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】

滋賀の素敵な旅をプロデュース！！

オリジナルな感動の旅を滋賀で実現
地域の
「いい旅さがし」
をサポートします
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エコツーリズム協会しがの滋賀県における取組みは、今後は過去10年の実績
を基にして持続可能なエコツーリズムのあり方について、
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。

数々のエコツアーを企画・実施。多彩なエコツアープログラムが提供できます。
エコツーリズム協会しがの
「エコツアー」
プログラム実施例

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

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

ディスカバー滋賀に

滋賀にしかない素敵な旅は

滋賀の着地型観光はおまかせください
[地域の宝を活かしたプログラム]
琵琶湖をキーワードに
様々なテーマでの感動を見つけ出す。
それが、
ディスカバー滋賀

食
歴史

地域の魅力「宝」の発見によるグッドプログラムの提供

農業

訪れた地域の自然や、生活様式、文化、産業、人などの地域の
個性的な魅力は旅行の重要な要素の１つです。
様子に限らず、実は毎日耕している田畑の景観、周囲の自然
と生活の関わり、土地に伝わる生活の知恵など、様々な日々
の営みまでもが魅力なのです。

森林

島

地域の個性的な魅力とは、原生的な自然の中での動植物の

暮らし

自然
文化

昔からその土地に暮らしているお年寄り、生業を営んでいる
人たちに、自分が大切にしている場所や風景、現象などの話
を聞いて、それらをもとにプログラムづくりをします。
一方で、旅行者などの外部の感性について、旅行者が立ち止
まっている場所や、驚いている様子など、旅行者の行動を観
察し、そこから、旅行者が感動した、おもしろかった、楽しかっ
たと考えられることを整理して、
プログラムづくりをします。

ひとつのテーマを掘り下げたり、複数のテーマを関連づけたり
様々なタイプの体験学習プログラムが可能です。
ディスカバー滋賀がコーディネートいたします。

また、子供の感性をについて、感受性の豊かな子供の視点に
立って、資源をチェックすることで、
これまでは気づかなかっ
た面白さを発見しプログラムづくりをします。

[受け入れ体制]
地域で活動する方々と
県内の観光事業者をネットワーク
それが、
ディスカバー滋賀
地域で活動する方々と連携してニーズにお応えします
滋賀県では早くから地域での自主的、主体的な活動が活発であり、琵琶湖をはじめとする自
然や先人が面々と築いてきた歴史や文化を活かした体験活動も活発に行われてきました。
これらの取り組みについては、
１つの団体や地域で取り組むには限界があり、
これらの地域
力を結集して取り組むため、ディスカバー滋賀 がお役に立ちます。
情報提供や地域の資源に磨きをかけ、
さらに活かすための手法、
さらにはガイダンスや人材
育成、多様な主体との連携・協力等について積極的に取り組んでいます。

修学旅行で求められる「環境」
「生活・文化」
「交流体
験」などのテーマを、新しい体験プログラムで提供

企業のインセンティブ旅行のご提案
会議・セミナー・研修など地域ならではのプラン提供

魅力いっぱいの滋賀をステージに
心に残る同窓会・同期会を企画いたします

現在、修学旅行は発地の旅行会社によって、修学旅行先

企業、組織団体、官公庁、自治体、宗教団体、学校などのご

アクティブな団塊世代・グッドシニアの皆さまへ退職・還暦

の素材の掘り起こしや企画立案が行われていますが、地

担当者さまへビジネスパートナーとしてお客様の抱える

記念の同窓会旅行を現地集合・解散型で全国から集う新し

域に密着した素材（特に人）の掘り起こしには、豊かな人脈

課題解決に貢献します。様々なお客様の要望に対して、
イ

い旅のカタチとしてご提案します。

ときめの細かい配慮が必要で、発地の旅行会社だけの取

ンセンティブ旅行、
イベント、大会、周年事業、学校行事な

地域まるごとで取り組む「地域ならではのおもてなし」を体

組みには限界があります。

ど提案をさせていただきます。

感していただき、地域との交流を通して、団塊世代・グッドシ

そこで、地域のＮＰＯ・団体、地域住民グループと広いネッ

視察先や行程を厳選し現地の交流先や、特別講師なども

ニアの皆さまの培われたお知恵や経験を地域にお教えい

トワークを持つ専任プロデューサーが、地域の皆様と協働

手配いたします。

ただき、
ご自分の地域でも活用していただくきっかけにし

して、その場限りの体験観光にとどまらない、新しい学習

社員のモチベーションアップや士気の向上にもつながる

ていただけます。これから先のライフワークを豊かにする

プログラムの開発に取り組んでいます。

式典、旅行等の企画・運営をご提案いたします。

旅を滋賀でお確かめください。

[滋賀にしかない素敵な旅のコンテンツづくりを実践]
滋賀にしかないエコツーリズムの感動プログラムがどんどん生まれています。
それが、
ディスカバー滋賀
エコツーリズム協会しがは設立以来10年にわたって、環びわ湖の各地の魅力的な資源を活かしたプログラムの開発とエコツアーを企画・実施してきました。

地元の「食」
をテーマにしたプログラムの提供
もち料理、
お米料理、大豆・豆料理、
いも料理、行事食、漬物、
山菜・きのこ料理
など、地域に人たちにとっては普段当たり前にしている
「地域の食文化」
を旅
のプログラムとしてご提案します。
「見るだけでは物足りない、味わってこそ食文化」。食はまさにコミュニケーシ
ョン。旅行客の人に喜んでもらい、交流することで地元の連帯感も強くなりま
す。
そして、都市の人たち、全国からも来ていただけるようにな本物を目指して
います。
地域の食文化やそれを育んできた地域の風土や自然、
そして人々の暮らしぶりを解説する地元の
「食の学芸員」。例えば
春の山菜は山菜取りの名人たちが来場者を野山に案内し、地形・地質・水や風や光と山菜の関係を説明しながら採取の
マナー、食べ方、
アクのぬき方、保存の方法を伝授する。
もちろん取りたての山菜をその場で野外料理して味わうプランも
企画できます。

里地・里山・里湖地域と都市との交流の場づくり
日本の農山村には、美しい景観や伝統文化、昔ながらの暮らしなど、世界に誇
れる魅力的な資源があります。
しかし現状は、過疎化や高齢化など深刻な課題に直面している地域も多く、
集落機能の維持も難しくなってきています。
一方で都市型企業では、人材育成、活力ある組織づくり、社会貢献など様々な
企業活動において、従来の枠にとらわれない実践的・効果的なプログラム導
入が課題となっています。
私たちが取り組む都市農村交流型ツーリズムは、農山村の資源を活用して都市型企業が抱える課題の解決を図るとと
もに、農山村地域の
「経済活性化」
「にぎわい創生」
にも貢献することを目的としています。

滋賀の伝統的な「暮らし」を見て交流の機会づくり
滋賀県は地域の豊かな自然、歴史文化資源、風土によって育まれた食や伝統
産品等が多彩にあるにもかかわらず、
その魅力や強みは県内外に十分認知さ
れていないためポテンシャルを生かせていません。
そこに住む地域住民の取組
み意欲を高めながら、
自然と人と地域、
その個性が輝くよう
「もったいない資
源」
の活用を図ることが地域を元気にするために必要です。
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
ニューツーリズムを地域と協働し総意でつくり上げたいと考えます。
琵琶湖周辺には古くから、針江のカバタなど水によって育まれてきた生活文化が、今なお受け継がれています。湖に浮か
ぶ島での暮らしなど伝統的な暮らしや行事が残り、琵琶湖とのかかわりを体験できます。

自然の豊かさに触れ五感をフルに活用するエコツアー
滋賀県の大半を占めると思われている日本一大きな湖の琵琶湖は、実は県土
の6分の1。湖を囲む森林は琵琶湖の水を育む水源かん養機能など多様な役
割を果たしています。
その森林をトレッキングやスノーシューなどのアウトドア
を通して体験できます。
琵琶湖を取り巻き分布する森林は、
かつては、水害の防備や農用林(里山)とし
て、大きな役割を果たしていましたが、今日ではその多くが開発にさらされた
り、管理が放棄されたりして、
その姿を失いつつあります。
森や里山は、貴重な自然が育まれる場所でもあります。
このような自然環境を人々とともに守り育て、後世に残していくた
めに、県内では様々な活動が行われています。
この森や里山を訪ねて、
自然にふれ親しむ環境学習や体験学習の場として活用し、五感をフルに活かして自然の中で自分
を見つめ直す絶好のフィールドとして癒しの時間を過ごせます。

ディスカバー滋賀は、ご要望をお聞きして最適なプログラムをご用意しいたします。

観光を通じて持続可能な社会づくりを目指します
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/

「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

【取り組み】 地域資源を活かしたエコツーリズムの推進

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

代表理事 川戸 良幸

【取り組み】 滋賀版エコツーリズムＤＭＣの実施体制

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、早急に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。

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。今後、全国の旅行
会社に向けて企画提案する共同プロモーションに取組みます。

ディスカバー滋賀は第2段階へ進化します
2018年 ディスカバー滋賀プロジェクトを始動
私たちはこの事業を「地域を元気に！エコツーリズム推進・プラットホーム事
業」
として位置づけ、琵琶湖につながる湖国の魅力を伝えるニューツーリズム
×着地型旅行の交流ツーリズム推進を、
日本エコツーリズム協会の助成を得
て
「環びわ湖エコツーリズム・プロジェクト」事業として２０１２年にスタート
しました。滋賀ならではの魅力的なの着地型旅行プログラムを全国に紹介し
受注する「ディスカバー滋賀」
プラットホームとして機能し、全国に向け誘客
プロモーションを展開します。事業の推進にあたり、
プログラムの実践団体と

のネットワークを立ち上げ、活動について議論を進めていきます。今後は、行
政、各種団体、観光事業者などへ幅広い参加を募ります。
今後の展開として、企画造成したプログラムやコンテンツを、
「ディスカバ―
滋賀」サイトを活用し、予約・販売する事業に発展させていきます。
また、修学旅行や校外学習の受け入れについても、積極的にプログラムの整
備を進めながら情報発信し、学校や旅行会社への訴求により誘致を図って
いきたい考えです。

2019年 エコツーリズムDMCを構築受入体制の確立
旅行サービス手配業・ランドオペレーターを始動
多様化・高度化する旅行者のニーズに応えうるのは、地元主導による
「着地」の
魅力を丁寧にプログラム化し提供する
「着地型旅行商品」
「エコツアー商品」が
切り札になることを再確認したところです。
そこで、県内各地域のプログラム提
供団体と着地型に特化した旅行業社が連携する地域ぐるみで多彩な主体の参
加による新たな観光推進組織を構築します。
「旅行業法」
の改正、
特例措置等に

より、地域主導による旅行商品の取り扱い範囲も拡大するなど条件整備も進め
られ、
「観光」のあり方を転換する絶好の機会であり、滋賀ならではの“着地型観
光”“エコツーリズム”推進体制を創設するためには、地域の多彩な主体が関
わって協力し合いながら進めることがポイントになります。旅行業登録を持つ
「地域観光プラットフォーム」
として、
地域の観光による活性化に貢献します。
そのため、２０１８年１月に施行された「旅行サービス手配業（ランドオペ
レーター）
に登録しました。

エコツーリズム特化型地域観光DMCプラットホームとして全国展開
ディスカバー滋賀運営主体・DMCランドオペレータ中核組織
琵琶湖汽船株式会社（滋賀県知事登録旅行業

地域観光プロデュースセンター（滋賀県知事登録

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

【地域観光プロデュースセンターの受賞表彰】

第２-２５６号）

旅行サービス手配業

大津市瀬田5−20−3

TEL 077-532-7286

第１号）

●第５回エコツーリズム大賞
（環境省）
特別賞受賞
●第３回地旅大賞
（全国旅行業協会）
特別賞
●第３回ジャパン・ツーリズム・アワード特別賞を受賞

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/

