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観光地域づくり法人形成･確立計画 

                       記入日：令和４年１０月１８日 

 

１. 観光地域づくり法人の組織 

 

申請区分 

※該当するものを〇

で囲むこと 

広域連携ＤＭＯ･地域連携ＤＭＯ･地域ＤＭＯ 

観光地域づくり法人

の名称 

（公社）長浜観光協会 

マーケティング･マネ

ジメント対象とする

区域 

区域を構成する地方公共団体名 

滋賀県長浜市 

所在地 滋賀県長浜市北船町３番２４号 えきまちテラス長浜 

設立時期 昭和２５年２月２４日 

職員数 ４８人【常勤１８人（正職員１５人・出向等３人）、非常勤３０人】 

代表者（トップ人

材：法人の取組につ

いて対外的に最終的

に責任を負う者） 

※必ず記入すること 

（氏名） 

岸本 一郎 

（出身組織名） 

（株）浜湖月 

観光旅館の代表取締役として平成８年に観光協会

の理事に就任、平成１８年からは長浜観光協会の

会長として長きにわたり長浜市及び周辺地域の観

光振興に尽力されており、地域内の信頼や人望も

高い。 

データ収集・分析等

の専門人材（ＣＭ

Ｏ：チーフ・マーケ

ティング・オフィサ

ー 

※必ず記入すること 

（氏名） 

沓水 美幸「専従」 

（出身組織名） 

（公社）長浜観光協会 

平成３０年より長浜観光協会の各種事業や組織運

営に関わり、デジタルマーケティング部会の担当

としてデータ収集や分析、地域との連絡調整や事

業の推進に携わる。 

財務責任者 

（ＣＦＯ：チーフ・

フィナンシャル・オ

フィサー） 

※必ず記入すること 

（氏名） 

梅園いつ子「専従」 

（出身組織名） 

（公社）長浜観光協会 

平成２６年より長浜観光協会の各種事業や組織運

営に関わり、総務・財務の担当として、運営収支

や財源確保に関する検討を行うとともに、地域と

の連絡調整や事業の推進に携わる。 

各部門（プロモーシ

ョン）の責任者（専

門人材） 

※各部門責任者のう

ち専従の者について

は、氏名の右横に

「専従」と記入する

こと 

（氏名） 

梅園いつ子「専従」 

（出身組織名） 

（公社）長浜観光協会 

平成２６年より長浜観光協会の各種事業や組織運

営に関わり、財務責任者として従事するととも

に、県内外の観光展や商談会などでのプロモーシ

ョンに高い能力を持つ。 

各部門（旅行商品の

造成･販売）の責任者

（専門人材） 

（氏名） 

高木 祥次「専従」 

（出身組織名） 

（公社）長浜観光協会 

旅行会社出身で、平成２５年より北びわこふるさ

と観光公社でツアー造成等に従事。令和２年より

公社が観光協会に統合され、観光協会旅行業グル

ープ責任者として、各種ツアー造成に携わってい

る。 
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連携する地方公共団

体の担当部署名及び

役割 

滋賀県商工観光労働部観光交流局（県施策調整、観光インフラ整備） 

滋賀県長浜市産業観光部観光振興課（市施策調整、観光インフラ整備） 

連携する事業者名及

び役割 

長浜商工会議所、長浜市商工会（商品造成等） 

黒壁グループ協議会、まちづくり役場、えきまち長浜（株）、各地域まちづく

り会社、各商店街等 

長浜観光ボランタリーガイド協会、奥びわ湖ボランティアガイド協会 

会員事業所 

（宿泊施設、交通事業者、商工業、飲食物産、寺社仏閣等） 

 

官民･産業間･地域間

との持続可能な連携

を図るための合意形

成の仕組み 

【該当する登録要件】①および② 

（概要） 

公益社団法人長浜観光協会では、定期総会（年１回）、理事会（年５～７

回）、専門部会（随時）を開催している。理事には各分野・各地域の関係者が

就任しており、意思決定に関与することにより合意形成を図っている。 

また専門部会には、飲食物産部会、インバウンド部会、国内誘致部会、デジ

タルマーケティング部会、体験型観光部会がある他、各部会の正副部会長で

構成する正副部会長会議があり、基本的には関連する会員で部会を構成して

いるが、必要に応じて多様な参画を促すスタイルをとっている。 

 

地域住民に対する観

光地域づくりに関す

る意識啓発・参画促

進の取組 

 

定期総会時等において観光まちづくりに関する講演会等を企画するととも

に、長浜出世まつり等市民団体や住民の主体的な参画による観光イベントを

実施するなど意識啓発に取り組んでいる。 

また、長浜観光ボランタリーガイド協会や奥びわ湖観光ボランティアガイド

協会との情報交換や、地域通訳案内士養成講習を行うなど、地域での観光客

の受入体制の充実とおもてなし意識の醸成に取り組んでいる。 

 

法人のこれまでの活

動実績 

 

 

（活動の概要） 

長浜市を中心に、官民一体となって湖北地域の観光推進に関する事業を実施

している。平成２３年に公益社団法人への移行、平成３０年に奥びわ湖観光

協会との合併、令和２年に北びわこふるさと観光公社を統合し現在に至る。 

（定量的な評価） 

観光入込客数、外国人宿泊者数、観光消費額、ホームページアクセス数、公

式 SNS（Twitter、Instagram、Facebook）へのアクセス数、公式 SNS での情報

発信件数 

 

 

実施体制 

※地域の関係者との

連携体制及び地域に

おける合意形成の仕

組みが分かる図表等

を必ず記入すること

（別添可）。 

（実施体制の概要） 

宿泊業者、飲食事業者、交通事業者、商業サービス事業者、農林漁業関係

者、寺社仏閣等文化財関係者等が参画する公益社団法人長浜観光協会によ

り、地域の観光のけん引役として事業運営を行っている。 

 

（実施体制図） 

以下のとおり 
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２. 観光地域づくり法人がマーケティング･マネジメントする区域  

 

【区域の範囲が分かる図表を挿入】 

 

 
 

 

面積 

 681.02 平方キロメートル ※琵琶湖を含む 

可住地面積 

 165.76 平方キロメートル(総面積のうち約 30.7%) 

人口（令和 2 年国勢調査） 

 113,636 人 

 

 

【区域設定の考え方】 

滋賀県の東北部に位置する長浜市は、美しく豊かな自然環境に恵まれ、「戦国の聖地」、「観音の里」

といわれるように多くの歴史的文化遺産を有している。また、古くからの渡来の文化や産業を受け

入れる進取の気性と住民自治の心が息づき、自然の癒しと歴史浪漫あふれる環境のなか、住民主体

によるまちづくりに挑戦する風土が根付いている。平成２２年１月１日の１市６町合併により、現

在の行政区域となり、長浜観光協会についても平成３０年に奥びわ湖観光協会と合併し、市全域が

１つの観光団体に統合された。こうしたことから、市全域を区域とするのが適切である。 

 

【観光客の実態等】 

長浜の観光入込客数は、約２０年にわたり年間７００万人前後で推移しており、直近５年間の日帰

り観光入込客数は年間約６２０万人、宿泊客数は年間約３８万人となっている。 

令和３年は新型コロナウィルス感染症の拡大の影響により、日帰り観光入込客数は４００万人（前

年比６．６％減）、宿泊客数は２５万人（前年比０．４％減）と減少している。 

また、長浜の外国人旅行者入込客数は、滋賀県と同じく宿泊客数が日帰り客数を上回っていること

が特徴である。平成２４年から平成２７年までは京都市内等の宿泊施設のキャパシティ不足により

一時５．８万人まで増加したが、令和元年では３万人程度で推移している。なお、令和２年はコロ

ナウィルス感染症拡大の影響で入国等が制限され、約３，５００人に減少し、令和３年度に至って

はコロナウィルス感染症拡大の長期化により来訪者は大幅減少となっている。 
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【観光資源：観光施設、商業施設、自然、文化、スポーツ、イベント等】 

黒壁スクエア、長浜城歴史博物館、長浜鉄道スクエア、慶雲館、曳山博物館、豊公園えきまちテラ

ス長浜、長浜別院大通寺、ヤンマーミュージアム、国友鉄砲ミュージアム、浅井歴史民俗資料館、

近江孤篷庵、小谷城戦国歴史資料館、五先賢の館、湖北野鳥センター、渡岸寺観音堂、竹生島、奥

びわスポーツの森、浅井三姉妹の郷、湖北みずどりステーション、塩津海道あぢかまの里、北近江

リゾート、北国街道木之本宿、木之本地蔵院、賤ケ岳、鶏足寺、余呉湖、ウッディパル余呉、余呉

湖観光館、茶わん祭の館、奥びわ湖パークウェイ、北淡海丸子船の館、山門水源の森 など 

 

長浜曳山まつり、北びわ湖大花火大会、長浜出世まつり（長浜きもの大園遊会、豊公まつり、アー

ト・イン・ナガハマ、火縄銃大会、長浜きものの集い等）、長浜盆梅展、長浜あざいあっぱれ祭り、

長浜ロードトレイン祭、大道芸フェスタ in虎御前、小谷城戦国まつり、観音の里ふるさとまつり、

きのもと宿まつり、賤ケ岳まつり、ふるさと夏まつり など 

 

【宿泊施設：域内分布、施設数、収容力、施設規模等】 ※観光協会会員施設 

 

 

 

 

 

 

 

【利便性：区域までの交通、域内交通】 

〇東京方面から 

＜鉄道＞ 

・東京駅⇒（東海道新幹線）⇒米原駅⇒（JR 琵琶湖線）⇒長浜駅 【2時間 50分】 

＜車＞ 

・東京 IC⇒（東名・名神高速道路）⇒米原 JCT（北陸自動車道）⇒長浜 IC 【約 5時間 15 分】 

〇大阪方面から 

＜鉄道＞ 

・新大阪駅⇒（東海道新幹線）⇒米原駅⇒（JR琵琶湖線）⇒長浜駅 【1時間 10 分】 

＜車＞ 

・吹田 IC⇒（名神高速道路）⇒米原 JCT（北陸自動車道）⇒長浜 IC 【約 2時間】 

〇金沢方面から 

＜鉄道＞ 

・金沢駅⇒（北陸本線 特急）⇒長浜駅 【1時間 50分】 

＜車＞ 

・金沢西 IC⇒（北陸自動車道）⇒長浜 IC 【約 2時間 10 分】 

 

域内交通については、路線バスやタクシーがあるが、バスについては生活路線が主であり、観光地

への経由は少ない。２次交通対策として各駅にレンタサイクルを配置している。 

 

 

【外国人観光客への対応】 

観光協会が運営する慶雲館、長浜鉄道スクエア、長浜盆梅展の多言語パンフレットや案内板等の作

成、翻訳機の導入のほか、多言語対応ホームページの充実を図っている。 

また、長浜駅観光案内所を外国人観光案内所カテゴリー２として運営しているほか、令和３年度に

は地域通訳案内士を養成し、アフターコロナ期の外国人観光客の受入体制整備を図っている。 

プロモーションに関しては、インバウンド商談会への参加や長浜盆梅展等の多言語でのＳＮＳ情報

発信のほか、（公社）びわこビジターズビューロー・インバウンド部会や日本海縦断観光ルート・プ

ロジェクト推進協議会などの広域組織と連携して実施している。 

施設区分 施設数 収容人数 

ホテル・旅館 １６ ２，２９５ 

公共宿泊施設・コテージ  ７   ４５０ 

民宿等  ７    ８５ 

合 計 ３０ ２，８１０ 
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３. 各種データ等の継続的な収集･分析 
 

収集するデータ 収集の目的 収集方法 

観光入込客数 長浜市を訪れる観光客の実態や動

向等を把握するため。 

観光入込客数調査による 

宿泊者数 長浜市を訪れる宿泊者（国内、国

外）の実態や動向等を把握するた

め。 

観光入込客数調査による 

主要観光施設の入館者数 施設ごとの入館動向を把握するた

め。 

施設への照会調査 

ＷＥＢサイトのアクセス状況 地域に対する顧客の関心度や施策

の効果等を把握するため。 

アクセス数を集計・解析 

公式ＳＮＳのアクセス状況 発信情報に対する顧客の関心度や

施策の効果等を把握するため。 

アクセス数を集計・解析 

 

４. 戦略  

（１）地域における観光を取り巻く背景 
長浜市は、黒壁スクエアや長浜城歴史博物館、竹生島、観音の里、戦国の聖地と呼ぶにふさわしい

数々の歴史、長浜曳山まつりといった古くから継承されてきた文化などの魅力があり、年間７００

万人の観光客で賑わう観光都市である。近年では、長浜曳山まつりのユネスコ無形文化遺産への登

録や菅浦地区の水辺景観、明治期の鉄道遺産の日本遺産登録など、より観光地としての魅力を増し

たといえる。しかしながら、本市を訪れる観光客の大多数は日帰り客であり、宿泊客の大幅な増加

には至っていない。また、まちづくりの担い手が流出・減少し、住民主体の活動自体や受け継いで

きた伝統・文化・風習などの次世代への継承が困難となっている地域もみられる。 

地方都市の人口減少・少子高齢化が進展する中、長浜市においても、引き続き、宿泊・滞在型観光

への転換や観光客の満足度向上に資する受入体制の強化、地域の稼ぐ力を引き出す推進力強化と人

材育成、滞在・体験交流型の旅行者ニーズへの対応などの観光課題に取り組むとともに、「観光の質

と顧客満足度の向上」を目指し、観光客、観光事業者、市民・地域それぞれの視点で質の高い、持

続可能（サステナブル）な観光地域づくりへの取組が求められている。 

 

（２）地域の強みと弱み 
 好影響 悪影響 

内

部

環

境 

強み（Strengths） 
･大都市圏（京阪神・中京）からの良好なアク 

セス 

・ゴールデンルート（東海道）上に位置する 

・長浜駅周辺に観光スポットが集積 

・歴史伝統、自然景観、びわ湖、街並み、文化

遺産等多様な観光資源 

・曳山、観音文化、寺社、戦国史跡、鉄道遺 

産等、本物の体験 

・ユネスコ無形文化遺産、日本遺産登録 

弱み（Weaknesses） 
・シンボル的な資源の不足（食・物産等） 

・観光の目的地ではなく、立ち寄り先となっ

ている 

・長期滞在、宿泊観光が定着していない 

・夜の賑わいの不足 

・市域の２次交通が充実していない 

・点在する観光資源を周遊してもらえていな 

 い 

・観光投資の選択と集中ができていない 
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・長浜観光協会の組織強化の促進 

・比較的災害の少ない地域 

・四季が明確に感じられる 

・地域の穏やかな人柄 

・黒壁の認知度 

・独自の食文化（発酵、鴨など） 

・水上交通の活用 

 

・観光客を受け入れるための基盤の改善不足

（観光看板、駐車場、公衆トイレ） 

・多言語対応の遅れや人材の不足 

・人口減少に伴う賑わいの喪失 

・まちなかの新規出店者の減少 

・次世代の人材育成 

外

部

環

境 

機会（Opportunity） 
・アフターコロナの外国人旅行者の回復 

・新たな観光地を求める外国人旅行者 

・ウィズコロナ社会のアウトドア需要の増加 

・戦国人気の高まり（豊臣秀吉・石田三成

等） 

・近隣地域と連携した集客能力のポテンシャ

ル（彦根／彦根城、米原／伊吹山、新幹線

等） 

・消費動向の変化（団体から個人、モノから

コト）による、嗜好や趣味に対する投資の

増加 

・北陸新幹線敦賀駅開業（令和６年） 

・大阪万博（令和７年）等関西での大規模イ

ベント 

・デジタル技術の進歩 

・海外での知名度が低いこと 

 

脅威（Threat） 
・新型コロナウィルス感染症の長期化による

観光需要の低迷 

・少子高齢化、人口減少による国内観光マー

ケットの縮小 

・若年層の旅行離れ 

・若年層の長浜ファン（リピーター）不足 

・担い手不足（世代交代が進んでいない、ま

ちづくりに積極的に参加する気風が薄れつ

つある） 

・労働人口の流出、少子高齢化 

・地方創生を目指した自治体間競争の過熱化 

・歴史文化を前面に出した観光地が全国に増 

 加 

・冬季の交通障害 

・JR北陸本線（長浜米原間）の昼間減便 

・財源の不足 

・黒壁に頼った観光地づくり 

・インバウンドに対する意識の希薄さ 

 

※上記に加え、ＰＥＳＴ分析等の他のマーケティング分析手法を用いて分析を行っている場合は、そ

の内容を記入（様式自由）。 

 

（３）ターゲット 
○第１ターゲット層  

旅行が好きな国内３０代～５０代の女性 

○選定の理由 

夫婦旅行、家族旅行において行き先等の決定権があり、影響力も強い。また、ＳＮＳ等の情報発

信力があり、温泉、自然、絶景、体験、グルメ、スイーツ等への関心が高く、購買意欲も高いこと

から第１ターゲット層に選定。 

○取組方針 

戦国、 観音文化、明治近代化遺産、街並み景観などの長浜らしいテーマを持った体験型観光や、長浜固有

の暮らし、食、文化を味わえる交流型観光、自然を体感できるアクティビティなど観光資源を付加

価値の高いプレミアムなパッケージとし、長浜ブランドとして売り出す。 

夜間や早朝のコンテンツの企画など、宿泊事業者と連携し観光客の滞在時間の延伸を図る。 

ＳＮＳ等での情報発信の強化を図り、広報宣伝効果を高める。 

 

○第２ターゲット層  

欧州（フランス、ドイツ、イタリア）のインバウンド個人旅行者、アジア諸国（台湾、香港、タ

イなど）からのリピーター 
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○選定の理由 

 欧州については、滋賀県の重点プロモーション地域であることや、長浜市との姉妹都市（アウグ

スブルグ、ヴェローナ）もあることから、国際交流を通した観光客の増加へとつなげたい。特に歴

史文化芸術に造詣があり、和文化への関心も高いため。また、アジア諸国については、コロナ前で

は来訪者の８割近くを占めており、親日である台湾をはじめ短期間でのリピーター客が近年増加傾

向にあることから第２ターゲット層に選定。 

○取組方針 

 外国人旅行者が長浜の歴史や文化を感じ、観光を楽しむことが出来るよう、観光施設の展示やパ

ンフレットの多言語表示や、外国人のニーズに対応したアクティビティや体験型コンテンツの造

成、専門的通訳ガイドの地域通訳案内士を育成をし、受入体制の整備を図る。また、多言語でのＳ

ＮＳ情報発信のほか、（公社）びわこビジターズビューロー・インバウンド部会などの広域組織と連

携したプロモーション活動を行う。 

○第３ターゲット層  

教育旅行の誘致 

○選定の理由 

 コロナ禍において、比較的近隣地域での観光や環境学習、地域学習が見直されており、こうした

需要の高まりを契機に、団体の受入として教育旅行・修学旅行の誘致に力を入れるため。 

○取組方針 

 学校や旅行業者のニーズを把握するとともに、長浜の地域資源や伝統文化を活かした体験型の教

育プログラムを作成し、市内宿泊施設等と連携した積極的な営業活動を継続して実施していく。 

 

 

 

 

 

 

（４）観光地域づくりのコンセプト 

①コンセプト ひと（観光客・観光事業者・市民・

地域）が紡ぐプレミアム＆サステナ

ブルな未来観光都市ＮＡＧＡＨＡＭ

Ａ 

 

観光の質と顧客満足度の向上 

 
②コンセプトの考え方 「観光の質と顧客満足度の向上」 

観光の質の向上とは、観光客、観光事業者、市

民・地域にとって質（満足度）の高い観光振興を

実現することであり、観光客による持続的な来訪

や消費額の向上によって、観光事業者の意欲向上

とサービス改善、市民のおもてなしの向上や観光

事業への参画につなげ、より一層の観光の質と顧

客満足度が向上する好循環を確立するもの。 

長浜には魅力的な観光資源が多くあり、それらを

活用し「また会いたい、もう一度行きたい」と思

っていただけるような、市民・地域と観光客が触

れ合う機会を創出し、関わる全ての方々の充足感
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を高める取組につなげ、それぞれの満足度の向上

を図る。観光地域づくりの根幹は「ひと」であ

る。 
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５. 関係者が実施する観光関連事業と戦略との整合性に関する調整･仕組み作り、 

プロモーション  
 

項目 概要 

戦略の多様な関係者と

の共有 

※頻度が分かるよう記

入すること。 

理事会（年５～７回程度）、各部会（飲食物産部会、インバウンド部

会、国内誘致部会、デジタルマーケティング部会、体験型観光部会）を

事業にあわせて随時開催。また、各部会の正副部会長で組織する正副部

会長会議を開催し、部会ごとの情報共有と共通テーマやターゲット（戦

略）についての話し合いを行っている。 

観光客に提供するサー

ビスについて、維持･

向上・評価する仕組み

や体制の構築 

現在は、市内ボランティアガイド協会の協力を得て、毎年、市街地（黒

壁周辺）と北部地域（賤ケ岳、鶏足寺）で観光客に対するアンケート調

査を実施し、動向分析やサービス向上につなげている。（市委託事業） 

今後は、市と連携し、デジタルマーケティングの取組みとして統一した

アンケートフォームを作成し、観光施設や宿泊施設にＱＲコードを設置

して回答の収集分析を行うようすすめる。分析結果については事業実施

に活用できるよう各部会や会員に共有するようにする。 

 

観光客に対する地域一

体となった戦略に基づ

く一元的な情報発信･

プロモーション 

・長浜らしさを感じる体験型・交流型観光の推進 

戦国、観音文化、明治近代化遺産、街並み景観などの長浜らしいテーマ

を持った体験型観光や、長浜固有の暮らし、食、文化を味わえる交流型

観光、自然を体感できるアクティビティなど観光資源を付加価値の高い

プレミアムなパッケージとし、長浜ブランドとして売り出す。宿泊事業

者と連携し、観光客の滞在時間の延伸を図る。 

コロナ禍において短期的には国内旅行、教育旅行、中長期的には外国人

旅行者に対して長浜の認知度を上げるプロモーション活動を行う。 

・ＳＮＳを活用した情報発信 

市民や市内事業者を巻き込んだ SNS・口コミ投稿促進キャンペーンを展 

開し、情報発信力の強化を図り広報宣伝効果を高める。 

「＃長浜観光大使」 

・観光ホームページの充実 

体験型観光情報ページの拡充を図るとともに、多言語ホームページの更

新を含め、四季折々の旬な観光情報の発信を行う。 

・Google マイビジネスの活用 

市内観光施設等の口コミやインサイトを活用するために、長浜浪漫パス

ポートの施設を中心に Google マイビジネスの登録・実用を促進する。 

・広域観光の推進 

「彦根城の世界遺産登録」に向けた取組や、新幹線米原駅を拠点とした

広域周遊ルートの造成、北陸新幹線の延伸を見据えた誘客促進など、北

びわ湖エリアを中心に広域連携プロモーションに力を入れる。 

 

 

※各取組について、出来る限り具体的に記入すること。 

  



（別添）様式１ 

11 
 

 

６. ＫＰＩ（実績・目標） 

※戦略や個別の取組を定期的に確認・改善するため、少なくとも今後３年間における明確な数値目標を

記入すること。 

※既に指標となりうる数値目標を設定している場合には、最大で過去３年間の実績も記入すること。 

（１）必須ＫＰＩ 

※括弧内は、訪日外国人旅行者に関する数値 

 

 

目標数値の設定にあたっての検討の経緯及び考え方 

【検討の経緯】 

 長浜市の観光客は、年間約７００万人で推移し、直近５年間の日帰り観光客数は年間約６６０万

人、宿泊客数は約４３万人でしたが、令和２年は新型コロナウィルス感染症拡大の影響により日帰

り観光客４００万人（前年比６．６％減）、宿泊客数は２５万人（前年比０．４％減）と王幅に減

少している状況である。 

 そうした中、令和３年度に策定された第２期長浜市観光振興ビジョンでは、「観光の質と顧客満足

度の向上」を基本方針とし、従来の観光入込客数だけでなく顧客満足度や観光消費額を重視した数

値目標が設定されており、コロナ前の令和元年度を基準に令和８年度までに観光消費額３０％の向

上を目指すこととしている。 

 本計画の目標数値の設定についても、市観光振興ビジョンの数値目標との整合を図るとともに、観

光行政と連携し、官民一体となって観光アンケート調査の実施や検証を行い、施策の推進に活かす

こととする。 

 

【設定にあたっての考え方】 

●旅行消費額 

県観光入込統計調査の長浜市内の観光入込客数（宿泊・日帰り客別）に基づき、観光客一人当た 

り平均観光消費額（宿泊・日帰り客別）を乗ずる方法により推計しており、市観光振興ビジョン

の数値目標と整合を図っている。 

 

指標項目  
2019 

（Ｒ１）

年度 

2020 

（Ｒ２）

年度 

2021 

（Ｒ３） 

年度 

2022 

（Ｒ４） 

年度 

2023 

（Ｒ５） 

年度 

2024 

（Ｒ６） 

年度 

●旅行消費額 

（百万円） 

目

標 

   25,200 26,200 26,600 

（ ） （ ） （ ） （882） （969） （1,087） 

実

績 

22,400 15,600 17,100    

（746） （98） （0） （ ） （ ） （ ） 

●延べ宿泊者数 

（千人） 

目

標 

   430 436   442 

（  ） （  ） （  ） （30） （32） （35） 

実

績 

427 251 250    

（30.0） （3.5） （0） （  ） （  ） （  ） 

●来訪者満足度 

（％） 

目

標 

   82.0 83.0 84.0 

（ ） （ ） （ ） （－） （－） （－） 

実

績 

78.5 79.5 83.6    

（－） （－） （－） （ ） （ ） （ ） 

●リピーター率 

（％） 

目

標 

   73.0 75.0 77.0 

（ ） （ ） （ ） （－） （－） （－） 

実

績 

67.0 68.5 68.4    

（－） （－） （－） （ ） （ ） （ ） 
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●延べ宿泊者数 

県観光入込統計調査の長浜市内ののべ宿泊者数に基づき推計しており、市観光振興ビジョンの数

値目標と整合を図っている。 

 

●来訪者満足度 

長浜市の観光アンケート調査（黒壁周辺・北部地域）により推計している。満足度に対する６項

目（内容、食事、駐車場、トイレ、案内表示、接客態度）により平均満足度を算出。市観光振興

ビジョンの数値目標と整合を図っている。 

 

●リピーター率 

長浜市の観光アンケート調査（黒壁周辺・北部地域）により推計している。 

 

（２）その他の目標 

※括弧内は、訪日外国人旅行者に関する数値 

※各指標項目の単位を記入すること。 

  

指標項目  
2019 

（Ｒ１）

年度 

2020 

（Ｒ２） 

年度 

2021 

（Ｒ３） 

年度 

2022 

（Ｒ４） 

年度 

2023 

（Ｒ５） 

年度 

2024 

（Ｒ６） 

年度 

●観光入込客数 

（万人） 

目

標 

705 450 600 710 720 730 

（3.0） （3.5） （0.5） （3.0） （3.2） （3.5） 

実

績 

705 454 453    

（4.5） （0.6） （ 0） （ ） （ ） （ ） 

●ホームページ

ビュー数 

（万 PV） 

 

目

標 

  250 260 270 280 

（ ） （ ） （－） （－） （－） （－） 

実

績 

223 188 180    

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

●公式 SNS 発信

件数 

（件） 

 

目

標 

       650 700 750 

（ ） （ ） （－） （－） （－） （－） 

実

績 

 446 393    

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

●スクールパス   

ポート利用人数 

（人） 

目

標 

   3,000 3,600 4,000 

（ ） （ ） （  ） （－） （－） （－） 

実

績 

2,419 1,501 2,801    

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 
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指標項目及び目標数値の設定にあたっての検討の経緯及び考え方 
【検討の経緯】 

 観光客、観光事業者、市民・地域それぞれの視点で質の高い、持続可能（サステナブル）な観光

地域づくりへの取組を進めるうえで、その他継続的な指標として、観光入込客数のほか、情報発信

のさらなる強化を目指し、ホームページビュー数や公式ＳＮＳでの情報発信件数、また教育旅行の

誘致宣伝の強化のための指標として、スクールパスポート利用者数を設定する。 

 

【設定にあたっての考え方】 

●観光入込客数 

 県観光入込統計調査の長浜市内の観光入込客数（宿泊・日帰り）を計上。 

 目標値については、令和元年度を基準に令和５年度で約４．５％の増加で設定した。 

●ホームページビュー数 

 観光地・地域に対する顧客の関心度や施策の効果等を把握するため、ホームページへのアクセス 

等を集計分析する。多言語による発信や体験型観光のサイトの充実等を図り PV数を伸ばす。 

●公式ＳＮＳ発信件数 

 公式ＳＮＳ（Twitter、Instagram、Facebook）を積極的に活用し、観光イベントや観光スポッ

ト、季節の見どころ情報などをタイムリーに発信する。 

●びわ湖・長浜スクールパスポート利用人数 

 教育旅行の誘致強化のため、スクールパスポートの利用者数を設定。令和元年度を基準に令和５

年度で約５０％の増を目標とする。 
 

 

７. 活動に係る運営費の額及び調達方法の見通し  

※少なくとも今後３年間について、計画年度毎に（１）収入、（２）支出を記入すること。 

※現に活動している法人にあっては、過去３年間の実績も記入すること。 

（１）収入 

年（年度） 総収入（円） 内訳 
2019（Ｒ１） 

年度 

（実績） 

158,064,271（円） 【会費収入】              4,433,500 円 

【事業収入】              67,002,297 円 

【補助金等収入】              72,108,000 円 

【指定管理受託収入】               9,738,000 円 

【負担金収入】              4,778,535 円 

【雑収益】                 3,939 円 

 

2020（Ｒ２）

年度 

（実績） 

216,228,162（円） 【会費収入】              4,416,000 円

【事業収入】              63,173,423 円 

【補助金等収入】             130,318,386 円 

【指定管理受託収入】               9,816,000 円 

【負担金等収入】            5,142,196 円 

【雑収益】                      3,362,157 円 

2021（Ｒ３）

年度 

（実績） 

232,165,141（円） 【会費収入】              4,256,000 円

【事業収入】              67,415,582 円 

【補助金等収入】             131,654,724 円 

【指定管理受託収入】              22,602,077 円 

【負担金等収入】            5,418,612 円 

【雑収益】                        818,005 円 
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2022（Ｒ４）

年度 

（見込み） 

204,910,000（円） 【会費収入】              4,500,000 円

【事業収入】              84,876,000 円 

【補助金等収入】              97,431,000 円 

【指定管理受託収入】               9,816,000 円 

【負担金等収入】            7,577,000 円 

【雑収益】                        710,000 円 
2023（Ｒ５）

年度 

（見込み） 

206,603,000（円） 【会費収入】              4,500,000 円

【事業収入】              86,000,000 円 

【補助金等収入】              98,000,000 円 

【指定管理受託収入】               9,816,000 円 

【負担金等収入】            7,577,000 円 

【雑収益】                         710,00 円 
2024（Ｒ６）

年度 

（見込み） 

207,603,000（円） 【会費収入】              4,500,000 円

【事業収入】              87,000,000 円 

【補助金等収入】              98,000,000 円 

【指定管理受託収入】               9,816,000 円 

【負担金等収入】            7,577,000 円 

【雑収益】                        710,000 円 
 
（２）支出 

年（年度） 総支出 内訳 
2019（Ｒ１） 

年度 

（実績） 

166,054,145（円） 【法人会計】                         10,867,934 円 

【観光事業・慶雲館・盆梅展】     113,413,527 円 

【鉄道スクエア事業】          16,679,044 円 

【観光誘客のための物産販売等】     14,998,682 円 

【観光イベントのための物産販売等】    10,094,958 円 

2020（Ｒ２）

年度 

（実績） 

220,135,953（円） 【法人会計】                          6,136,794 円 

【観光事業・慶雲館・盆梅展】     165,375,420 円 

【鉄道スクエア事業】           15,399,768 円 

【観光誘客のための物産販売等】     28,183,757 円 

【観光イベントのための物産販売等】    5,040,214 円 

 

2021（Ｒ３）

年度 

（実績） 

219,349,149（円） 【法人会計】                         20,027,180 円 

【観光事業・慶雲館・盆梅展】     124,104,327 円 

【鉄道スクエア事業】           17,256,594 円 

【観光誘客のための物産販売等】     44,957,817 円 

【観光イベントのための物産販売等】   13,003,231 円 

 
2022（Ｒ４）

年度 

（見込み） 

205,227,000（円） 【法人会計】                          20,003,000 円 

【観光事業・慶雲館・盆梅展】      124,638,000 円 

【鉄道スクエア事業】            16,671,000 円 

【観光誘客のための物産販売等】      32,970,000 円 

【観光イベントのための物産販売等】    10,945,000 円 
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2023（Ｒ５）

年度 

（見込み） 

206,603,000（円） 【法人会計】                          20,003,000 円 

【観光事業・慶雲館・盆梅展】      126,014,000 円 

【鉄道スクエア事業】            16,671,000 円 

【観光誘客のための物産販売等】      32,970,000 円 

【観光イベントのための物産販売等】    10,945,000 円 

 
2023（Ｒ６）

年度 

（見込み） 

207,603,000（円） 【法人会計】                          20,003,000 円 

【観光事業・慶雲館・盆梅展】      127,014,000 円 

【鉄道スクエア事業】            16,671,000 円 

【観光誘客のための物産販売等】      32,970,000 円 

【観光イベントのための物産販売等】    10,945,000 円 

 
 
（３）自律的･継続的な活動に向けた運営資金確保の取組･方針 
区域を構成する地方公共団体における宿泊税の導入、着地型旅行商品の造成･販売等の取組･方針を

記載 

 

長浜市における宿泊税の導入等の法定外目的税の導入については、現在のところ具体的な議論に至

っていないのが現状である。今後、先進事例や関係事業者の意見を聴取しながら、その導入の必要

性を含めた検討を行っていく。 

公益社団法人長浜観光協会は、第２種旅行業の登録を受けており、自然、観音、戦国等をテーマと

したツアーに加え、日本遺産を巡るツアーやアウトドアを始めとする体験型ツアーなど長浜ならで

はの魅力あるツアーの造成に取り組むこととする。また、長浜駅を起点とした着地型ツアーの増強

を図るとともに、将来的に体験型ツアー等の販売や ECサイトの運営を行うことで、継続的な運営資

金の確保に努めることとする。 

 

 
 
８. 観光地域づくり法人形成･確立に対する関係都道府県･市町村の意見 

 

長浜市は、公益社団法人長浜観光協会を当該市町における地域 DMO として登録したいので、公益社

団法人長浜観光協会とともに申請します。 

 

 

９．マーケティング･マネジメント対象区域が他の地域連携ＤＭＯや地域ＤＭＯ

と重複する場合の役割分担について（※重複しない場合は記載不要） 
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１０. 記入担当者連絡先 

 

担当者氏名 野澤 達也 

担当部署名（役職） 公益社団法人長浜観光協会 事務局長 

郵便番号 ５２６－００５７ 

所在地 滋賀県長浜市北船町３番２４号 

電話番号（直通） ０７４９－５３－２６５０ 

ＦＡＸ番号 ０７４９－５３－３１６１ 

Ｅ－ｍａｉｌ kankou@kitabiwako.jp 

 

１１. 関係する都道府県･市町村担当者連絡先 

 

都道府県･市町村名 滋賀県長浜市 

担当者氏名 山下 雅之 

担当部署名（役職） 産業観光部 観光振興課 課長代理 

郵便番号 ５２６－８５０１ 

所在地 滋賀県長浜市八幡東町６３２ 

電話番号（直通） ０７４９－６５－６５２１ 

ＦＡＸ番号 ０７４９－６４－０３９６ 

Ｅ－ｍａｉｌ kankouka@city.nagahama.lg.jp 

 



法人名：公益社団法人長浜観光協会

【区域】 滋賀県長浜市
【設立時期】
昭和２５年２月２４日 長浜観光協会発足
平成２３年４月 公益社団法人に移行
平成３０年４月 奥びわ湖観光協会と合併
令和 ２年４月 北びわこふるさと観光公社を統合
【登録日】令和４年３月２８日
【代表者】 会長 岸本一郎 【専務理事】今井克美
【財務責任者（CFO）】梅園いつ子
【マーケティング責任者（CMO）】沓水美幸
【職員数】 １８人（プロパー職員９人、市出向３人、事務員６人）
【連携する主な事業者】
商工会議所・商工会、黒壁グループ協議会、観光ボランタリー
ガイド協会、まちづくり役場、地域まちづくり会社、各商店街
交通事業者、観光事業者ほか （会員約３５０団体）

ひと（観光客・観光事業者・市民・地域）が紡ぐプレミアム＆サステナブルな
未来観光都市ＮＡＧＡＨＡＭＡ 記入日：令和４年１０月１８日

合意形成の仕組み

登録区分名：地域ＤＭＯ

※（）内は訪日外国人旅行者に関する数値

法人のこれまでの活動実績
【情報発信・プロモーション】
・公式SNSによる旬な情報発信「＃長浜観光大使」
・長浜盆梅展ライブ配信、インバウンド向けプロモー
ション映像制作、多言語対応HP
・観光キャンペーン、商談会への参加

【観光資源の磨き上げ】

・誘客多角化等のための魅力的な滞在コンテンツ造成
事業（R2観光庁）
・体験型観光推進事業（新規コンテンツ造成、磨き上
げ）

【受入環境の整備】
・外国人観光案内所カテゴリー２（長浜駅案内所）
・地域通訳案内士の養成

戦略

【該当する登録要件】 （該当番号①②）
【概要】

公益社団法人長浜観光協会では、定期総会（年１回）、
理事会（年５～７回）、専門部会（随時）を開催している。
理事には各分野・各地域の関係者が就任しており、意
思決定に関与することにより合意形成を図っている。

専門部会には、飲食物産部会、インバウンド部会、国
内誘致部会、デジタルマーケティング部会、体験型観
光部会があり、基本的には関連する会員で部会を構成
しているが、必要に応じて多様な参画を促すスタイルを
とっている。

【主なターゲット】
第１） 旅行が好きな国内３０代～５０代の女性

第２） 欧州（フランス、ドイツ、イタリア）のインバウンド
個人旅行客、アジア（台湾、香港、タイ等）リピーター
第３） 教育旅行の誘致
【ターゲットの誘客に向けた取組方針】
〇長浜らしさを感じる体験型・交流型観光の推進

戦国、観音文化、明治近代化遺産、街並み景観など
の長浜らしいテーマを持った体験型観光や、長浜固有
の暮らし、食、文化を味わえる交流型観光、自然を体
感できるアクティビティなど観光資源を付加価値の高
いプレミアムなパッケージとし、長浜ブランドとして売り
出す。宿泊事業者と連携し、観光客の滞在時間の延
伸を図る。コロナ禍において短期的には国内旅行、教
育旅行、中長期的には外国人旅行者に対して長浜の
認知度を上げるプロモーション活動を行う。
〇ＳＮＳを活用した情報発信とデジタルマーケティング
観光客や市民、市内事業者を巻き込んだSNS・口コミ
投稿促進キャンペーンを展開し、情報発信力の強化を
図り広報宣伝効果を高める。

理事会（年５～７回程度）、各部会（飲食物産部会、イ
ンバウンド部会、国内誘致部会、デジタルマーケティン
グ部会、体験型観光部会）を事業にあわせて随時開
催。また、各部会の正副部会長会議において部会ごと
の情報共有とターゲット（戦略）について協議している。

実施体制

観光関連事業者と戦略との整合性に
関する調整・仕組み作り、プロモーション

活動に係る運営費の額及び調達方法の見通し
【主な収入】 （R３年度）
会費収入 4,256千円 事業収益 67，415千円 市補助金等 131，654千円
指定管理受託収入22，602千円 その他受託金等5，418千円 雑収益818千円
【総支出】
２１９，３５０千円（一般管理費１２２，０００千円 事業費９７，３５０千円）
【自律的・継続的な活動に向けた運営資金確保の取組・方針】
第２種旅行業を活かした着地型ツアーの増強、将来的に体験型ツアー販売やEC
サイト運営を目指す

マーケティング・マネジメントする区域

【主な観光資源】
黒壁スクエア、長浜城
歴史博物館、長浜鉄道
スクエア、慶雲館、長
浜盆梅展、長浜曳山ま
つり、曳山博物館、豊
公園、ヤンマーミュー
ジアム、小谷城跡、渡
岸寺観音堂、竹生島、
木之本宿、木之本地蔵
院、賤ケ岳、鶏足寺、
菅浦、奥びわ湖パーク
ウェイ、余呉湖など

ＫＰＩ（実績･目標）

総会

理事会

正副部会

インバウ
ンド部会

国内誘
致部会

飲食物産
部会

デジタ
ルマー
ケティン
グ部会

体験型
観光部
会

観光事業の実施 行政との連携 関係団体との連携


