 

（１）「しまね観光ナビ」運営事業 １０，６４４千円 （７，３３４千円） 

 

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う。 

 

・特集ページ製作 

・キャンペーン、イベント情報などの発信 

・旅行商品の販促やマスメディア向け情報発信との連動 

・アクセス数の把握・分析 

 

７ その他 

（１）事務局体制 

近い将来にインバウンド事業を観光連盟で実施することを視野に入れ、正規職員１名 

を引き続き島根県観光振興課国際観光グループへ出向（研修派遣）させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）自主財源の確保 

  自主財源の増加を図るため、以下の取り組みを実施する。 

 

  ・観光振興に資するための寄付型自動販売機を設置 

  ・しまねっこグッズの付随的な販売（キャラクターイベント等に出展時） 

    ・新規会員の勧誘 

県補助 10/10 

課長 書記

事務局長 （事務局長兼務） （プロパー）

（プロパー）

課長 書記

（プロパー） （プロパー）

専務理事

３名

4名嘱託職員

※うち１名は県へ研修派遣

１名

※１名増

総務企画課

営業課

嘱託職員 ４名
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営業・宣伝活動 2,000 (4,700)

ロケ地ツーリズム等推進 14,700 (7,653)

旅行会社商品造成支援 14,700 (54,200)

観光情報説明会開催 4,000 (3,000)

98,960 情報発信ツール作成 10,130 (12,200)

(134,303) 誘客ネットワーク支援 700 (1,000)

観光大使活用 700 (1,900)

萩・石見空港を活用した誘客促進 52,030 (49,650)

　

ＭＩＣＥ誘致 4,500 (4,500)

教育旅行等誘致 7,350 (7,350)

204,523 13,850 女性旅マーケット開拓整備 2,000 (1,500)

(236,768) (13,350) 　

ガイドツーリズム促進 100 (150)

食を活用した観光促進 1,200 (2,000)

2,500 着地型旅行商品支援 1,200 (1,500)

(3,650)

500

(500) 　

部会・ブロック会議開催 100 (150)

300 情報提供 200 (500)

(650)

10,644

(7,334) ※H30年度は県受託事業として実施 　

　

77,769

(76,981)

法人管理

法人の管理運営 77,769 (76,981)

研修事業 500 (500)

人材育成

情報収集
・提供

観光ウェブサイト

「しまね観光ナビ」運営 10,644 (7,334)

（　　）内は、
前年度予算

受地整備
推進

単位：千円

県外誘客
プロモーション

平成31年度
予算総額

新市場開拓
推進

平成３１年度 事業体系 

 


