
《報告》 

令和４年度 事業計画 
自 令和４年４月 1日 

至 令和５年３月 31日 

【基本方針】 

 

  本会は静岡県の観光振興の中核的な組織として、県内における観光事業の健全な発展と振興

及び地域の活性化を図るため、本会会員、静岡県、県内市町、市町観光協会など様々な皆様と

連携し、国内外からの観光客誘致促進等に取り組んでいく。 

 特に令和４年度においては、長期に亘り本県観光に大打撃を与えてきたコロナ禍は徐々に収

束に向かい、これまで押さえ込まれてきた需要が爆発的に高まる可能性もあると考えられる。

本会としては、訪れた契機を確実に捉え、時機を逸することなく施策を講じることにより、本

県観光の再生・復興及び持続的な発展に貢献することを目指す。 

 

 事務局体制については、コロナ禍の収束、さらにはアフターコロナを見据え、本会の事業全

体を統括して事業各課の連携強化を図り、各事業の戦略的、効率的な構成、執行等を促進する

ため、「事業統括ディレクター」１名を増員するとともに、業務の効率化等の見直しを図り、総

務課から１名を減員する。   

 また、本会各課・職員がこれまで以上に統一した意志・方針の下、一体となって事業執行に

取り組むとともに、本会各課の連携強化、事務の効率化等を図るため、令和４年６月末を目途

に、これまで執務室が分離していた静岡支所（ヤマムラビル追手町 10階）を静岡本部（水の森

ビル２階）に移転・統合することとする。 

 

国内観光振興については、静岡デスティネーションキャンペーン（ＤＣ）で築いた人脈、ノ

ウハウ等のレガシーを活用しながら事業を推進するとともに、中央日本四県連携による誘客促

進の一環として取り組んでいる教育旅行の誘致・支援、県内周遊旅行商品の企画・販売に対す

る支援等をさらに強化していく。 

併せて、「東京オリンピック・パラリンピック 2020」レガシーの活用、本県が舞台となった

テレビアニメ「ゆるキャン△SEASON2」の放送、中部横断自動車道の全線開通（2021 年８月）、

大河ドラマ『鎌倉殿の 13人(2022年１月～）』、『どうする家康(2023年１月～予定)』の放送な

どの契機を活かし、ホームページ、メディア等を活用した広報活動や戦略的な営業活動を展開

し、一層の観光客誘致につなげていく。 

 

海外における訪日旅行の需要創出（マーケティング）及び県内における観光ビジネスの促進

（マネジメント）については、コロナ禍においても、事態収束後には本県が旅行先としての選

択肢となるよう、継続して情報発信等を行うとともに、短期間では困難な外国人旅行者の受入

体制整備を図っていく必要がある。 

このため、令和３年度に策定した戦略的事業展開の指針となる「デスティネーションマーケ

ティング戦略 2022/23-2025/26（以下、「次期戦略」）」に基づき、海外マーケティング事務所を



活用したジャーナリストの取材やメディア露出の拡大、海外ツアーオペレーターによる旅行商

品企画の拡充を図るとともに、地域ＤＭＯ、行政、観光関連事業者・団体等とのパートナーシ

ップ形成を促進し、各地域等の取組支援や人材育成を通じた外国人旅行者の受入体制整備への

支援を引き続き行っていく。 

また、次期戦略においては、中国、台湾、韓国、シンガポール市場を連携市場と位置付け、

県駐在員事務所、県内各地域と連携して誘客事業を実施していくこととしており、地域が実施

する事業の支援及び地域間の連携促進による相乗効果の向上を図っていく。さらに、県駐在員

事務所と連携し、高所得者層を顧客に持つ現地旅行会社へのセールス活動等を行うとともに、

アジア市場向けウェブサイト（中国語繁体字、中国語簡体字、韓国語）について、対象市場の

ニーズに合致した内容へのブラッシュアップを図り、アフターコロナを見据えたインバウンド

需要の創出・喚起にも取り組んでいく。 

 

 新商品企画開発及び商品開発支援については、地域で掘り起こされた観光資源を活用し、ブ

ラッシュアップすることなどにより、自ら新商品の企画、開発を行うとともに、地域ＤＭＯ等

が行う旅行消費額の拡大につながる付加価値の高い旅行商品づくりへの支援を引き続き行って

いく。 

特に、ガストロノミー（食文化）、歴史・文化資源など、本県ならではの観光資源を活用して、

ＳＤＧｓ要素を取り入れた商品開発に取り組み、サスティナブルツーリズム、マイクロツーリ

ズムなど、コロナ禍、さらにはアフターコロナにおいても変化していく需要に対応した旅行商

品の開発に取り組んでいく。 

また、海外の旅行会社、在日ランドオペレーター等からのオーダーに応え、旅行需要を確実

に取り込むためのワンストップ窓口となりうるオペレーター機能を強化していく。 

 

 観光案内業務については、対面サービスからデジタルマーケティングによる効果的な情報発

信への転換を図るため、静岡県公式観光サイト「ハローナビしずおか」及びＳＮＳを活用した

情報発信機能の充実・強化を図る。 

また、令和３年度においては、緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の発出などにより、活

動を一部自粛せざるを得なかった東京・大阪観光営業所について、コロナ禍の収束を見据えな

がら、首都圏、関西圏等における情報の提供・収集及び発信等に積極的に取り組み、さらなる

観光客誘致促進に努めていく。 

 

なお、コロナ禍の影響は今後も予断を許さない状況であり、本会としても状況の変化に即座

に対応していく必要があると考えられる。 

このため、会員各位の御協力を賜りながら、本事業計画の変更も辞さずに時宜を得た対策を

講じ、本県観光の復興のために事業を推進していく。 

  

 

 

 

 



＜事業＞ 

 

１ 法人運営 

(1) 定時会員総会・理事会 

 

(2) 委員会の設置 

  予定なし。 

 

 (3) その他 

   本会の事務の効率化及び組織体制の強化を図るための各種取組を行う。 

   また、令和４年度においては、本会としても本県観光の将来を担う人材育成に貢献して

いくことを目指し、テストケースとして、４～６月の３ヶ月間、浜松学院大学よりインタ

ーン１名を受け入れる。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 目 概 要 

法人運営事業 総会、理事会等の運営、内部管理 

公益目的事業 

国内観光情報発信事業、国内商品企画・販売支援事業、海外誘客強化事業、新

商品企画開発及び商品開発支援事業、観光関係団体との協働事業、観光案内

所・営業所運営事業 

項 目 期 日 会 場 

総      会 ６月 13日 グランディエール ブケトーカイ (静岡市葵区紺屋町) 

理

事

会 

第１回 ５月 11日 グランディエール ブケトーカイ (静岡市葵区紺屋町) 

第２回 ６月 13日 グランディエール ブケトーカイ (静岡市葵区紺屋町) 

第３回 11月（予定） 未定 

第４回 ３月 （予定） 未定 



２ 公益目的事業 

(1) 国内観光振興事業 

 

(2) 国内商品企画・販売支援事業 

事業名 目的・概要 

総合案内パンフレッ

トの発行等 

・本県の魅力を旅行者や旅行会社等に発信するガイドマップ等を作成

し、観光案内や観光展等のイベントにて提供する。 

インターネット観光

情報発信事業 

・静岡県観光公式サイト「ハローナビしずおか」及びＳＮＳを活用し、

食や歴史・文化をはじめとしたテーマ性を持ったコンテンツを充実さ

せ、旬の情報やキャンペーン情報の発信を積極的に行うとともに、コ

ロナ収束後を見据え、市場のトレンドを捉えたキュレーション記事や

観光スポット記事等のコンテンツの拡充を図る。 

絶景・秀景富士山世界

遺産写真コンテスト

の実施 

・「絶景・秀景富士山世界遺産写真コンテスト」を実施し、ハローナビ

しずおかへの掲載、NHK静岡の番組内で紹介、富士山世界遺産センタ

ー入賞作品展等で入賞作品等を発信し、本県への観光誘客に繋げると

ともに、富士山カレンダーを作成し、旅行会社セールスに活用する。 

事業名 目的・概要 

旅行会社セールス 

の実施 

・富士山静岡空港就航先及び５大都市圏等から本県への旅行需要を喚

起し、地域で作られた観光商品を旅行商品として流通させるため、訪

問営業及びメールや電話での情報提供等にて積極的に営業活動を行

うとともに、旅行会社等が主催する商談会にも積極的に参加し、本県

の観光商品の売り込みを行う。また、就航する航空事業者や鉄道事業

者と連携した誘客促進を行う。 

ワンストップ 

サービス 

・しずおかツーリズムコーディネーターを中心に、旅行会社からの旅

行商品造成に対する情報提供及び助言を行う。また、メディアからの

県内の観光地や観光施設に関する問合せ等にも対応する。 

・県内市町及び市町観光協会、観光事業者等の営業活動へのアドバイ

スを行うとともに、営業訪問に同行し、ツアー造成が促進されるよう

努める。 

メディアセールス 

の実施 

・首都圏をはじめとする五大都市のメディアに対し、本県の観光素材

が各種媒体で露出されるよう訪問営業及びメールや電話での情報提

供等にて積極的に営業活動を行う。 

旅行会社向け現地視

察の実施 

・旅行会社企画担当者を本県へ招聘し、各地域で開発された観光商品

を実際に現地で体験し、新たなツアーの開発や造成に繋げる。 

旅行会社向け観光セ

ミナーの開催 

・商談会を開催しない就航地や大都市にて、県内の最新観光情報や各

地域の観光素材及び観光商品を紹介するセミナーを実施する。 

富士山静岡空港就航先

及び県内外からのグル

ープ旅行造成支援 

・本県を目的地とした旅行商品の造成及び県内周遊促進を目的に、旅

行会社を対象に旅行商品の企画・販売に対する実績支援（貸切バス代

助成等）を行う。 



 

(3) 国際観光振興事業（TSJ海外誘客強化事業） 

中央日本四県からの 

誘客促進 

・教育旅行の誘致を図るため、教育旅行説明会の開催、教育旅行や社

会科見学等に適した自然や歴史、文化、産業などの魅力や観光資源を

活用した教育旅行パッケージを構築するととともに、中央日本四県の

小・中・高・特別支援学校等を対象に本県を目的地とした教育旅行の

送客に対する実績支援を行う。 

事業名 目的・概要 

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
事
業
（
海
外
で
の
需
要
創
出
） 

高所得層向け旅行商

品の企画販売促進 

・市場の需要に合致した本県を旅行地とするツアー企画販売に向

けた海外旅行会社、旅行アドバイザー等の視察受入 

・国内ランドオペレーターとの連携強化による、本県を含む旅行

商品の海外旅行会社等への提案（商品企画課と連携） 

・海外観光展、イベント及び商談会への参加（TSJ 海外マーケテ

ィング事務所を活用） 

・海外旅行会社等スタッフ向けバーチャルファムツアーの実施に

よる本県の理解度向上 

・TSJ海外マーケティング事務所による定期的なプレスリリース発信 

・TSJから国内外への定期的なメールニュース発信 

認知度向上への取組  

・信頼できる海外メディアでの本県の記事掲載による露出拡大 

- 海外メディア、ジャーナリストによる県内取材誘致、支援 

- TSJ 海外マーケティング事務所による海外メディアへの定期的な

プレスリリース発信 

- TSJから国内外への定期的なメールニュース発信 

・ウェブサイト、SNS（フェイスブック、インスタグラム、ツイ

ッー）等を活用したオンラインプロモーション 

単に情報を発信するのではなく、発信する内容を受信者が興味

を引くようにストーリー仕立てとし、リーチ（受信）させてい

く（情報発信からストーリー受信へ）  

（
観
光
ビ
ジ
ネ
ス
の
促
進
） 

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
事
業 

人材育成 

＜ガイド育成＞ 

・地域の魅力を理解し、参加者の興味を引くようなガイディング

技術を持つ地元ガイドを育成（これまでの説明型研修ではなく

体験型研修を実施） 

＜中核人材育成＞（要望があった場合対応） 

・県内自治体、観光協会、ＤＭＯ職員向け中核人材養成支援 

・県内自治体、観光協会、DMO等が主催するセミナー等への講師派遣 

＜県民のインバウンド受入気運醸成＞ 

・県内自治体、協会、DMO 等と協働した県民向けインバウンドフ

ォーラムの開催 



 

(4) 商品企画定着促進事業（商品企画課機能強化事業） 

連
携
事
業 

県庁駐在員事務所と

の連携 

・高所得層を顧客に持つ現地旅行会社へのセールス活動（県内視

察支援、旅行商品の企画販売に向けた継続的なフォローアッ

プ） 

・アジア市場向けウェブサイト（中国語繁体字、中国語簡体字、

韓国語）の運営において、海外におけるニーズに合致した内容

を掲載 

地域連携 

・県内自治体、協会、DMO 等が実施するインバウンド事業におけ

る協働 

・県内各地域が実施する事業の県内他地域との連携促進 

JNTOとの連携 

・海外商談会での JNTOとの共同出展 

・多くの現地フォロワーを持つ JNTO 海外事務所の SNS（Facebook、

インスタグラム等）への掲載に向け本県の情報を積極的に提供 

・JNTO本部グローバルサイトでの情報発信 

事業名 目的・概要 

オ
ペ
レ
ー
タ
ー
機
能
強
化
事
業 

商品流通網の 

拡大・深耕 

（ＤＭＣ的機能）  

・・海外旅行会社等のワンストップ窓口となるオペレーター機能強

化 

・・在日ランドオペレーターへの営業、商談会開催、県内視察の実

施等による販売網の拡大・深耕 

・・アクティビティ紹介ページ（旧 Mount Fuji Travel）を活用し 

た販売網の拡大 

・地域連携ＤＭＯ、県内観光協会、民間事業者等が企画開発した 

商品の国内でのプロモーション支援 

・静岡県海外駐在員事務所との連携事業  

新商品企画開発 

【日本人旅行】 

・静岡県ならではの資源活用と SDGsの要素を取り入れた新商品の

企画開発 

・マイクロツーリズムに対応した旅ナカ商品の企画開発 

・温泉地のプロモーションに貢献する商品の企画開発 

【訪日外国人旅行】 

・在日ランドオペレーターから求められるオーダーメイド型商品

への対応 

・・海外旅行会社が求めるテーマ性が明確で他県との差別化が図れ

たパッケージ型の商品開発 

・・在日ランドオペレーターとの協業によるガストロノミーツーリ

ズム、アドベンチャーツーリズム等をテーマとしたパッケージ



 

(5) 観光関係団体との協働事業 

 

(6) 観光功労表彰事業 

  県内各地において、永年にわたり観光振興に寄与した人物や、交流客の増大に貢献し、

他地域の模範となる優れた取組、また、コロナ禍における新しい生活様式に対応した商品

づくりへの取組等について、表彰を行う。 

 

 

 

 

 

ツアーの開発 

・・アクティビティ紹介サイト（旧 Mount Fuji Travel）に掲載可

能な本物の日本体験（Authentic Japanese Experience）商品の

開発 

商品開発支援 

・・新商品の企画開発を実施する地域連携ＤＭＯ、県内観光協会、

民間事業者等に対するアドバイス支援 

・・（一社）ふじさん駿河湾フェリーとの協業による駿河湾フェリー

増売に関する支援業務 

・・観光関連セミナー、勉強会等への講師派遣 

商
品
造
成
補
助
事
業 

地域資源を活用した

観光促進事業 

・商品企画課の旅行商品づくりに精通した専門人材の助言等を活

用し、静岡ならではの資源（食、歴史文化、サイクリング、ヘ

ルスケア）活用し、環境や地域に配慮した付加価値の高い旅行

商品の造成及び販売促進を行う取組みを支援 

 

旅行商品造成事業 

 

・商品企画課の旅行商品づくりに精通した専門人材の助言等を活

用し、付加価値の高い旅行商品の造成及び販売促進を行う取組

みを支援 

旅行商品販売促進 

事業 

・商品企画課の旅行商品づくりに精通した専門人材の助言等を活

用し、造成された旅行商品の効果的な販売促進を行う取組みを

支援 

事業名 目的・概要 

地域行事育成 ・県内関係団体が主催するイベント・行事等を支援する。 

交通事業者協議会協力事業 

（静岡 10線観光推進協議会） 

・ＪＲ東海ほか県内交通事業者 10社と連携し、静岡県内の公

共交通機関を利活用した観光振興事業を行う。 

全国広域観光振興事業 
・（公社）日本観光振興協会が展開する全国的・広域的な観光

振興対策事業に出捐金を負担し、共同実施する。 



(7) 本部観光案内所の運営 

本部観光案内所において、旅行会社、マスコミ、一般観光客などへの観光情報の提供や、

県内各地域が実施する観光誘客活動への支援を行う。 

 

(8) 東京・大阪観光営業所の運営 

   東京・大阪観光営業所において首都圏・関西圏等をターゲットとした営業活動を展開し、

本県への観光誘客の促進に努める。 

事業名 目的・概要 

観光情報の提供・取材調査支援 ・旅行会社、新聞、雑誌、放送局等に対する観光情報の提供や、 

現地取材調査等に対する協力、支援を行う。 

観光情報の発信 

 

・県内市町、観光事業者等と連携した観光情報の発信を行う。 

観光ニーズの把握・分析 ・旅行会社からの情報収集等により観光ニーズを把握・分析し、

県内観光関係者への情報提供を行う。 

県外からの誘客活動 ・旅行会社との連携により観光展、顧客向けセミナー等を展開

し、県外からの誘客活動を行う。 

 

 

事業名 目的・概要 

観光情報の収集と活用 
・情報提供のため年４回程度、県内各地のイベントを調査し、

各種誘客宣伝において活用する。 

日本観光振興協会 HP 

「全国観るナビ」への情報掲載 

・随時、県内の主要な観光行事を収集し情報を提供する。 

宿泊予約状況調査と提供 
・ゴールデンウイーク、お盆、年末年始の県内宿泊予約状況

を調査し、報道各社に情報提供する。 

観光写真ライブラリー等の貸与 
・マスコミ、エージェント、各種団体等からの観光写真、観

光ビデオ等の借用申込に対応する。 

各種大会等への協力 
・コンベンション等において、主催機関から要請により、静

岡県の観光宣伝資料の提供等を行う。 


