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1963（昭和38）年度 1964（昭和39）年度 1965（昭和40）年度 1966（昭和41）年度

国等の観光政策に
関わる調査研究

観光地（地域）・観光資源に
関する調査研究

＜九州＞
◦都城観光事業調査
◦徳之島、喜界島観光地経営診断
◦霧島観光調査

＜近畿＞
◦日野町観光調査
＜九州＞
◦別府六勝園観光調査
◦柳川観光調査
◦西海橋観光調査

＜中部＞
◦西伊豆地区観光調査
◦立山黒部観光調査
＜近畿＞
◦白浜温泉観光調査
＜九州＞
◦宮崎温泉観光調査

旅行・観光の市場動向に
関する調査研究

観光産業に関する調査研究
（運輸業、宿泊業、旅行業、
レクリエーション施設等）

国際的な観光動向に
関する調査研究

2．調査・研究事業
2 受託調査

【注記】
・特定の民間企業に関する研究・調査の場合、研究調査名をA社、B社等と表記している。
・政府機関等からの受託研究・調査は当時の名称で受託先を表記した。
・研究・調査名に地名等がないものは都道府県名のみ表記した。
・地域区分／北海道／東北（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県）／関東（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）／中部（新潟県、富山県、

石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県）／近畿（京都府、大阪府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県、三重県）／中国四国（鳥取県、島根県、岡山県、
広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県）／九州（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県）／沖縄（沖縄県）
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1967（昭和42）年度 1968（昭和43）年度 1969（昭和44）年度 1970（昭和45）年度 1971（昭和46）年度

＜建設省＞
◦道路計画における学術的保護対象の

評価

＜総理府＞
◦全国旅行動向調査

＜建設省＞
◦観光交通資源調査・観光行動調査
＜総理府＞
◦日帰りレクリエーションの実態
◦国民の日帰りレクリエーションに関す

る実態調査

＜中国四国＞
◦岡山県加茂町観光開発調査

＜東北＞
◦宮城県泉ヶ岳観光調査
＜関東＞
◦銚子市愛宕山観光調査
＜中部＞
◦日本平観光開発調査

＜中部＞
◦富士山麓観光開発計画

＜中部＞
◦蓼科高原女神湖周辺地域観光開発基

本計画
＜近畿＞
◦城崎温泉楽々浦旅館団地事業計画
＜九州＞
◦山本観光（株）桜島袴腰地区観光開発

構想

＜東北＞
◦庄内観光開発調査
＜関東＞
◦秩父鉄道長瀞周辺開発調査（秩父長

瀞地域観光開発構想計画）
＜中部＞
◦山ノ内町観光開発調査
◦奥只見湖周辺地域観光開発調査（奥

只見八崎地区観光開発計画）
＜近畿＞
◦京都嵯峨野調査
＜九州＞
◦阿蘇観光開発調査（阿蘇長陽村観光

開発構想計画）

◦A社宿泊旅客統計表 ◦A社宿泊旅客統計表 ◦A社宿泊旅客統計表 ＜国内旅行＞
◦A社宿泊旅客統計表
＜海外旅行＞
◦ルック顧客の実態

＜宿泊業＞
◦東京本郷地区旅館の財務集団調査
◦公的福利厚生施設調査

＜宿泊業＞
◦Aホテル計画に関する調査
◦旅館の財務集団調査（熱海地区、琴

平地区、高松地区、道後温泉）

＜宿泊業＞
◦草津温泉地区旅館財務集団調査
◦箱根町旅館経営調査
◦浅間温泉事業開発計画
◦宮津市A宿泊施設経済計画に関する

調査

＜宿泊業＞
◦びわ湖バレイ長期経営計画
◦観光島根（株）経営調査

＜宿泊業＞
◦A旅館開発調査
◦木更津温泉Aホテル調査
＜レクリエーション施設＞
◦A施設開発調査
◦奥松島調査（奥松島ヨットハーバー経

営計画）

2．調査・研究事業
2 受託調査

（1963〜1971年度）
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1972（昭和47）年度 1973（昭和48）年度 1974（昭和49）年度 1975（昭和50）年度

国等の観光政策に
関わる調査研究

＜運輸省＞
◦七尾湾開発可能性調査
＜建設省＞
◦道路計画における学術的保護対象の

評価

＜建設省＞
◦観光交通資源調査・観光行動調査
◦観光交通調査（観光レクリエーション

交通調査）
＜総理府＞
◦全国旅行動態調査
＜林野庁＞
◦草津国有林レクリエーション適地選定

調査

＜運輸省＞
◦国民の海外旅行における（滞在）観光

レク動向調査
◦公共マリーナ計画調査
＜林野庁＞
◦八幡平国有林開発
◦知床地域総合森林レクエリア適地選

定
◦草津地域総合森林レクエリア適地選

定・整備基本計画
◦伊豆地域総合森林レクエリア適地選

定
＜その他＞
◦観光地整備に伴う地域社会経済への

波及効果に関する調査（観光開発財
団）

＜運輸省＞
◦公的宿泊施設予約システム開発調査
＜建設省＞
◦むつ小川原地域広域生活基盤調査
◦大規模レクリエーション開発基本構想

策定調査（サブエリアの適地可能性調
査）

＜総理府＞
◦観光レクリエーション需要予測方法論

等の調査・研究
＜林野庁＞
◦総合森林レクリエーション適地選定調

査（下北地域、奥秩父地域、蓼科地域）

観光地（地域）・観光資源に
関する調査研究

＜東北＞
◦八幡平観光開発構想計画
◦福島観光開発基本調査（男沼・女沼

周辺地区観光開発基本計画）
◦土湯温泉地区開発基本調査（男沼・

女沼周辺地区観光開発構想計画）
＜関東＞
◦草津観光開発基本調査（元白根農場

観光開発基本計画）
＜近畿＞
◦串本大島観光開発基本計画
＜九州＞
◦宮崎清武観光開発基本計画
◦平戸島千里ヶ浜観光開発計

＜北海道＞
◦白老虎杖浜地区宿泊施設開発基本計

画
◦ニセコスキー場開発基本計画（ニセコ

アンヌプリウィンターリゾート開発基
本計画）

＜東北＞
◦八幡平安代地区開発基本計画（安比

高原リゾート開発基本構想）
◦山形県総合観光基本構想・基本計画
◦天元台開発基本計画
◦会津地区メッシュ編集
◦土湯需要予測調査
＜関東＞
◦吾妻計画
＜中部＞
◦阿賀野川流域観光開発基本調査
◦三方町観光開発基本計画
◦三方町海岸地域開発基本計画（三方

町観光レクリエーション基本計画）

＜北海道＞
◦定山渓鉄 道 跡 地観 光レク利用計画
（定山渓温泉交通センター基本計画）

◦足寄町観光レク開発基本計画査定
◦モデル地区開発事業化調査（足寄町

モデル地区開発事業化調査）
◦弟子屈国鉄用地開発
◦ニセコ勤労者休暇村開発基本計画
＜東北＞
◦八幡平国有林開発
＜中部＞
◦佐久平開発基本構想計画（佐久高原

リゾート開発基本構想計画）
＜近畿＞
◦秦荘町開発プロジェクト（近江の里開

発計画）
＜沖縄＞
◦国際海洋博第2次入場者予測

＜北海道＞
◦朝里岳ウィンターリゾート開発基本構

想
◦日勝地区観光開発計画
◦札幌修学旅行会館基本調査
＜東北＞
◦東北地区観光基礎調査（東北の観光

の現状と将来）
◦栗駒地域総合森林レクリエーションエ

リア候補地の基礎調査
＜関東＞
◦東京湾埋立地開発体制のあり方に関

する調査・研究
◦草津町社会開発計画

旅行・観光の市場動向に
関する調査研究

＜国内旅行＞
◦全国観光客流動調査（近畿圏観光流

動調査）
◦余暇活動と交通調査
◦企業の余暇対策調査
◦A社宿泊旅客統計表
＜海外旅行＞
◦職場海外旅行調査
◦A社海外パッケージツアー顧客の実態

＜国内旅行＞
◦余暇連合に関する実態調査
◦旅行・余暇情報システム化研究
◦エンターテインメント基礎調査
◦A社宿泊旅客統計表
＜海外旅行＞
◦A社海外パッケージツアー顧客・市場

調査

＜国内旅行＞
◦社会動向調査
◦旅行の動向調査
◦旅行・余暇情報システム化研究（観光・

余暇情報システムの動向）
◦ヘルスクリニック調査
◦A社宿泊旅客統計表
＜海外旅行＞
◦A社海外パッケージ商品管理調査

＜国内旅行＞
◦観光需要予測に関する調査・研究
◦社会動向調査（社会傾向と旅行志向）
◦家族旅行調査
◦滞在型旅行調査
◦旅行者の宿泊施設利用の実態と志向

調査
◦ゴルフ場開発における需要推定のた

めの基礎調査
◦流通システム開発調査
◦A社宿泊旅客統計表

観光産業に関する調査研究
（運輸業、宿泊業、旅行業、
レクリエーション施設等）

＜宿泊業＞
◦一次・二次ニセコ観光開発基本調査
（ニセコアンヌプリウィンターリゾート

開発基本計画）
◦沖縄宿泊施設実態調査
◦ペンションシステム開発調査
＜レクリエーション施設＞
◦西海橋地区開発調査（西海橋遊園地

発展計画）

＜運輸業＞
◦新交通システム開発調査
＜宿泊業＞
◦別荘地公共施設計画
◦A共済所有地開発基本計画（ニセコ勤

労者休暇村開発基本計画）
＜レクリエーション施設＞
◦A施設経営調査
◦ゴルフ場開発基礎調査

＜運輸業＞
◦駅レンタカー利用の実態
＜宿泊業＞
◦公的宿泊施設予約システム準備
◦適正宿泊料金策定のための基礎調査
◦A施設経営診断

＜宿泊業＞
◦既存旅館の系列化調査
◦宿泊商品管理基準作成のための基礎

調査
◦寮・保養所の実態調査
◦旅館建物の耐用年数に関する実態調

査
◦会員制リゾート開発事業基本調査
◦A施設開発事業基本構想
＜レクリエーション施設＞
◦A社池袋土地商業立地基本調査

国際的な観光動向に
関する調査研究

◦サイパン島パオパオビーチ開発基本
構想

◦余暇ファシリティの国際比較調査
◦外国の余暇と余暇政策調査
◦海外レジャー産業進出企業と対象国

の概況調査

◦海外進出企業の実態と現地一般情勢 
－第1部 東南アジア、太平洋諸島－

◦外国の余暇と余暇政策

◦米国ホールセーラーの実態
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1976（昭和51）年度 1977（昭和52）年度 1978（昭和53）年度 1979（昭和54）年度

＜建設省＞
◦むつ小川原地域生活基盤調査
＜総理府＞
◦全国旅行動態調査
＜環境庁＞
◦自然公園内利用状況の把握手法の改善
◦大規模レクリエーション基地開発基本構想策

定調査（サブエリアの適地可能性調査）
＜林野庁＞
◦森林レクリエーションエリア適地選定調査（ニ

セコ積丹、大雪山地域、支笏地域、富士地域）
＜その他＞
◦低成長時代におけるリゾート開発事業の展開

＜総理府＞
◦全国旅行動態と各種統計との関連に関する

調査
＜林野庁＞
◦支笏定山渓地域総合森林レクリエーションエ

リア基礎調査
◦いわき地区保健休養資源調査
◦昭和の森センター地区基本調査
＜沖縄開発庁＞
◦沖縄離島振興調査（離島振興のための観光

開発調査 八重山特定離島）
◦国営沖縄海洋博覧会記念公園利用調査

＜運輸省＞
◦観光情報システム確立調査
＜建設省＞
◦秋田湾地域海浜レクリエーション施設整備計画調査
＜総理府＞
◦国民観光レクリエーションの状況に関する調査研究
＜林野庁＞
◦日光地域の森林の保全と利用に関する調査
＜沖縄開発庁＞
◦離島振興のための観光開発調査（本島周辺特定離

島）
◦国営沖縄海洋博覧会記念公園利用調査
◦国営沖縄海洋博覧会記念公園管理システム基礎調

査

＜運輸省＞
◦観光情報システム確立調査
＜建設省＞
◦定住圏における健康増進の場の創造に関する調査
（東北、北陸、九州）

＜国土庁＞
◦観光レクリエーション実態調査
＜総理府＞
◦最近における国民観光レクリエーションの需要の変

化の状況に関する調査研究（観光動態調査）
＜環境庁＞
◦新幹線等総合交通体系調査 －自然環境保全調査－
＜林野庁＞
◦日光地域の森林保全と利用に関する調査
＜沖縄開発庁＞
◦離島振興のための観光開発調査（宮古特定離島）
＜その他＞
◦国際観光地整備調査

＜北海道＞
◦ニセコ・積丹総合森林レクリエーションエリア

整備事業基礎調査
◦朝里岳総合森林レクリエーションエリア利用

施設基本計画
＜関東＞
◦草津町社会開発調査

＜北海道＞
◦ニセコ・積丹総合森林レクリエーションエリア

整備事業基礎調査
◦定山渓・朝里岳総合森林レクリエーションエ

リア利用施設開発基本計画
◦北海道大滝村におけるレクリエーション開発

構想の立案と事業性に関する検討
＜東北＞
◦東北地区観光調査（東北における観光の現

状と将来）
＜関東＞
◦栗山村スキー場調査
◦草津休暇村開発基本計画構想（草津ファミ

リーランド開発構想）
◦石岡鉄道病院跡地の利用計画調査
＜中部＞
◦志賀五輪高原の観光開発基礎調査
◦長島ダム関連地域振興総合調査（静岡県）
＜九州＞
◦佐賀県観光振興基本計画策定調査

＜北海道＞
◦定山渓地域振興基本計画策定調査
◦網走市観光診断調査（網走市観光基本計画）
◦朝里岳スキー場開発に関する計画設計総合監修
◦札幌ホテル市場調査
＜東北＞
◦南三陸地域観光調査
◦地域別旅行市場調査（仙台都市圏）
＜中部＞
◦駅利用地の有効利用調査（軽井沢駅開発基本計画）
◦信濃大町に関する開発計画作成の為の基礎調査
◦森林サーキット施設計画・設計マニュアルの作成（佐

久高原）
◦大町温泉用地利用可能性調査
◦ペンション村可能性調査（河口湖ペンション村調査）
◦温泉地再開発基本計画の策定（温泉地の諸課題と

今後の方策 －宇奈月・山代）
◦立山千寿ヶ原地区の宿泊観光地の可能性調査（立山

山麓観光開発基本構想）
＜近畿＞
◦奥琵琶湖地区自然公園利用計画調査（滋賀県）
◦大規模年金保養基地（三木）の集客・予約システム

調査
＜中国四国＞
◦扇山自然休暇村基本計画策定調査
◦瀬戸大橋観光予測（観光効果）（岡山県）
＜九州＞
◦佐賀県内商工会地区における観光開発と地域振興

計画の策定

＜北海道＞
◦弟子屈健康づくり総合センター収支計画
＜東北＞
◦米沢市観光計画の作成
◦活路開拓調査に関する基礎調査（宮城県）
＜関東＞
◦東京都主要ホテルの立地特性調査
◦谷沢原開発基本計画調査（草津町）
◦奥草津スキー場計画調査
◦白根神社連絡路可能性調査（草津町）
◦群馬大学草津分院跡地土地利用計画調査
◦天狗の湯事業開発計画調査
＜中部＞
◦高瀬川流域等観光開発基本計画調査
◦大町市観光開発基本構想
◦大峰高原観光レクリエーション開発基本構想
◦立山山麓観光レクリエーション地区整備基本計画調

査
◦宇奈月温泉再開発計画調査
◦白川村の発展振興に関する調査研究・計画策定
＜近畿＞
◦城崎温泉再開発基本調査
＜中国四国＞
◦瀬戸大橋架橋関連施設整備計画調査（岡山県）
◦観光誘致策に関する調査（徳島市）
＜九州＞
◦東唐津・館山地区に関する開発計画作成のための

基礎研究
＜沖縄＞
◦宮古島における宿泊関連需要調査

＜国内旅行＞
◦観光の需要予測に関する調査研究
◦修学旅行の現状と展望
◦独身勤労女性旅行調査
◦独身女性の国内旅行に関する調査
◦温泉保養旅行の開発に関する基本調査
◦先進観光地における誘客システムの実態調

査
◦A社宿泊旅客統計表
＜海外旅行＞
◦海外旅行健全化調査
◦A社海外パッケージ商品管理調査

＜国内旅行＞
◦観光の需要予測に関する調査研究（観光の

需要予測）
◦旅行動向調査（旅行の現状と見通し）
◦旅行需要予測調査
◦新婚旅行に関する調査
◦旅行雑誌『旅』に関する調査
◦高年層の観光旅行に関する調査
＜海外旅行＞
◦海外旅行健全化調査
◦海外旅行の実態
◦海外ガイドブックに関する調査

＜国内旅行＞
◦旅行需要予測調査
◦旅行行動の心理分析調査
◦観光地入込者数統計調査の改善統一に関する調査

研究
◦宗教旅行の実態調査（仏教徒参拝旅行に関する調

査）
＜海外旅行＞
◦海外団体旅行現勢分析調査
◦海外旅行調査

＜国内旅行＞
◦旅行業各社賃金等実態調査
◦旅行者動向調査（旅行の現状と見通し）
◦旅行需要予測調査
◦観光地動向調査
◦地方旅行市場調査
◦旅行行動分析調査
◦国立公園利用動態等調査
◦ドライブ旅行調査
◦大都市住民の旅行実態と旅行業者利用調査
◦教育事業の成立条件 －職業教育－
＜海外旅行＞
◦海外旅行調査（海外旅行の実態）

＜運輸業＞
◦時刻表に関する総合調査
＜旅行業＞
◦中小旅行業者実態調査
◦旅行業実態調査
＜宿泊業＞
◦旅館・ホテルメインテナンスマニュアルの作成
（旅館における商品の維持管理マニュアル）

◦企業成長の戦略分析
◦企業内諸制度調査
◦温泉ホテル事業計画・運営計画
＜レクリエーション施設＞
◦観光レク施設の管理運営改善に関する調査
◦会員制企業従業員労働条件調査集計
◦会員制事業開発計画
◦扇ノ山自然休養村調査
◦A施設経営診断、増改築基本計画
◦A商品管理調査（パッケージ旅行グループイン

タビュー調査）

＜宿泊業＞
◦公的宿泊施設の予約システムに関する調査
◦指宿・横浪大規模年金保養基地基本計画案

策定
◦温泉地再開発基本計画の策定（温泉地の諸

課題と今後の方策）
◦A施設増改築計画策定・改築に伴う総合企画
＜旅行業＞
◦A社海外パッケージ商品管理調査
＜レクリエーション施設＞
◦温泉運動処方を導入した健康増進温泉保養

旅行開発

＜運輸業＞
◦新海洋交通の観光レクリエーション利用に関する調

査
＜宿泊業＞
◦都市ホテル立地条件調査
◦ホテル新規設備投資に関する事業可能性調査
◦旅館のサービスに関する調査研究
◦社有地の適正土地利用に関する調査
◦JNR・INNシステムに関する総合調査（高山駅・東八

幡平）
◦Aホテル増改築基本計画調査
◦Bホテル改築に伴う総合企画
＜旅行業＞
◦A社店舗総合調査（店舗網の出店と再編成のための

調査）
◦旅行商品企画調査
◦ビジネス向き時刻表の可能性調査
◦三大都市旅行業者利用実態調査

＜宿泊業＞
◦旅館料理に関する調査研究
◦Aホテル事業開発計画調査
◦Bホテル計画調査
◦Cホテル計画調査
＜旅行業＞
◦キャンペーン販売実績調査
＜レクリエーション施設＞
◦スキー場開発のための基礎研究調査
◦D施設外部環境条件調査

◦サイパンマニャガハ島開発運営計画の策定
（太平洋地域における観光地化と現地の対

応）

◦西アジア地域運輸経済調査

2．調査・研究事業
2 受託調査

（1972〜1979年度）
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1980（昭和55）年度 1981（昭和56）年度

国等の観光政策に
関わる調査研究

＜運輸省＞
◦大都市圏における観光レクのあり方に関する調査研究
◦観光情報システム確立調査
＜建設省＞
◦都市環境及び自然環境整備計画調査（東北、北陸、九州）
◦安倍川田町地区環境整備計画調査
＜国土庁＞
◦広域道路網計画策定調査（名古屋オリンピック関連）
＜総理府＞
◦最近における国民の観光レクリエーションの状況とその調査方法
＜その他＞
◦国際観光地整備調査

＜運輸省＞
◦観光情報システム確立調査
＜建設省＞
◦公園の宿泊利用に関する基礎調査（海の中道海浜公園）
◦広域的生活空間需要分析並びに地域発展基盤賦存状況（上川南部地域農山村開発

基盤整備事業推進調査）
＜文部省＞
◦大学・学術会館（仮称）設立運営に関する調査
＜総理府＞
◦観光実態調査の分析及び研究に関する調査
＜環境庁＞
◦緑地の種類による誘致率の変動実態調査
＜その他＞
◦「ｉ」システム整備計画に関する調査
◦地域観光要素の発掘

観光地（地域）・観光資源に
関する調査研究

＜北海道＞
◦北海道入込客調査
◦札幌国際スキー場の現状分析
◦トマム山スキー場開発計画調査
◦登別温泉地域開発基本計画策定調査
◦虻田町観光基本計画の策定
◦網走市観光実施計画策定事業調査
＜東北＞
◦東北の将来展望についての研究
◦東北の観光特性と今後の開発動向　57年新幹線開業にむけて
◦東北・上越新幹線の開業に伴う観光関連影響調査
＜関東＞
◦国際科学技術博覧会の宿泊施設調査（茨城県）
◦貨物取扱所跡地の利用可能性調査（渋谷駅）
＜中部＞
◦大日岳スキー場開発計画調査
◦清水市観光振興基本計画策定調査
◦中部圏における英文案内の実態調査
◦高瀬川流域等観光開発実施計画策定調査
◦駿河地域観光振興基本構想策定調査
◦宇奈月温泉再開発計画調査
＜近畿＞
◦出石町の町づくりと観光開発調査
◦城崎温泉再開発基本調査

＜北海道＞
◦北海道における国際的観光レクリエーション基地の設計
◦釧路市観光レクリエーション基本計画調査
◦網走市観光実施計画策定事業調査
◦上士幌町観光施策調査
◦函館山第2ロープウェイ建設計画調査
＜東北＞
◦焼石岳スキー場開発基本計画
◦葉山スキー場開発基本計画
◦山形市観光基本計画策定業務
◦米沢市観光レクリエーション実施計画策定
◦米沢市中吾妻地区（萱平）開発基本調査事業
◦酒田市観光基本計画調査
＜関東＞
◦科学万博関連観光コース認定に関する課題（茨城県）
◦宇都宮宿泊施設調査
◦浦安市観光基本構想調査事業
◦奥草津スキー場計画調査
＜中部＞
◦二俣線沿線地域関連基本調査
◦高峰高原スキー場再開発計画
◦金沢におけるホテル及びホテル併設施設の市場調査（金沢におけるホテル立地調査）
◦中京圏におけるスキー旅客の動向
＜近畿＞
◦城崎温泉再開発基本調査
◦湖西地区観光診断事業
＜中国四国＞
◦瀬戸大橋架橋に伴う交通改革に対応する広域観光と地域づくり
＜九州＞
◦亜熱帯性ベルトパーク構想に関する課題調査（宮崎県）
◦多久市内における観光地開発と振興のための観光診断
＜沖縄＞
◦沖縄観光振興に関する総合計画及び国際的海浜リゾート開発整備計画
◦観光開発整備計画及び保健林休養観光レク施設整備調査（沖縄県・沖縄県地域別）

旅行・観光の市場動向に
関する調査研究

＜国内旅行＞
◦全国観光地動向調査
◦旅行者動向調査
◦旅行需要予測調査
◦日本人意識の変化と旅行志向に関する調査（80年代における日本人の価値

観と旅行志向）
◦マーケティングハンドブックの作成
◦趣味のサークル・文化教室等の実態調査
◦A社宿泊旅客統計表
＜海外旅行＞
◦海外旅行のマーケットの将来性の研究

＜国内旅行＞
◦全国観光地動向調査
◦旅行者動向調査
◦旅行需要予測調査
◦地方旅行市場調査
◦健康とレクに関するアンケート調査
◦年金マーケットの研究・開発
◦ゲートボールに関する調査
◦A社宿泊旅客統計表
＜海外旅行＞
◦海外団体旅行現勢表分析
◦A社海外パッケージツアー顧客動向

観光産業に関する調査研究
（運輸業、宿泊業、旅行業、
レクリエーション施設等）

＜運輸業＞
◦飛行艇調査
◦高速道路施設調査
＜宿泊業＞
◦80年代の旅館業の方向（明日に向かって 旅館の現状と課題）
◦旅館ホテルの経営実態調査
◦能登プチコンベンションヴィレッジの事業可能性調査
◦群馬県の旅館業界は高速交通化時代にいかに挑戦すべきか
＜旅行業＞
◦旅行業調査
◦新しい旅行素材の開発・研究
◦成熟社会と旅行商品企画の課題
◦A社海外パッケージツアー顧客動向調査・商品管理調査
＜レクリエーション施設＞
◦Aテーマパーク入場券販売システムに関する調査
◦A施設事業開発計画調査
◦尾去沢鉱山跡地の観光利用に関する調査

＜運輸業＞
◦国鉄松浦線利用計画調査
◦近間バス旅行調査
＜宿泊業＞
◦旅館経営研究会報告書
◦保養所のあり方に関する調査
◦「旅館ホテルフロントハンドブック」の作成
＜旅行業＞
◦情報産業の動向とA旅行会社の取組に関する調査
◦スポーツ旅行事業化のための基礎調査
◦「企画セールスマニュアル」作成
◦顧客管理データ分析（顧客管理・販売管理運用マニュアル）

国際的な観光動向に
関する調査研究

◦墾丁風景特定区観光開発調査（台湾）
◦メキシコへの日本人観光市場に関する研究
◦環太平洋地域における事業展開の可能性調査

◦海外における海浜リゾート事業化構想調査
◦国際会議に関するアンケート調査
◦海外カルチャーマーケット
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1982（昭和57）年度 1983（昭和58）年度

＜運輸省＞
◦モデル定住圏の経済振興のための観光振興方策に関する調査（高知県幡多・福井県武生鯖江）
◦地方定住条件整備における鉄道整備基礎調査
◦三陸沿岸地域総合開発整備計画調査（三陸鉄道利用促進調査）
◦旅行業取扱実態報告に関する調査
＜建設省＞
◦八ッ場ダム周辺交通観光体系基礎調査
◦宿泊施設基本計画策定（海の中道海浜公園宿泊施設基本計画）
＜文部省＞
◦国際会議場建設のための予備調査
＜総理府＞
◦観光実態調査の分析及び研究に関する調査（全国旅行動態調査報告書　国民の観光レクリエーション

の実態）
＜沖縄開発庁＞
◦国営沖縄海洋博覧会記念公園利用実態調査
＜その他＞
◦「ｉ」システム整備計画に関する調査
◦海水浴場調査

＜運輸省＞
◦地方定住条件整備における鉄道整備基礎調査
◦三陸沿岸地域総合開発整備計画調査（三陸鉄道利用促進調査）
＜建設省＞
◦八ッ場ダム周辺交通観光体系基礎調査
◦駅前広場及び接続街路等の現況に関する基礎調査
＜総理府＞
◦観光実態調査の分析及び研究に関する調査（全国旅行動態調査報告書　国民の観光レクリエーション

の実態）
＜環境庁＞
◦水質環境基準検討調査
＜その他＞
◦国際観光地整備調査

＜北海道＞
◦上士幌町観光施策調査
◦トマム山スキー場基本計画調査
＜東北＞
◦田老大規模年金保養基地運営計画（岩手県）
◦一ノ関駅貨物跡地関連事業開発調査
◦新幹線開業に伴う観光宣伝の企画（山形県）
◦観光基本計画の策定（山形市観光基本計画）
◦中吾妻地区（萱平）開発基本計画調査
＜関東＞
◦茨城の景観づくり調査
◦外国人観光客受入体制整備計画調査（茨城県）
◦科学万博関連観光施設整備計画調査（科学万博関連観光コース施設整備計画調査）
◦科学万博における宿泊施設の事業化可能性調査
◦明神岳スキー場開発計画調査
＜中部＞
◦外国人向け案内標識整備調査＜中部圏＞
◦佐渡観光基本構想計画策定
◦妙高村桶海地区リゾート開発についての調査企画
◦白山と一里野地区開発計画
◦東富士（スピードウェイ地区）調査計画
◦黒姫山北面スキー場開発構想計画案作成
＜近畿＞
◦高島町観光診断
◦朽木村スキー場開発基本計画調査
＜中国四国＞
◦俵山温泉調査
＜九州＞
◦九州の観光地特性と今後の開発動向
◦観光地の活性化に関する調査（熊本県）
◦拠点観光地振興対策調査（霧島地区・指宿地区）
◦観光開発構想計画調査（下甑村）
◦川北薩串木野モデル定住圏計画における若年層定住促進のための自然休養レク施設開発可能性調査
（紫尾山地域）

＜沖縄＞
◦沖縄本島部瀬名岬地域海浜リゾート開発基本計画調査

＜北海道＞
◦層雲峡温泉観光診断調査
＜東北＞
◦浅虫地区近代化事業基本計画策定
◦大鰐町観光調査
◦田代温泉利用観光開発計画調査
◦広域観光ルート策定（福島県）
＜関東＞
◦大和田牧場及び赤谷湖周辺整備基本計画調査（群馬県）
＜中部＞
◦東部地域観光振興計画策定調査（山梨県）
◦清里スキー場入込予測調査
◦車山新総合基本計画の策定
◦乗鞍高原における宿泊需要予測調査
◦湯河原駅周辺の経済動向調査
◦大糸線沿線の冬期における旅客の入込動向調査
＜中国四国＞
◦成羽川上流地域観光開発計画調査（岡山県）
◦安浦大規模年金保養基地事業計画調査（広島県）
＜九州＞
◦長洲町観光資源開発調査
◦壱岐島観光レクリエーション開発基本計画策定調査
＜沖縄＞
◦観光情報システム開発に関する調査
◦竹富町観光開発基本計画策定

＜国内旅行＞
◦全国観光地動向調査
◦旅行者動向調査
◦旅行需要予測調査
◦地方旅行市場調査
◦学生マーケット調査（広島修学旅行需要予測）
◦A社宿泊旅客統計表
◦Aガイドブック読者アンケート分析
＜海外旅行＞
◦団体顧客実態（TIP）調査
◦海外旅行低価格商品購入者志向調査
◦A社海外パッケージツアー顧客動向

＜国内旅行＞
◦全国観光地動向調査
◦旅行者動向調査
◦旅行需要予測調査
◦十代旅行市場調査（ティーンズの旅行に関する調査）
◦熟年層の旅行嗜好に関する調査
◦宗教団体市場調査
◦老人クラブ調査
◦団体顧客動向調査
＜海外旅行＞
◦ルック顧客動向調査

＜運輸業＞
◦クルーズ客に関する需要予測調査（フェリーならびにクルーズ客需要予測調査）
＜宿泊業＞
◦旅館経営研究会報告書作成
◦直営保養所の施設・設備・サービスに関する調査
◦新大阪におけるホテル事業に伴う基礎調査
◦ホテル事業経営計算
◦指宿・津南地区入込予測調査（（財）年金保養協会）
＜旅行業＞
◦「顧客管理・販売管理システム」稼働に伴う調査
＜レクリエーション施設＞
◦白浜ワールドサファリの現状分析と改善案の提言
◦阿蘇A施設の将来計画に関する基本構想計画

＜運輸業＞
◦定期観光バス事業商品計画調査
＜宿泊業＞
◦旅館経営研究会報告書作成
◦直営保養所の施設・設備・サービスに関する調査
◦犬吠埼研修センター事業計画（瑞鶴荘研修センター）
＜旅行業＞
◦業界動向把握調査
◦ローカル旅程ガイド読者調査
◦販売力強化のための地域市場戦略に関する調査
◦A社の企業イメージに関する調査
＜レクリエーション施設＞
◦長崎シーボニアマーケット調査

◦消費者信用の動向 －米国の実態を中心に－ ◦経済協力計画策定のための基礎調査
◦高速艇利用のロタ島観光についての需要予測・同島のホテルに対する志向調査
◦サイパン向け旅行商品開発のための関連事業の展開に関する調査

2．調査・研究事業
2 受託調査

（1980〜1983年度）
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1984（昭和59）年度 1985（昭和60）年度

国等の観光政策に
関わる調査研究

＜建設省＞
◦生活再建説明資料作成（雇用対策のあらまし）
◦展示施設計画調査
◦駅前広場の景観構成に関する調査解析
＜総理府＞
◦全国旅行動態と各種統計との関連に関する調査
＜その他＞
◦「ふるさと運動」事業可能性調査
◦国際観光地（「ｉ」システム）整備調査
◦実施済開発調査案件現状調査（大原町商工会、万場町商工会、西秩父商工会、川

上町商工会、東粟倉村商工会）

＜運輸省＞
◦旅客情報システムネットワーク化調査
＜その他＞
◦国際観光地整備調査（国際観光地及びｉシステム整備に関する調査）

観光地（地域）・観光資源に
関する調査研究

＜東北＞
◦高湯平開発基本計画作成
＜関東＞
◦谷沢原開発基本計画
◦阿字ヶ浦地区まちづくり基本計画調査
＜中部＞
◦熱海クアハウス調査
◦上諏訪温泉活路開拓事業（活路開拓ビジョン調査）
◦朝日村観光基本計策定調査
◦蓼科グリーンバレー環境整備計画
◦浅間温泉活路開拓ビジョン調査
◦東部地域観光振興計画（山梨県）
◦高速交通体系関連観光地整備調査（新潟県）
◦西山町海浜広場調査
◦奥越山地開発構想計画調査
＜中国四国＞
◦建部町田地子地区中規模レクリエーション基地導入施設調査
◦観光情報センター設置計画調査（岡山県）
◦新居浜市南部観光レクリエーション開発基本計画
◦瀬戸大橋観光ルート策定調査
＜九州＞
◦九州横断国際観光ルートの考察及び同地域整備調査
◦福岡市内旅館の今後の方向調査
◦海の中道海浜公園研修宿泊施設経営環境調査
◦宝原公園基本計画調査（長崎県）
◦五島観光レクリエーション開発整備計画
＜沖縄＞
◦沖縄県民会館管理運営及びマーケティング調査
◦沖縄厚生年金総合老人ホーム基本計画調査

＜北海道＞
◦温泉観光地活性化事業調査
◦二風谷ダム周辺地域整備計画調査
◦層雲峡アイスパビリオン構想調査（層雲峡氷瀑館構想調査）
＜東北＞
◦青函トンネル記念館構想と津軽半島竜飛崎の観光振興に関する調査
◦東北観光の問題点と誘客のための方策調査
◦小野川温泉温泉街モール化計画調査
◦山形県観光基本計画調査
◦海浜レクリエーション開発計画策定（山形県遊佐町）
◦仙台市観光ビジョン策定調査
◦泉パークタウン中央センター開発事業基礎調査
◦鬼首高原鍋倉地区ホテル基本計画調査
◦福島県国際観光地化調査
◦福島県高湯平開発基本計画
＜関東＞
◦新観光レクリエーション基本計画調査（茨城県）
◦那珂湊市観光施設等整備計画調査
◦横須賀市川間地区海洋レク複合基地事業化可能性調査
＜中部＞
◦高速交通体系関連観光地整備計画調査（新潟県）
◦妙高高原町におけるスキー場に関する調査
◦佐渡観光振興対策事業調査 －観光の経済効果－
◦蓼科スキー場開発基本計画調査
◦名田庄村活性化事業計画（名田庄村観光開発の基本的方向）
◦奥大井地域総合振興調査
◦佐久大岳スキー場開発可能性調査
◦富士天神山スキー場開発可能性調査
◦今井浜A社リゾート開発基本構想調査
＜近畿＞
◦滋賀県観光資源フィールド調査
＜中国四国＞
◦米子市観光レクリエーション基本計画調査
◦瀬戸内海海上観光開発調査
◦大鳴門橋観光ルート策定調査
◦香川県宿泊施設現況・整備動向調査
＜九州＞
◦九州地方テーマ別モデルルート策定調査（長崎県）
◦佐賀県観光振興実施計画調査
◦伊王島開発基本計画策定調査
◦南阿蘇観光振興調査
◦平家伝説の里づくり基本構想策定調査（熊本県泉村）
◦福祉の町づくり基本構想策定（熊本県松橋町）
◦長崎・西彼地域観光レクリエーション開発整備計画
◦柳川市の観光地特性と宿泊施設調査
＜沖縄＞
◦中城湾リゾート開発構想計画調査
◦沖縄県観光案内標識等整備計画調査

旅行・観光の市場動向に
関する調査研究

＜国内旅行＞
◦全国観光地動向調査
◦旅行者動向調査
◦重点市場需要動向調査
◦年金受給者旅行動向調査（厚生年金・国民年金）
◦大口企業の旅行動向調査
◦小学校旅行の需要動向に関する調査
◦青少年マーケット旅行動向調査
◦中高齢者層節目調査
◦団体顧客動向調査（老人クラブ旅行動向実態調査）
◦A社宿泊旅客統計表
＜海外旅行＞
◦学生海外旅行の市場調査
◦海外業務渡航調査
◦海外旅行者消費動向調査
◦A社海外パッケージツアー顧客の実態

＜国内旅行＞
◦全国観光地動向調査
◦市場の動向
◦自治体旅行需要調査
◦独身者マーケット調査
◦野外教育事業の可能性調査
◦S.I.T.マーケット調査
◦マス媒体利用商品顧客動向調査
◦産業視察旅行市場調査
◦法人カードシステム調査
◦団体顧客動向調査
◦A社会員志向調査
◦パレット顧客動向調査
◦A社宿泊旅客統計表
＜海外旅行＞
◦A社海外パッケージツアー顧客動向

観光産業に関する調査研究
（運輸業、宿泊業、旅行業、
レクリエーション施設等）

＜宿泊業＞
◦Aホテル調査
◦Aホテル新築基本計画
◦旅館経営研究会会議報告書及び品質向上運動推進本部会議報告書
＜旅行業＞
◦高度情報化社会が旅行業に与える影響調査
◦旅行会社支店における旅行情報ニーズ把握調査
◦旅行会社支店商圏マニュアル作成のための調査（商圏ハンドブック）
◦中小旅行業経営合理化のための研究調査
◦簡易保険旅行取扱業者調査
＜レクリエーション施設＞
◦Aテーマパーク開発基本計画

＜宿泊業＞
◦旅館経営研究会
◦宿泊施設評価基準調査
＜旅行業＞
◦旅行業外部環境調査
◦海外旅行流通事情調査（海外旅行商品流通事業調査）

国際的な観光動向に
関する調査研究

◦国際交流事業企画のための基礎調査
◦米国のウォーターフロント開発整備状況基礎調査
◦アメリカパッケージツアー調査

◦ユーレイルパス調査
◦東南アジアマーケット調査
◦国際交流事業企画のための基礎調査
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1986（昭和61）年度 1987（昭和62）年度

国等の観光政策に
関わる調査研究

＜運輸省＞
◦旅客情報システムネットワーク化調査（宿泊施設のネットワーク化調査）
◦南太平洋地区開発基礎調査
◦安房・君津モデル定住圏における観光情報の提供による観光振興策に関する調査
＜建設省＞
◦プレジャー機能導入計画調査
◦駅前広場の景観構成に関する調査解析
＜総理府＞
◦高齢者の余暇活動の充実のための観光レクのあり方に関する調査研究
◦全国旅行動態と各種統計との関連に関する調査
＜沖縄開発庁＞
◦国営沖縄海洋博覧会記念公園利用実態調査
◦沖縄における国際リゾート観光振興基礎調査
＜その他＞
◦「ｉ」システム整備調査
◦国際観光地整備調査

＜建設省＞
◦「おくのほそ道」を活かした地域整備調査
＜総理府＞
◦観光実態調査（昭和62年度観光実態調査 －旅行量の簡易推計・消費額の調

査研究）
◦観光実態調査（自由時間）
◦大型豪華船の採算性に関する調査研究
＜その他＞
◦コンベンションデータベースの整備に関する調査
◦ダム湖活用調査
◦森林空間総合利用促進調査
◦リゾート開発研究会
◦地域別リゾート関連動向
◦国際観光ルート整備調査（松本・高山・金沢）

観光地（地域）・観光資源に
関する調査研究

＜北海道＞
◦小規模対策事業特進事業調査（留萌・空知）
◦釧路プロジェクト（釧路市宿泊施設等立地可能性調査）
◦小樽望洋台構想計画調査
＜東北＞
◦東北における観光のあり方調査（東北における観光と地域の活性化）
◦南東北大規模年金保養基地（岩沼）運営計画策定調査
◦南東北・越後広域観光ルート企画調査
◦仙台国際会議場建設基本構想策定
＜関東＞
◦成田国際観光モデル地区整備実施計画策定調査
◦横浜コンベンション経済機能調査
◦芝山町観光振興計画策定
◦湯河原町観光客実態調査
◦むらおこし事業（魅力ある観光地づくり）（群馬県万場町）
＜中部＞
◦新潟県国際観光振興調査
◦光ヶ原高原観光づくり調査
◦法恩寺山周辺開発計画調査
◦松本・日本アルプス国際観光モデル地区整備調査
◦蓼科グリーンバレー計画総合監修
◦魅力ある観光地づくり事業基本計画調査（新潟県塩沢町）
◦富山・立山・黒部地区国際観光調査
◦高山国際観光モデル地区外客向け温泉宿泊観光地整備調査
◦飛驒高山国際観光モデル地区整備実施計画策定
◦外国人向け案内標識整備調査（高山市）
◦能登線活性化に関する調査
◦総合観光整備基礎調査（電源地域産業育成支援事業総合観光整備計画基礎調査）
（福井県名田庄村）

＜近畿＞
◦守山市観光レクリエーション開発基本計画策定
◦信楽高原グリーンパーク基本計画策定
＜中国四国＞
◦岡山県海洋観光レク基本構想策定
◦米子市アメニティータウン計画 －活力とロマンのあるふるさとづくり－
◦鷲羽山レストハウス経営診断
◦愛媛県総合観光計画調査
◦松山市観光客入込予測調査
◦四万十川流域振興構想の作成（ふるさと四万十川をめざして）
＜九州＞
◦筑後川流域レクリエーションリゾートゾーン計画調査
◦長崎市観光基本計画調査
◦相知町観光振興計画策定調査
◦別府周辺地域観光ポテンシャル調査
＜沖縄＞
◦玉泉洞発展計画調査
◦エキスポランド周辺地域リゾート開発整備計画調査
◦石垣市観光開発基本計画調査
◦沖縄読谷リゾート事業計画評価調査
◦沖縄における国際リゾート観光振興基礎調査
◦辺戸岬ランド開発整備基本計画調査（レキオワールド開発整備計画）

＜北海道＞
◦夕張岳山岳高原リゾート開発可能性調査
◦網走市中期観光計画策定調査
◦レイクサイドパーク構想パンフレット制作、地域文化資料館調査（平取町）
◦札幌国際スキー場における宿泊事業化可能性調査
＜東北＞
◦蔵王・山寺・出羽三山国際観光モデル地区調査
◦みやぎ蔵王・房総地域における観光の現状と課題
◦北蔵王開発基本計画調査（北蔵王スキー場事業性の検討）
◦総合保養地域整備基本構想予備調査（山形県）
◦五城目町観光ビジョン作成・特産品商品改良調査
◦温海温泉活性化施設調査
＜関東＞
◦大子町観光レクリエーション運営基本計画調査
◦魅力ある観光地づくり事業推進指導（群馬県板倉町）
◦成田ジャパンヴィレッジ入場者予測調査
◦鎌倉・峰の原観光レクリエーション動向調査
＜中部＞
◦魅力ある観光地づくり事業調査（新潟県塩沢町）
◦中信地区リゾート開発基本構想計画調査
◦木曽御嶽山麓森林空間総合利用整備事業促進調査
◦富山県ゴンドラスキー場再開発調査
◦富士・淡路地区における観光の現状と課題
◦国際観光モデル地区整備実施計画策定調査（伊豆東海岸）
◦伊豆天城地域森林空間総合利用整備事業促進調査
◦沼津駅周辺地区整備計画調査
＜近畿＞
◦世界祝祭博覧会観光基盤整備調査（三重県）
◦滋賀リゾート開発調査（琵琶湖リゾートネックレス構想）
◦観客動員及び入場券の販売方法の立案に関する調査（大阪花博）
＜中国四国＞
◦牛窓・白馬地区における観光の現状と課題
◦広島湾の海洋レクリエーションの可能性に関する調査
◦香川せとうち国際観光モデル地区整備実施計画策定
◦四万十川流域振興調査報告書編纂
◦宿毛・大月地域開発構想調査（観光拠点づくり基本計画）（高知県）
◦龍河洞・物部川流域観光開発調査（高知県）
◦リーディングプロジェクト要望調査案策定（高知県）
＜九州＞
◦鹿島市有明海干潟公園整備構想調査
◦長崎県観光動向調査
◦東山手洋館住宅利用計画策定調査（長崎県）
◦宮崎県県北観光開発の可能性調査
◦佐賀「ｉ」システム整備調査
＜沖縄＞
◦沖縄県総合保養地域整備基本構想作成調査

旅行・観光の市場動向に
関する調査研究

＜国内旅行＞
◦全国観光地動向調査
◦旅行者動向調査（年末年始・夏休み等の旅行見通し）
◦情報ネットワーク化を中心とする旅行流通市場の変化と旅行業者の対応
◦有望市場としての高齢者市場への対応
◦国内企画商品調査（独身者の沖縄・北海道旅行）
◦A社宿泊旅客統計表
＜海外旅行＞
◦海旅マーケット動向分析と販売戦略策定
◦OL海外旅行マーケットシェアアップとノウハウ開発のために
◦A社海外パッケージツアー商品顧客動向調査

＜国内旅行＞
◦全国観光地動向調査
◦旅行者動向調査
◦観光レクリエーション将来動向予測調査
◦マイカー市場分析調査
◦イベントコンベンションの旅行需要誘発効果分析調査
◦企業旅行需要分析
◦旅行者動向予測調査
◦国内企画商品（家族旅行）調査
◦A社宿泊旅客統計表
＜海外旅行＞
◦A社海外パッケージツアー商品顧客動向調査

観光産業に関する調査研究
（運輸業、宿泊業、旅行業、
レクリエーション施設等）

＜運輸業＞
◦イベント船開発に関する研究調査
＜宿泊業＞
◦旅館経営研究会報告書（21世紀の旅館の経営環境を考える）
◦A宿泊施設基本調査
◦Aホテル商品・サービス診断
＜旅行業＞
◦地域化戦略からの商圏調査（大都市圏における店舗配置）
◦新事業分野 －A社の多角化・国際化戦略
◦A社の長期経営計画のための環境分析調査

＜運輸業＞
◦鉄道沿線及び主要道路周辺店舗新設候補地選定調査
＜宿泊業＞
◦Aホテル施設基本計画調査
◦旅館経営研究会報告
◦A施設利用促進計画調査
◦国際化時代の企業戦略調査（コンドミニアムの事業化戦略）
＜旅行業＞
◦リゾート開発計画とA社の対応に関する調査（低額宿泊施設調査）
◦A社旅行業進出による影響とB社対応戦略に関する調査
◦マス媒体利用商品顧客動向調査
◦海外旅行パッケージ商品調査
◦企画商品の市場分析及び促進方法分析調査
◦都市の変容に対応する店舗計画調査

国際的な観光動向に
関する調査研究

◦バリ島ヌサ・ドゥア地区観光開発計画調査 ◦国際コンベンション振興システム開発調査
◦世界各国における旅行者に対する補償制度
◦マレーシア国地域総合開発計画調査
◦タイ国南部地域開発計画調査
◦ヌサ・テンガラ開発調査
◦中国海南島総合開発計画調査
◦グアム・ロタ・サイパンクルーズの事業可能性調査

2．調査・研究事業
2 受託調査

（1984〜1987年度）
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1988（昭和63）年度 1989（平成元）年度

国等の観光政策に
関わる調査研究

＜総理府＞
◦我が国観光産業の現状と将来予測に関する調査研究
◦観光実態調査
＜林野庁＞
◦西仙台地域森林空間総合利用整備事業促進調査
＜その他＞
◦山村地域の観光レクリエーション開発について －健康空間としての山村の開発について

－（福島県舘岩村・愛媛県久万町）
◦リゾート関連都市整備事業に関する実施方策検討
◦国民のニーズの多様化に対応した地方都市開発整備方策調査
◦21世紀にむけた新しい行政施策の展開 私の“リゾート”論
◦リゾート開発研究会

＜運輸省＞
◦アジア太平洋地域からの外客誘致体制の整備に関する調査
◦三陸沿岸域観光ネットワーク調査
◦90年代観光振興行動計画推進調査（入込統計）
＜建設省＞
◦宿泊滞在型施設に関する基礎調査
＜通商産業省＞
◦四国新イメージ戦略構想調査
＜林野庁＞
◦支笏湖周辺地域森林空間総合利用整備事業促進調査
＜その他＞
◦リゾート開発研究会

観光地（地域）・観光資源に
関する調査研究

＜北海道＞
◦沙流川ダム環境護岸設計指針調査
◦中標津リゾート開発基本調査
◦中山峠総合開発計画基本構想調査
＜東北＞
◦地方における生活時間の変化に対応した都市作りの方向（東北の24時間都市の可能性）
◦青森港湾文化交流施設事業調査（八甲田丸の活用方策）
◦栗駒山リゾート開発基本構想調査（栗駒山麓リゾートシティ構想策定調査）
◦国立公園内スキー場事業立地適性評価調査（秋田県）
◦坊平地区プロジェクト及び北蔵王スキー場事業性の検討
◦釜石観光関連産業の振興プロジェクト事業可能性調査
◦福島高湯平地区リゾート開発基本計画書作成
◦裏磐梯デコ平地区開発計画に関わる市場調査
＜関東＞
◦茨城総合農業公園
◦阿字ヶ浦海浜地区整備基本計画策定（磯崎海浜地区整備基本計画）（茨城県）
◦みかぼ自然村経営診断調査（みかぼ高原荘利用促進調査）（群馬県）
◦川口市観光開発基本計画調査
◦川越市観光基本計画調査（観光行政施策検討調査）
◦成田国際観光モデル地区住民意識調査
◦浦安市における水際活用構想に関する検討
＜中部＞
◦静岡県リゾート地域整備事業調査
◦北アルプス大町リゾート開発基本調査
◦荘川リゾート（仮称）開発基本構想調査
＜近畿＞
◦志摩町リゾート開発基本構想調査
◦和歌山県リゾートゾーン構想調査
◦芦屋マリンタウンコンセプトプラン作成
＜中国四国＞
◦瀬戸内海圏域広域観光ルート設定調査
◦津山市観光計画 －みんなでつくる観光都市
◦新居浜市南部観光レクリエーション開発事業化計画策定
◦新高松空港等観光対策調査
＜九州＞
◦郷ノ浦町拠点地区整備計画調査（岳ノ辻公園整備計画調査）
◦広域森林リフレッシュゾーン整備調査（熊本県）
◦長崎・済州島高速船需要予測調査
◦勝本町観光開発調査
◦石田町観光振興計画調査
◦奄美大島リゾート開発基本構想計画策定調査
＜沖縄＞
◦観光収入の経済効果調査
◦沖縄南部地域リゾート開発整備計画調査

＜北海道＞
◦赤井川スキーリゾート開発関連調査
＜東北＞
◦東北地域交流プラザ整備計画策定調査
◦冬季における観光関連産業の活性化に関する調査（東北地方）
◦青森県観光総合評価調査
◦小坂町総合計画策定調査
◦栗駒山麓リゾートシティ構想策定
◦釜石プロジェクトに関する需要予測調査
◦裏磐梯ホテル開発基本構想計画調査
＜関東＞
◦水府村「リゾート竜神」整備事業計画調査
◦レイクリゾート計画検討業務（相俣ダム湖活用促進事業計画）
◦成田国際観光モデル地区来訪外客実態調査
◦洋上学校船の実施のための条件整備等調査（東京都）
＜中部＞
◦交流機会の拡大を契機とした開発可能性調査（長野県）
◦新潟県「観光収入倍増計画」策定
◦雪国文化村構想具現化へ向けての方策
◦ファッション都市甲府構想基本計画策定事業
◦荘川スキーリゾート開発基本構想（高山市見当山）
＜近畿＞
◦琵琶湖リゾートネックレス構想守山拠点整備基本計画策定
◦見当山レクリエーションエリア整備計画策定調査
◦今後谷開発基本計画策定調査
＜中国四国＞
◦広島湾都市型リゾート整備構想調査
◦総社市観光事業化調査（総社市観光センター事業化調査）
◦高松市観光客入込意識動向調査
◦マイントピア別子開発総合監修業務
＜九州＞
◦阿蘇地域の研修・会議・合宿需給基本調査（熊本県阿蘇事務所）
◦石田町観光振興計画調査
◦大分川ダム周辺環境整備基本計画検討業務

旅行・観光の市場動向に
関する調査研究

＜国内旅行＞
◦観光レクリエーション将来動向予測調査
◦全国観光地動向調査
◦シルバーマーケット調査
◦マーケットセグメント及びセグメントの需要推計に関する研究
◦ビジネス街来街者調査
◦企業関連旅行需要調査
◦海外パッケージツアー顧客動向調査
◦A社宿泊旅客統計表
＜海外旅行＞
◦海外旅行実態調査
◦都道府県別海外旅行需要推計調査

＜国内旅行＞
◦全国観光地動向調査
◦旅行者動向調査
◦地域別旅行需要量の経年変化の推計調査
◦企業旅行需要調査（インセンティブプロモーションに関する調査）
◦学生による旅行市場実態調査
◦団塊世代の旅行ニーズ調査
◦中年女性の旅行ニーズ調査
◦旅行マーケット別需要量推計調査
◦A社宿泊旅客統計表
＜海外旅行＞
◦海外旅行需要推計調査
◦海外旅行市場実態調査
◦海外旅行の促進方策に関する調査
◦A社海外パッケージツアー参加者動向調査

観光産業に関する調査研究
（運輸業、宿泊業、旅行業、
レクリエーション施設等）

＜旅行業＞
◦マス媒体商品調査
◦旅行会社店舗の複合機能に関する調査
◦特定地区の商圏設定及び商圏内需要推計
◦お客様政策に関する調査
＜宿泊業＞
◦旅館経営研究会　旅館券増売にむけて宿泊料金を考える
◦リゾート開発と旅館
◦海外（加入者）保養施設に関する調査
◦リゾート宿泊施設の企画商品化調査
＜レクリエーション施設＞
◦Aテーマパーク外部環境調査

＜旅行業＞
◦旅行業店舗の機能に関する調査
◦旅行業フランチャイズシステム調査
◦新規出店リニューアルのための基準作成調査
◦A社企画商品顧客動向調査
◦A社次期システムイメージ確定のための調査
＜宿泊業＞
◦旅館経営研究会
◦宿泊商品に関する調査（宿泊施設選択のための区分表示の研究）
◦宿泊施設の経営のあり方（宿泊施設選択のための区分表示）
◦コンドミニアムホテル他宿泊滞在施設システムに関する調査
＜レクリエーション施設＞
◦A社観光開発計画に係る開発条件調査
◦ターミナル街来街者調査
◦Aビル運営に関する調査

国際的な観光動向に
関する調査研究

◦マレーシア国地域開発計画調査
◦ギリシャ国観光振興計画調査

◦国際コンベンション振興システム開発調査
◦観光セクターの経済開発効果に関する調査
◦タイ南部地域開発計画調査
◦ギリシャ国観光振興計画調査
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1990（平成2）年度 1991（平成3）年度

＜運輸省＞
◦三陸沿岸域観光ネットワーク調査
◦九州国際観光協議会（仮称）設置計画策定調査
＜通商産業省＞
◦フレッシュスクエア蔵王基本計画策定調査
＜林野庁＞
◦ヒューマン・グリーン・プランの促進調査（森林空間総合利用整備事業促進調査 浅草岳地区）
＜その他＞
◦リゾート開発研究会

＜運輸省＞
◦90年代観光振興行動計画推進調査（観光入込統計）
◦九州テーマパークにおける振興方策の確立に関する調査
＜総理府＞
◦全国旅行動態調査に関する分析・研究
＜その他＞
◦首都圏中心の温泉観光地のリゾートへの転換調査
◦リゾート開発研究会
◦森林都市づくり研究会会報制作
◦森林都市構想具体化調査（森林都市づくり研究会）
◦森林都市整備モデル事業の適地選定に関する調査
◦効果的な観光宣伝のあり方に関する調査（観光宣伝ガイドブック）

＜東北＞
◦東北地域情報プラザ整備に関するフィジビリティスタディ調査
◦浅虫温泉の将来可能性調査
◦鬼首マスタープラン基礎資料作成
◦新庄市杢蔵山スキー場開発可能性調査
◦猪苗代スキーリゾート（仮称）開発構想
＜関東＞
◦リゾート構想推進調査事業（那須リゾート地域における景観形成調査）
◦嬬恋村観光基本構想調査
◦霞ヶ浦東岸リゾート構想策定調査
◦第2次成田国際観光モデル地区整備実施計画策定調査
◦栄町観光資源発掘促進事業計画書策定業務
◦かながわ国際観光情報センター構想
＜中部＞
◦見当山スキーリゾート構想の見直し
◦交流機会の拡大を契機とした開発可能性調査（長野県）
◦国際スポーツ都市建設研究会（国際スポーツ都市・長野調査）
◦黒姫スキー場計画調査
◦御嶽（千間樽）リゾート開発計画に伴う需要推定
◦島田市観光資源利活用調査業務
◦佐渡地域観光活性化計画調査
◦二王寺スキー場に対する提言
＜近畿＞
◦世界祝祭博関連施設計画調査（三重県）
◦世界祝祭博入場者動向予測（三重県）
◦野迫川村観光開発基本構想
◦リゾート地域個性形成調査（和歌山県）
◦るるぶ京都旅行行動調査
＜中国四国＞
◦高梁地区リゾート基本構想調査
◦津山市観光リゾート開発組織調査
◦詫間グレートコミュニティ入込推計調査
◦新居浜市東平地区観光計画
◦高知コンベンションビューロー設立に係わる基本調査
◦観光客受入対策基本調査（高知県）
＜九州＞
◦九州国際観光協議会（仮称）設置計画策定調査
◦熊本県北観光診断

＜北海道＞
◦A社平岡ニュータウンセンター施設基本構想調査
＜東北＞
◦宮城県観光事業誘致促進調査
◦スパッシュランド基本構想・基本計画（白石市）
◦山形県観光基本計画見直しに係わる調査
◦観光産業の振興による活力に満ちた街づくり・観光ビジョン報告［対象地＝むつ市］
◦広域観光ルート策定及びパンフレット企画策定業務（南東北・越後）
＜関東＞
◦黒磯リバーサイド開発レクリエーション施設に対する提言調査
◦那須黒磯リバーサイド開発マーケット調査
◦北茨城市観光ネットワーク基本構想策定調査（自然とのふれあい観光地づくり）
◦幕張国際ビジターズセンター基本構想
◦七会村観光拠点整備調査業務
◦かながわ観光センター（仮称）基本構想計画
＜中部＞
◦見当山北斜面スキーリゾート（仮称）開発構想策定業務
◦島田市観光資源利活用調査
◦中央アルプス山麓開発計画
◦黒姫北斜面スキー場開発事業化可能性調査
＜近畿＞
◦長谷山レクエリア整備計画策定調査
◦和歌山マリーナシティホテル計画（和歌山マリーナシティコンセプト形成調査）
＜中国四国＞
◦別子山村中七番地区開発計画
＜九州＞
◦観光インフォメーションセンター調査業務（熊本県）
◦別府市山間部基本構想策定業務

＜国内旅行＞
◦全国観光地動向調査
◦地域別需要推計
◦旅行者動向調査
◦企業インセンティブ需要調査
◦ホームステイ旅行等に関する実態調査
◦宿泊統計の作成
＜海外旅行＞
◦海外旅行市場実態調査（JTBレポート’90）
◦都道府県別海外旅行需要推計調査

＜国内旅行＞
◦旅行者動向調査
◦市場の動向
◦旅行の実態とニーズに関する調査（旅行に関する意識態度調査）
◦全国観光地動向調査
◦地域別旅行需要推計調査
◦CSM（お客様満足度）調査
◦お客様層別調査（中高年熟年マーケット）
◦宿泊統計
◦団体営業有力市場調査
＜海外旅行＞
◦海外旅行市場実態調査（JTBレポート’91）
◦都道府県別海外旅行需要推計
◦湾岸戦争が海外旅行に与えた影響調査
＜訪日旅行＞
◦外国人国内ツアー実態調査

＜運輸業＞
◦大型クルーズ船事業可能性調査
＜旅行業＞
◦国内企画商品調査
◦仕入に関する調査
◦店頭業務総合調査
◦旅行業フランチャイズシステム調査
◦旅行商圏分析調査
◦旅行店渉外セールス基礎調査
◦A社新経営計画策定のための外部環境調査
◦BTS（ビジネストラベルサービス）調査
＜レクリエーション施設＞
◦Aテーマパークの入込予測調査
◦Aテーマパーク入場者動員に関する調査企画

＜宿泊業＞
◦旅館経営研究会調査（女性客へのサービス・人手不足時代の経営）
◦旅館ホテル商事事業に関する市場調査（’91旅館・ホテル向け商品需要量推計について）
◦ホテル・旅館売店の経営並びに商品流通に関する実態調査
◦A宿泊施設建替調査
◦那珂町観光物産センター及び宿泊施設立地可能性調査
◦大沼大規模年金保養基地施設整備調査
◦旅館業労働時間短縮マニュアル作成調査
＜旅行業＞
◦エースエスコートアンケート調査
◦JATAコングレス’91マーケットプレゼンテーション調査
◦エース商品管理及び顧客動向調査
◦首都圏南営業本部エリアマーケティング調査

◦国際コンベンション振興システム開発調査
◦マレーシアランカウイ島リゾート開発予備調査
◦TOURISM DEVELOPMENT PROGRAM（タイ）
◦インド仏跡を中心とした日本人旅行者ニーズに関する調査
◦90年代のアセアン観光イメージ調査

◦唐華賓館の事業化計画に関する調査（西安　日本人海外旅行者環境調査）
◦GUNUNG GEULIS COUNTRY CLUB CIAWI INDONESIA CONCEPT PLAN
◦ULTRAPOLIS 3000 PROJECT　市場可能性調査
◦グアムにおける新規リゾート事業コンセプトプラン策定調査
◦ニューカレドニア視察研修報告

2．調査・研究事業
2 受託調査

（1988〜1991年度）
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1992（平成4）年度 1993（平成5）年度

国等の観光政策に
関わる調査研究

＜国土庁＞
◦リゾート需要の実態に関する調査
＜総理府＞
◦多様化する観光レクリエーションの実態と動向に関する調査研究
＜その他＞
◦地方の国際観光の推進事業
◦共同福利厚生事業調査（宿泊業におけるこれからの共同福利厚生のあり方に関す

る基礎調査）
◦障害者・高齢者等の旅行促進に関する調査研究
◦効果的な観光宣伝のあり方に関する調査研究
◦森林都市整備事業適正土地利用調査
◦森林都市づくり研究会
◦森林都市づくりに関する実践プロセス等調査
◦リゾート開発研究会

＜運輸省＞
◦旅行・観光産業の経済効果に関する調査研究
◦本四三架橋及び高速道路の整備が四国の観光動向に与える影響に関する調査
◦四国地域高速バス輸送動向調査業務
＜建設省＞
◦宿泊施設整備計画調査［国営公園内］
＜その他＞
◦国際化に対応した低廉宿泊施設の在り方調査
◦森林都市づくり研究会会報制作
◦第2回国内視察報告書作成＜森林都市づくり研究会＞
◦効果的な観光宣伝のあり方に関する調査研究
◦ダム湖等関連施設利用実績分析調査
◦リゾート開発研究会
◦リゾートにおけるエステティック機能の導入に関する調査

観光地（地域）・観光資源に
関する調査研究

＜北海道＞
◦大滝高原スキーリゾート立地可能性調査
＜東北＞
◦北東北地域における国際化の進展も踏まえた冬季観光資源等の積極的活用によ

る地域振興推進のための調査
◦青森国際ホテル基本構想計画
◦青森地域広域圏観光基本計画策定業務
◦青函ツイン複合交通ネットワーク形成可能性調査
◦秋田ふるさと村入込客流動調査
◦大館能代空港調査
◦「新玉川温泉リゾート」事業化計画に関する調査
◦東宝会津下郷リゾート開発に伴う基本計画策定調査
◦福島県高湯平開発事業計画
＜関東＞
◦長瀞町観光客実態把握等調査業務
◦栃木県観光情報システム整備調査研究
◦「鵜の岬」（国民宿舎）新増築整備計画
◦那珂町観光ビジョン策定調査・商品開発可能性調査
◦相俣ダム湖活用促進事業計画業務
◦東京フロンティア国際会議誘致可能性調査
＜中部＞
◦見当山北斜面スキーリゾート（仮称）開発構想策定業務
◦舞子ビラ本館建替調査
◦農山村生活・交流リゾート整備事業化計画調査（新潟県）
◦農山村活性化定住兼創造事業に係わる個別施設基本計画（富山県）
◦ゆとり時間活用方策調査（石川県）
◦乗鞍高原スキー場計画調査
◦開田高原リゾート開発調査
◦「にっぽんリゾート・ふじの国」構想　リゾート施設整備指針策定調査（静岡県）
◦愛知県における宿泊振興に向けた行動計画策定調査
◦宮川村観光振興計画調査
＜中国四国＞
◦韓国人観光客受入れについて（鳥取県）
◦第12回アジア競技大会広島観客数等調査及び入場料金体系策定調査
＜九州＞
◦竹田市におけるホテル立地可能性調査
◦別府市東山周辺基本計画策定業務
◦別府市におけるコンベンション対応型ホテル市場調査業務
◦別府市におけるコンベンション関連組織のあり方に関する調査
＜沖縄＞
◦沖縄観光道路交通計画調査

＜北海道＞
◦網走市新観光基本計画策定業務
◦札幌国際スキー場及び関連事業における今後の長期戦略及び開発構想
◦「富良野カントリークラブ」ホテルコンセプト作成
＜東北＞
◦青森地域広域観光基本計画策定調査
◦国際観光モデル地区整備実施計画策定調査（青森県）
◦六ヶ所村マーケティング調査
◦電源地域専門家派遣事業（青森県野辺地町、横浜町）
◦山形市観光基本計画（第二次）策定調査
◦秋田県におけるB&G財団地域海洋センターの活用状況と今後の活用方策に関す

る調査
◦鳥海高原観光開発基本計画策定調査
◦鳥海山宿泊施設事業化計画
◦うつくしま・ふくしま県民の森総合整備調査事業
◦下郷町総合計画策定業務
◦北塩原村観光振興計画
◦オートキャンプ場整備基本設計事業（福島県）
＜関東＞
◦上信越広域連携構想推進調査
◦稲毛地区旅行需要測定調査
◦東京都における観光レクリエーション情報提供のあり方について
◦小笠原諸島中長期基本計画策定に係る調査
＜中部＞
◦ゆとり時間有効活用推進事業（石川県）
◦名田庄村宿泊施設事業化計画
◦小里川ダム湖周辺利用方策検討業務
＜近畿＞
◦明石大橋開通による淡路島の市場性変化に関する調査・淡路島大磯地区土地利

用計画に関する調査
＜中国四国＞
◦中国地域の観光ネットワーク構想調査
◦吉備路観光センター事業化調査見直し業務
◦高知県観光アクションプラン策定調査業務
◦宇和島市温泉活用可能性調査
＜九州＞
◦ユニバーシアード福岡大会入場料金体系調査

旅行・観光の市場動向に
関する調査研究

＜国内旅行＞
◦旅行市場の動向
◦旅行者動向調査
◦宿泊統計
＜海外旅行＞
◦海外旅行市場実態調査（JTBレポート'92）
◦都道府県別海外旅行需要推計

＜国内旅行＞
◦旅行者動向調査
◦地域別旅行需要調査
◦旅行の実態とニーズに関する調査
◦市場の動向（旅行年報、季報）
◦A社宿泊券白書'93（宿泊旅客統計）
◦首都圏ヤングのレジャー活動調査
◦旅行市場調査及び生協旅行事業経営分析調査
＜海外旅行＞
◦海外旅行市場実態調査（JTBレポート）

観光産業に関する調査研究
（運輸業、宿泊業、旅行業、
レクリエーション施設等）

＜運輸業＞
◦フェリー航路需要予測調査
＜宿泊業＞
◦旅館経営研究会調査業務
◦宿泊プラン商品体系および設定基準に関する調査
◦ホテル・旅館売店商品流通・販売システム事業化調査
＜旅行業＞
◦国内企画商品競合分析調査
＜レクリエーション施設＞
◦テーマパーク・レジャーランド等の入込動向に関する調査

＜宿泊業＞
◦旅館経営研究会調査業務
＜旅行業＞
◦旅行の実態とニーズに関する調査
◦企業の旅行関連需要に関する調査
◦首都圏店舗再編のためのエリアマーケティング調査
◦エースエスコート型商品アンケートに関する調査

国際的な観光動向に
関する調査研究

◦運輸経済協力調査（パキスタン）
◦日本人訪台観光客誘致促進調査
◦日本人観光客に関するマーケティングレポート（ニューカレドニア）
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1994（平成6）年度 1995（平成7）年度

＜国土庁＞
◦国民のリゾートライフの将来需要に関する調査
◦農山村における自然や文化等を活かした小規模リゾートに関する調査 －事例調査
＜総理府＞
◦我が国における観光レクリエーション旅行の動態分析と将来予測に関する調査研究
＜その他＞
◦森林都市づくり研究会関連調査
◦森林都市づくり研究会会報制作
◦オートキャンプ場ネットワーク整備計画調査
◦障害者・高齢者の旅行促進に関する調査事業
◦観光関連産業の市場規模に関する調査研究
◦海外長期滞在関連ビザ制度調査
◦リゾート開発研究会

＜運輸省＞
◦国内・海外パック料金の内外価格差情報収集分析事業
＜建設省＞
◦伊豆半島渋滞体質改善方策検討調査業務
＜国土庁＞
◦リゾート整備の地域振興効果に関する調査
◦広域連携や高齢者対応など新たなリゾート振興方策に関する基礎調査業務
＜総理府＞
◦観光関連分野における情報化の進展と今後の方向に関する調査研究
＜その他＞
◦森林都市・事業化条件整備調査（適地選定等、浅間地区、日立市北部、高萩地区、あだたら地区）
◦森林都市づくり研究会
◦観光産業の市場規模に関する調査研究
◦加入者福祉施設の立地評価項目の選定等に関する調査
◦リゾート開発研究会

＜北海道＞
◦網走市新観光基本計画策定業務
＜東北＞
◦東北型ファミリーリゾートの新展開に関する調査
◦津軽岩木リゾート地域周遊モデルコース設定事業
◦野辺地町サントリー用地の活用調査事業
◦電源立地推進調整等委託費によるマーケティング調査事業（青森県六ヶ所村）
◦村づくりのための総合的な観光開発指導（青森県岩崎村）
◦山本町の観光振興策の具体策の提言に関する調査
◦八郎潟広域地域振興計画策定事業
◦大曲仙北地域広域観光振興計画策定事業
◦新玉川温泉計画の事業見直し調査業務
◦西川町月山山麓観光リゾート基本計画
◦鳥海高原観光拠点開発基本構想策定調査（秋田県）
◦マリンパル女川に関する運営指導
◦地域資源活用リゾート整備マニュアル策定基礎調査（福島県）
◦下郷町振興計画、観光振興基本計画、国土利用計画下郷町計画
＜関東＞
◦国営常陸海浜公園特定公園施設計画地調査
◦日光鬼怒川周辺地域の宿泊施設実態調査
◦古徳沼周辺整備事業基本計画策定調査（茨城県）
◦彩の国観光振興ビジョン策定調査（埼玉県）
＜中部＞
◦白樺湖観光ビジョン策定調査
◦須走温泉施設事業化可能性調査
◦宮川村観光等推進支援事業
＜近畿＞
◦三木大規模年金保養基地にかかる阪神大震災後における経営方針の調査研究
＜中国四国＞
◦中国・四国横断広域観光ルート策定調査
＜九州＞
◦天草西海岸サンセットライン整備調査・崎津漁村リゾート整備計画調査（熊本県）
◦農村リゾート基地整備事業調査（熊本県）
◦阿蘇コンベンション＆スポーツリゾート事業化可能性調査
◦祇園山開発構想策定指導
＜沖縄＞
◦沖縄におけるオートキャンプの可能性検討業務

＜東北＞
◦青森県観光産業経済波及効果調査業務（青森県）
◦青森コンベンションビューロー設立のための業務指導
◦黒石市観光基本計画策定業務
◦村づくりのための総合的な観光開発（青森県岩崎村）
◦アスパム活性化構想策定調査事業（青森県）
◦農林漁業体験実習館管理運営基本計画作成業務（青森県）
◦藤里町観光産業戦略ビジョン策定調査
◦鳥海高原体験・滞在型観光レクリエーション振興計画策定調査
◦ルーレック構想に伴う地域経済波及効果調査（秋田県太田町）
◦秋田内陸縦貫地域振興計画策定事業
◦滞留型観光レクリエーション需要予測調査並びに中里温泉及び奥羽山荘施設整備計画調査業務
◦山形県新観光振興計画策定調査
◦白鷹町観光振興についての提言に関する調査
◦福島県産業見本市会館（仮称）マーケティング調査
◦県民の森オートキャンプ管理運営実施計画・基本設計監修・管理運営コンサルティング業務（福島県）
◦地域資源活用リゾート推進マニュアル策定調査（福島県）
◦台鞍山スキー場の実態に関する調査
＜関東＞
◦陶芸ロード地域活性化構想策定調査
◦印西町観光資源発掘促進事業調査
◦宿泊施設のレストラン利用状況と各種商品企画に関する調査（栃木県霧降高原）
◦玉原スキー場拡張計画に伴う需要予測調査
◦北陸新幹線新駅を利用した榛名山麓地区の活性化構想策定調査
◦成田国際観光モデル地区整備実施計画策定
◦皆野寄居バイパス建設に伴う地域活性化対策策定調査
◦大島公園施設管理委託調査（東京都大島）
◦東京都新観光資源調査・観光ボランティアガイド調査
＜中部＞
◦かんぽの宿栃尾に関する入込予測策定
◦旅行のオピニオンリーダーによる加賀市現地体験ツアー業務
◦観光推進支援事業（岐阜県宮川村）
＜近畿＞
◦関西圏外国客受入体制整備調査
◦サンベルト構想推進調査（三重県）
◦神戸市を中心とする阪神・淡路地域における総合的観光振興計画のあり方に関する調査
◦泉佐野におけるホテル事業可能性調査
＜中国四国＞
◦庄原市、尾口村における総合レクセンターの需要予測及び事業計画に関する調査
◦中国・四国横断観光ルート策定調査業務
◦3大架橋に係わる広域観光ルート策定調査
◦吉岡銅山リゾート整備事業基本計画作成業務（岡山県成羽町）
◦岡山市後楽園周辺再開発ホテル管理運営計画
◦専門家派遣事業 －腕山スキー場運営（経営）指導
＜沖縄＞
◦沖縄県オートキャンプ場ネットワーク整備計画調査業務
◦新水族館管理運営計画検討業務

＜国内旅行＞
◦旅行者動向調査（GW等旅行需要）
◦旅行の実態とニーズに関する調査
◦市場の動向「旅行年報」、「旅行季報」
◦宿泊券統計（宿泊券白書）
＜海外旅行＞
◦海外旅行市場実態調査（JTBレポート）

＜国内旅行＞
◦旅行需要予測に関する調査
◦旅行者動向調査
◦旅行市場調査
◦市場の動向「旅行年報」、「旅行季報」
◦シニア市場調査
◦宿泊券白書
＜海外旅行＞
◦海外旅行市場実態調査（JTBレポート）

＜宿泊業＞
◦Aホテル新館複合ホテル計画調査業務
◦旅館経営研究会調査業務
＜旅行業＞
◦海外旅行におけるTRS及び旅行傷害保険関連の実態調査
＜レクリエーション施設＞
◦Aテーマパーク非来園者調査
◦スキーリゾートの全国的な動向調査

＜宿泊業＞
◦21世紀委員会調査研究分科会
◦旅館経営研究会調査業務
◦加入者福祉施設の立地評価基準の策定等に関する調査
◦関西主要都市におけるホテル市場調査
◦新たに求められるホテルマネジメントに関する調査研究
◦A旅館総合企画業務
＜旅行業＞
◦海外旅行におけるTRS及び旅行傷害保険関連の実態調査
◦海外ランドオペレーターの比較分析調査

◦日本人観光客に関するマーケティングレポート（ニューカレドニア） ◦日本人観光客に関するマーケティングレポート（ニューカレドニア）
◦メキシコ国観光促進投資戦略策定のための調査
◦台南縣南化水庫源之旅特区ロープウェイ事業性の調査

2．調査・研究事業
2 受託調査

（1992〜1995年度）
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1996（平成8）年度 1997（平成9）年度

国等の観光政策に
関わる調査研究

＜運輸省＞
◦北陸三県観光交通地域振興アクションプラン策定調査
＜建設省＞
◦伊豆半島渋滞体質改善方策検討調査業務
＜経済産業省＞
◦電源立地推進調整等（沖縄県金武町における亜熱帯・海洋型観光拠

点の形成に関する調査）
＜総理府＞
◦全国旅行動態調査に関する分析・研究
＜沖縄開発庁＞
◦沖縄本島北部地域における観光振興の視点から見たインフラ整備の

あり方に関する調査研究
＜国土庁＞
◦小規模リゾートからの情報発信のあり方に関する調査
◦地域活性化施策推進費調査「交通基盤整備等による観光の広域化促

進に関する調査」シンポジウム
＜その他＞
◦中国人への日本観光査証発給に向けた調査
◦森林都市づくり研究会
◦リゾート開発研究会

＜運輸省＞
◦船舶クルーズを活用した沖縄振興のあり方に関する調査
◦広域交通ネットワークの形成に関する調査（九州）
＜建設省＞
◦北海道観光における道路整備調査
◦伊豆半島渋滞体質改善方策検討調査業務
＜国土庁＞
◦交通基盤整備等による観光の広域化促進に関する調査（新潟県・富山県・長野県・岐阜県地域）
（福島県・新潟県地域）（島根県・広島県・広島市・愛媛県・高知県地域）

◦今後のリゾート整備のあり方に関する調査
＜総理府＞
◦全国旅行動態調査に関する分析・研究
◦年間旅行量調査
◦国内観光活性化への取組の現状と今後の整備方向に関する調査研究
＜環境庁＞
◦快適水浴場の定量的評価手法に関する調査業務
＜沖縄開発庁＞
◦沖縄本島北部地域における観光振興の視点からみたインフラ整備のあり方に関する調査研究
◦海洋博公園北エリア活性化構想計画調査
＜その他＞
◦高齢者・障害者旅行促進事業のうちの情報提供事業
◦森林都市づくり研究会
◦国営公園満足度分析調査
◦リゾート開発研究会
◦主要リゾート動向調査

観光地（地域）・観光資源に
関する調査研究

＜北海道＞
◦羽幌・天塩地域のみなとと観光振興拠点形成調査
◦根釧地域のみなとと観光拠点形成調査
＜東北＞
◦青森県観光物産館1階〜4階改装基本設計
◦専門家派遣 －高森山周辺観光開発指導事業
◦白神山地を核とした村づくりの為の総合的指導事業
◦八甲田丸経営再建策調査検討
◦秋田内陸縦貫地域振興計画策定調査
◦福島県産業見本市会館（仮称）マーケティング調査
＜関東＞
◦皆野寄居バイパス建設に伴う地域活性化対策策定調査
◦ふれあい拠点づくり調査事業（茨城県）
◦群馬県観光アンケート調査
◦玉原スキー場拡張計画に伴う需要予測調査
◦烏山線沿線地域整備計画調査
◦宿泊施設のレストラン利用状況と各種商品企画に関する調査（栃木県

霧降高原）
◦東京の都市観光施策に関する基礎調査
◦都市観光の推進がもたらす経済的影響に関する調査
◦東京都新観光資源調査
◦新観光スポット普及・啓発事業パンフレット「東京23区めぐり」印刷業

務
◦西多摩地域入込観光客数調査
＜中部＞
◦かんぽの宿栃尾に関する入込予測策定
◦富士吉田市観光客誘致に関する提言
◦戸隠高原外部環境調査
◦21世紀駿河路観光ビジョン策定業務
◦岐阜県観光マーケティング調査
＜近畿＞
◦守山総合レクセンター（仮称）構想計画策定
◦リゾート整備ニュービジョン調査（三重県）
＜中国四国＞
◦中国・四国横断広域観光ルート策定調査
◦3大架橋に係わる広域観光ルート策定調査
◦倉敷チボリ公園の開園を契機とする観光客誘致促進策の検討調査
◦チボリ公園教養文化施設運営アドバイザー会議議事録
◦倉敷チボリ公園を核とした観光客誘致パンフレット制作業務
◦岡山市後楽園周辺再開発ホテル管理運営計画
◦専門家派遣事業 －腕山スキー場運営（経営）指導
＜九州＞
◦地域戦略プロジェクト菊池地域定住・交流促進具体化検討調査
◦山鹿鹿本地域広域連携・交流促進具体化検討調査
◦長崎県観光動向調査
＜沖縄＞
◦新水族館管理運営計画検討業務

＜北海道＞
◦北海道観光における道路整備調査
◦観光地づくり推進モデル事業プログラム策定（網走地域）
＜東北＞
◦国際観光テーマ地区事前検討調査（北東北）
◦国際化時代における海外との人事交流拡大に関する調査（東北）
◦北東北三県外客来訪促進計画策定業務
◦第2次青森県観光総合評価調査
◦青森県文化観光基本計画策定調査業務
◦十和田市観光基本計画策定に向けた指導事業
◦青森県観光物産館1階〜4階改装工事（仮称）の設計監理
◦修学旅行誘客に向けての調査（秋田県大潟村）
◦湯沢・雄勝広域地域振興計画策定事業
◦ポスト紅花の山形路観光キャンペーン構想検討調査（山形県）
◦会津フレッシュリゾート地域振興効果等調査事業（福島県）
◦県民の森オートキャンプ場管理運営コンサルティング業務（福島県）
◦岩瀬村交流振興基本計画策定調査
◦やまぶきの里造園基本計画・設計（福島県岩瀬村）
＜関東＞
◦ふれあい拠点づくり調査事業（茨城県）
◦那珂川拠点地域活性化方策検討調査
◦草津温泉ブラッシュアップ計画策定調査業務
◦小山駅西口ホテル市場調査
◦彩の国観光振興行動計画策定調査（埼玉県）
◦小見川フィッシングパーク基本計画調査事業（千葉県小見川町）
◦東京都新観光資源調査
＜中部＞
◦観光地経営診断に関する業務（新潟県）
◦リゾートステージアップ調査業務（新潟県）
◦名立町埋立造成地拠点施設事業需要調査
◦修学旅行需要調査事業（石川県）
◦能登地域魅力アップ調査
◦静岡県観光国際化方策調査
◦21世紀駿河路観光ビジョン策定業務
◦磐田市における観光立寄施設計画に関する調査
◦宮川村第4次総合振興計画策定業務
＜近畿＞
◦三重県レク都市熊野灘臨海公園東紀州活性化事業
◦リゾート整備基本計画策定事業（三重県）
◦三重県バリアフリー観光モデルコース調査
◦北勢地域観光資源基礎調査
◦伊勢志摩地域の宿泊施設実態基礎調査（郵貯）
◦天保山客船ターミナル改良にかかわる需要調査
＜中国四国＞
◦米子市観光レクリエーション基本計画策定業務
◦能美町営温泉施設日帰り入込需要予測
◦松江市観光振興アクションプラン策定業務
◦観光地づくり推進モデル事業調査（松江地域）
◦リゾート地域プロモーション指針策定事業（徳島県）
◦新観光振興計画策定調査業務（愛媛県）
＜九州＞
◦一村一品クラフト公園整備基本構想策定業務（大分県日出町）

旅行・観光の市場動向に
関する調査研究

＜国内旅行＞
◦旅行需要予測に関する調査
◦旅行市場調査
◦旅行者動向調査1996
◦市場の動向「旅行年報」、「旅行季報」
◦高齢者・障害者旅行促進調査事業
◦女性が求める宿泊施設のあり方調査
◦宿泊券白書
＜海外旅行＞
◦海外旅行市場実態調査（JTBレポート）

＜国内旅行＞
◦旅行者動向調査（GW等旅行需要）
◦ナホトカ号影響調査
◦旅行市場調査
◦宿泊券統計
◦宿泊アンケート分析支援業務

観光産業に関する調査研究
（運輸業、宿泊業、旅行業、
レクリエーション施設等）

＜宿泊業＞
◦21世紀委員会調査研究分科会
◦旅館経営研究会調査業務
◦加入者福祉施設の立地評価基準の策定等に関する調査
◦関西主要都市におけるホテル市場調査
◦新たに求められるホテルマネジメントに関する調査研究
◦A旅館総合企画業務
◦Bホテルの将来ビジョン確立へ向けての調査
◦増改築C施設に係る需要予測等に関する調査
＜旅行業＞
◦旅行業を取り巻く環境と旅行業経営分析

＜宿泊業＞
◦21世紀委員会調査研究分科会
◦旅館経営研究会調査業務
◦Aホテル内装の問題点整理と改装・リニューアル計画の提案
◦ユーザーニーズから捉えたホテル機能に関する調査研究
＜旅行業＞
◦旅行業を取り巻く環境と旅行業経営分析
◦JATAパンフレット作成業務
◦A社営業本部別旅行需要量算出調査
◦A社エリア別旅行需要量算出調査
◦B社エリア別旅行需要量算出調査
＜レクリエーション施設＞
◦Bテーマパーク来場者予測見直し調査

国際的な観光動向に
関する調査研究

◦日本人観光客に関するマーケティング調査（ニューカレドニア）
◦マレーシア　ジョホール・テーマパーク市場調査

◦日本人観光客に関するマーケティング調査（オーストラリア・ニューカレドニア）
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2．調査・研究事業
2 受託調査

（1996〜1999年度）

1998（平成10）年度 1999（平成11）年度

国等の観光政策に
関わる調査研究

＜運輸省＞
◦沖縄県北部地域における観光資源のネットワーク化及び新しいテー

マ別周遊ルートの設定等による観光振興推進事業調査
◦ちば・かながわ観光交通地域振興アクションプラン策定調査
◦しまなみ海道観光交通地域振興アクションプラン策定調査
＜建設省＞
◦北海道宿泊者観光流動実態調査
◦高速道路に関する旅行関係業者へのヒアリング調査（函館方面）
◦伊豆半島渋滞体質改善方策検討調査業務
＜総理府＞
◦年間旅行量調査
＜沖縄開発庁＞
◦新水族館管理運営検討調査
◦海岸域利用計画調査業務
＜科学技術庁＞
◦福利厚生施設の導入等に関する調査
＜その他＞
◦国際定期クルーズ船就航に関する基礎調査業務（那覇港）
◦民間宿泊施設の状況調査業務
◦余暇開発と環境創造手法に関する調査研究事業（ヘリテージ）
◦生活・余暇資本（「ゆとり生活資本」）整備に関する調査研究事業（ヘ

リテージ）
◦国営公園満足度分析調査
◦リゾート開発研究会
◦主要リゾート動向調査

＜運輸省＞
◦地域における観光を担う人材の育成に関する調査
＜建設省＞
◦中心市街地の歴史的文化資源を活用した地域活性化に関する基礎調査
◦道南地域における観光と道路に関する検討業務
＜総理府＞
◦年間旅行量調査
◦国内観光が地域経済社会の活性化に及ぼす効果に関する調査研究
＜環境庁＞
◦快適水浴場55選ニュースレター作成業務
◦快適水浴場の評価、並びに情報発信のあり方に関する検討業務
＜沖縄開発庁＞
◦デューティーフリーショップ実態調査
◦海洋リゾートネットワークの核となるパブリックコア整備方策調査
◦ビジター産業の振興に向けた支援機能等の現状と課題に関する調査
◦アジア太平洋地域における広域国際交流圏形成に向けての現状と課題に関する調査
＜その他＞
◦生活・余暇資本（ゆとり生活資本）整備に関する調査研究事業（ヘリテージ）
◦中心市街地の歴史的文化資源を活用した地域活性化に関する基礎調査
◦国営公園満足度調査マニュアル作成業務
◦森林都市モデルビレッジ適地検討業務
◦わたしの好きな温泉地人気投票に関する調査
◦リゾート開発研究会
◦主要リゾート動向調査

観光地（地域）・観光資源に
関する調査研究

＜北海道＞
◦北海道宿泊者観光流動実態調査
＜東北＞
◦北東北3県回遊型旅行商品開発促進事業
◦弘前市観光振興計画策定調査業務
◦湯沢・雄勝広域地域振興計画策定事業
◦湯野浜温泉観光地診断調査
◦フォレストパークあだたらオートキャンプ場試泊招待事業
＜関東＞
◦アーバン・ツーリズムを活用した中心市街地活性化方策検討調査（群

馬県）
◦草津温泉ブラッシュアップ計画策定調査
◦港北ニュータウン中央地区共同化街区における施設構想提案コンペ
＜中部＞
◦リゾートステージアップ調査業務（新潟県）
◦能登地域魅力アップ調査
◦くろよんロイヤル・セントラルゾーン開発可能性調査
◦郡内中部「交流による産業」振興方策策定調査（山梨県）
◦みなみ木曽路地域づくり構想策定事業
◦蓼科プール平周辺開発方向性調査
◦観光しずおか躍進計画策定業務（静岡県）
◦静岡観光国際化対策マニュアル策定業務（静岡県）
◦磐田市観光立寄施設基本構想調査
◦高山市の観光関連業者バリアフリー意識調査
＜近畿＞
◦北伊勢地域観光振興基本構想
◦中主町リゾート交流拠点施設等整備基本計画調査
＜中国四国＞
◦瀬戸内海観光交流事業計画
◦森林会報・松江市他
＜沖縄＞
◦海岸域広報検討業務（海洋博公園）
＜その他＞
◦2002年ワールドカップ日韓共催大会ベースキャンプ誘致のための支

援プロジェクト（群馬県草津町、松江市）

＜北海道＞
◦大雪アンガス牧場周辺開発基本構想計画策定調査
＜東北＞
◦北東北3県回遊型商品開発事業
◦青森県コンベンション誘致活用調査
◦弘前市観光産業経済波及効果調査
◦電源地域振興指導事業（地域振興計画策定調査）（白石蔵王）
◦中津川河川を生かした街並みづくり発見事業のアドバイザー派遣事業
◦こまちのかくれ里・地域丸ごと匠の里プロジェクト事業
◦フォレストパークあだたらオートキャンプ場試泊招待事業
＜関東＞
◦草津町におけるベースキャンプ受入体制計画策定業務
◦草津温泉ブラッシュアップ計画策定調査
◦片品・利根観光振興基本計画策定事業
◦南房パラダイス魅力アップ診断業務（千葉県）
◦成田国際観光モデル地区外客誘致戦略調査
◦台東区観光ビジョン策定に係る基礎調査
◦山北町グリーン総合レクセンター（仮称）に関する需要予測業務
＜中部＞
◦みなみ木曽路地域づくり策定事業
◦商工会地域活性化対策推進事業に係わる広域観光ネットワークづくり調査研究事業（長野商

工会連合会）
◦能登地域モニターツアー企画実施業務
◦21世紀山中まちびと会議アドバイザー業務
◦伊豆新世紀創造祭交通システム河津桜まつり交通計画策定調査（静岡県）
◦伊豆新世紀創造祭交通システム実験施行コーディネート業務（静岡県）
◦伊豆新世紀創造祭交通システムドライブマップ作成業務・交通システムウォーキングマップ・

交通システム乗り継ぎ時刻表作成業務
◦焼津市観光ビジョン策定業務
◦宮川村21世紀地域振興戦略等指導事業
◦2005年日本国際博覧会の入場制度関連調査
＜近畿＞
◦レク都市熊野灘臨海公園基本計画検討調査（三重県）
◦魅力ある地域づくり検討調査（滋賀県守山市）
◦中主町リゾート交流拠点施設等事業化計画策定調査業務
◦日中青少年団体旅行の促進方策に関する基礎調査（神戸市）
＜中国四国＞
◦千代田町都市農村交流拠点づくり基本構想策定調査
◦千代田町所有地将来活用ビジョン策定調査
◦ワールドカップベースキャンプ誘致支援業務（下関市）
◦大都市圏における情報発信拠点の整備に関する調査（香川県）
＜九州＞
◦国際クルージング航路開拓事業推進のための基礎調査（北九州市）
◦宮崎市観光振興計画策定業務
◦広域観光連携の可能性と観光ルート設定調査（宮崎県）
＜沖縄＞
◦沖縄観光マーケティング調査（沖縄県）
◦沖縄・海洋博公園中央地区利用計画関連作業業務
◦新水族館管理運営業務
◦国営沖縄記念公園新水族館パンフレット作成業務
◦首里城地区管理運営調査業務
◦南海岸地区利用計画業務（海洋博公園）
◦沖縄観光の将来を考える会 －企画と運営

旅行・観光の市場動向に
関する調査研究

＜国内旅行＞
◦「旅行者動向」に関する調査（GW等旅行需要）
◦JTB宿泊白書
◦ナホトカ号の汚濁被災地域の観光事情調査
＜海外旅行＞
◦海外旅行市場実態調査（JTBレポート）

＜国内旅行＞
◦「旅行動向季報・年報」調査（季報、年報、見通し）
◦「旅行者動向」に関する調査
◦JTB宿泊白書
＜海外旅行＞
◦海外旅行市場実態調査（JTBレポート）
＜訪日旅行＞
◦東北地域における韓国人観光客の現状調査
◦中国人観光客動向及び誘客方策開発調査（静岡県）

観光産業に関する調査研究
（運輸業、宿泊業、旅行業、
レクリエーション施設等）

＜宿泊業＞
◦21世紀委員会調査研究分科会
◦旅館経営研究会
◦かんぽサービス評価
◦福利厚生施設の導入等に関する調査
◦Aホテル増築構想に関するホテル市場調査
＜旅行業＞
◦JATAニュースレター
◦旅行業を取り巻く環境と旅行業経営分析
◦A社営業本部別旅行需要量算出（98年度）調査
＜レクリエーション施設＞
◦テーマパーク入込者数予測調査業務（首都圏）

＜宿泊業＞
◦旅館経営研究会
◦Aホテル経営改革計画の検討業務
◦A社の戦略的展開に関する調査
◦A社契約保養所システムの新規開拓と利用促進、並びにTBO事業の推進に向けた基礎調査
◦かんぽサービス評価
＜旅行業＞
◦旅行業を取り巻く環境と旅行業経営分析
◦JATAニュースレター
＜レクリエーション施設＞
◦テーマパーク入込者数予測調査業務

国際的な観光動向に
関する調査研究

◦海外における近代化産業遺産（テクノヘリテージ）活用調査
◦日本人観光客に関するマーケティング調査（オーストラリア・ニューカ

レドニア）

◦日本人観光客に関するマーケティング・レポート調査（オーストラリア・ニューカレドニア）
◦家族旅行マーケットへの対応に向けたニューカレドニアの現状と課題調査
◦カナダにおける日本人観光客の動向分析調査
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国等の観光政策に
関わる調査研究

＜国土交通省＞
◦エコツーリズムを通じた魅力ある地域づくりに関する調査
◦旅行・観光産業の経済効果に関する調査研究
◦東北地方における都市間連携による広域観光圏整備計画調査
＜総理府＞
◦年間旅行量調査
＜環境省＞
◦快適水浴場選定に関する検討調査
＜その他＞
◦国際観光道路検討業務その他についての基礎資料の作成・整理及び編集
◦九州への中国人観光客来訪実態レポート（福岡入国管理局）
◦中国地方の訪日外客旅行実態レポート（広島入国管理局）
◦観光地づくりに向けた魅力度評価手法に関する調査
◦観光地バリアフリー化における情報提供等の在り方に関する調査
◦リゾート開発研究会
◦主要リゾートエリア動向調査

＜国土交通省＞
◦年間旅行量調査（国土交通省オムニバス調査）
◦インタープリテーション・プログラム（自然ガイドツアー）造成事業調査
◦専門学校における観光教育の活性化に対応した人材の育成に関する調査
◦北海道モデル観光圏展開調査検討業務
◦旅行・観光産業の経済効果に関する調査研究
◦温泉観光地の誘客戦略に関する調査
◦河川整備を通じた観光地活性化に関する調査
◦今後のリゾート整備のあり方に関する調査
◦東北地域における都市間連携による広域観光圏整備計画調査
◦農村景観の観光への活用方策検討調査
＜総務省＞
◦過疎地域におけるマルチハビテーションに関する調査
＜内閣府沖縄総合事務局＞
◦沖縄における修旅対策促進方策検討調査
◦観光関連産業における雇用確保及び人材育成の方策に関する検討調査
＜その他＞
◦リゾート開発研究会
◦主要リゾートエリア動向調査
◦雇用・能力開発機構AGネット講師派遣

観光地（地域）・観光資源に
関する調査研究

＜北海道＞
◦滞在型健康保養システムに係る調査（旭川市）
◦阿寒湖温泉活性化基本計画策定業務
◦釧路・都市観光研究会
◦釧路広域圏の観光経済波及効果と地域振興に関する調査
＜東北＞
◦高度情報化時代における東北の観光情報システムに関する調査
◦北東北三県旅行商品開発促進事業
◦青森県観光客動態調査及び文化観光立県浸透度調査集計・分析業務
◦河川を活かした街並みづくり発見事業（岩手県）
◦滝根町観光施設経営診断
◦こまちのかくれ里・地域丸ごと匠の里プロジェクト事業
◦温泉地域活性化誘客宣伝事業（つなぎ温泉）
◦白布温泉商店会地域活性化構想策定調査
◦双葉郡広域の地域振興構想策定業務
＜関東＞
◦アーバンツーリズムを活用した街なか再生方策に関する調査
◦大子広域公園キャンプ場管理運営実施計画調査（茨城県）
◦那須高原温泉の活用方法検討調査
◦大洗町活性化戦略プラン策定業務
◦館山市観光振興基本計画策定業務
◦台東区観光ビジョン策定に係る基礎調査
◦小笠原航路TSL就航に伴う需要予測調査
◦伊豆諸島観光復興基礎調査・伊豆諸島観光復興調査員派遣事業（東京都）
◦横浜ベイブリッジスカイウォーク利用促進検討調査
＜中部＞
◦電源地域振興指導事業（糸魚川地域振興計画策定調査）
◦能登地域モニターツアー企画実施事業
◦和倉温泉お宝探し商品化事業
◦山中町中心市街地活性化基本計画（まちびと会議）
◦忍野村地域活性化基本計画策定調査
◦焼津市観光ビジョン策定業務
◦山村等活性化ビジョン策定調査（岐阜県宮川村）
◦日本国際博覧会の入場関連基本調査
◦2005年日本国際博覧会来場者動向調査
＜近畿＞
◦海洋プラザ（水族館）基本構想策定調査（和歌山県）
＜中国四国＞
◦ワールドカップサッカーベースキャンプ誘致支援業務（下関市）
◦観光振興アドバイザー派遣事業にかかる提言書作成業務（徳島市）
＜九州＞
◦エコツアー実施に向けた戦略策定業務（北九州市）
◦新門司フェリー旅客輸送増加促進調査
◦広域連携の可能性と観光ルート設定調査（宮崎県県央）
＜沖縄＞
◦沖縄県観光振興基本計画策定調査及び沖縄県観光経済波及効果調査
◦海岸域調整業務（海洋博公園）
◦エコツアーガイドマニュアルとガイドラインの策定業務（沖縄県東村）
◦国営沖縄記念公園新規特定公園施設導入検討調査
◦「沖縄観光の将来を考える会」企画運営

＜北海道＞
◦阿寒湖温泉活性化基本計画
◦釧路経済波及効果
◦道東体験観光
＜東北＞
◦コンベンション施設調査（青森県）
◦アフター・コンベンション・ルート形成調査（青森県）
◦こまちのかくれ里・地域丸ごと匠の里プロジェクト事業
◦田野畑村観光振興計画策定に係る基礎調査
◦つなぎ温泉観光収入拡大対策事業
◦基本計画、事業計画（あぶくま洞）
◦アクアマリンふくしま来訪者満足度調査
＜関東＞
◦アーバンツーリズムを活用した街なか再生方策に関する調査
◦茨城県体験型観光振興方策策定調査
◦水郷潮来地区観光振興方策策定調査
◦大子広域公園オートキャンプ場管理運営実施計画・開業準備計画
◦冬の草津を売るプロジェクト策定調査
◦南地域コンベンションホール建設基本計画策定調査（千葉県）
◦千葉県快適空間調査
◦館山市観光振興基本計画策定業務
◦アジア大都市ネットワーク21共同事業「ウェルカム・アジアキャンペーン」基

本調査（東京都）
◦西多摩地域入込観光客数調査
◦台東区産業振興推進会議（観光部会）会議補助
◦京浜臨海部観光創造調査検討業務（神奈川県）
◦箱根町HOT21観光プラン策定事業
◦伊豆半島の観光情報戦略調査業務
＜中部＞
◦電源地域振興指導事業（糸魚川地域振興計画策定調査）
◦良寛周遊ルート整備調査（新潟県）
◦和倉温泉お宝商品化事業
◦山中町「山中まちびと会議」活動指導事業
◦A醸造店観光立寄施設基本構想計画
◦インターネットによる観光客満足度実験（静岡県）
◦伊豆長岡町観光ビジョン策定調査
◦白山連峰合衆国モニターツアー企画実施事業
◦日本国際博覧会入場制度基本計画策定調査
◦中津川観光ボランティアガイド育成事業
＜沖縄＞
◦沖縄県観光振興基本計画策定調査
◦沖縄県観光振興アクションプラン策定基礎調査
◦沖縄県観光統計実態調査事業
◦福地ダム周辺地域活性化推進調査（沖縄県東村）
◦「沖縄観光の将来を考える会」企画運営
◦沖縄DFS市場調査

旅行・観光の市場動向に
関する調査研究

＜国内旅行＞
◦「旅行者動向」に関する調査（GW等旅行需要）
◦JTB宿泊白書
＜海外旅行＞
◦海外旅行市場実態調査（JTBレポート）

＜国内旅行＞
◦「旅行者動向」に関する調査（GW等旅行需要）
◦JTB宿泊白書2001
＜海外旅行＞
◦海外旅行市場実態調査（JTBレポート2001）

観光産業に関する調査研究
（運輸業、宿泊業、旅行業、
レクリエーション施設等）

＜宿泊業＞
◦観光地別、旅館ホテル市場規模策定調査
◦旅館経営研究会、インターネット委員会調査業務
◦「かんぽの宿サービス評価システム」の構築及び報告書作成業務
◦かんぽの宿CSアンケート集計分析
◦簡易保険事業団・宿泊施設要員調査
◦インターネットを活用した保養所マーケティングシステム導入業務
◦未来委員会調査研究分科会（A社中部旅連）
◦Aリゾート経営改善計画調査
◦Bホテル基本構想計
＜旅行業＞
◦旅行業を取り巻く環境と旅行業経営分析

＜運輸業＞
◦クルーズ旅行についてのアンケート実施・集計分析
＜宿泊業＞
◦21世紀の旅館と旅行業を考える研究会
◦A社旅連旅館ホテル経営研究会
◦未来委員会調査研究分科会（A社中部旅連）
◦インターネットを活用した保養所マーケティングシステム導入業務
＜旅行業＞
◦旅行業を取り巻く環境と旅行業経営分析

国際的な観光動向に
関する調査研究

◦余暇交通事例分析（欧米）
◦日本人観光客に関するマーケティングレポート調査（オーストラリア・ニューカレドニア）
◦TIA「海外旅行実態調査データ再分析」業務
◦ハワイ・ネイチャー・ハンドブック（仮称）作成業務

◦日本人観光客に関するマーケティングレポート調査（オーストラリア・ニュー
カレドニア）

◦TIA「海外旅行実態調査データ再分析」業務
◦おもしろハワイ学・トレッキング編（仮称）作成業務
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2002（平成14）年度 2003（平成15）年度

国等の観光政策に
関わる調査研究

＜国土交通省＞
◦W杯における関連施策の効果分析に関わる基礎資料作成業務
◦年間旅行量調査（国土交通省オムニバス調査）
◦今後のリゾート整備のあり方に関する調査業務
◦全国旅行動態調査の分析と報告書原稿作成業務
◦インタープリテーションプログラムによる観光地振興事業
◦ロケーション撮影による地域経済効果の推計方法に関する調査
◦観光分野における総合的、効率的な人材育成をめざした産官学の連携ネット

ワーク調査研究
◦アーバンツーリズムによる地域活性化方策に関する調査
◦旅行・観光産業の経済効果に関する調査研究
◦利用者満足の分析に基づく温泉地の誘客事業のあり方に関する調査
◦公的宿泊施設の有効活用・転用・運用改善による活性化に関する調査
◦自然体験活動・貴重な自然資源の活用等を通じた地域活性化方策調査（北海

道）
◦バリアフリーに対応したクルーズネットワークの構築による地域活性化に関す

る調査（北海道）
◦阿寒湖温泉・観光まちづくり支援プログラム策定推進事業
◦ビジット・ジャパンキャンペーン北海道基礎調査およびキックオフシンポジウム

の開催
◦東北6県グローバル観光戦略策定調査
◦産業遺産を活用した観光方策策定調査（栃木県足尾町）
◦インバウンド主要観光地入込調査（北信越）
＜総務省＞
◦過疎地域と都市部との連携による交流促進に関する調査研究
◦自然体験・田舎体験データベース
＜内閣府＞
◦長期滞在型リゾート形成調査（沖縄県）
＜その他＞
◦都市機能更新型土地区画整理事業のあり方と今後の事業実施方策に関する調

査
◦「2000年におけるグリーン・ツーリズム市場規模の推計」調査
◦観光利用分析他業務（国営公園）
◦観光利用事例収集他業務（国営公園）
◦主要リゾート動向調査
◦レジャー関連調査に対する情報提供業務

＜国土交通省＞
◦今後の観光地整備の方向性の検討に関する基礎調査
◦旅行会社における訪日外国人接遇向上調査
◦ビジット・ジャパン・キャンペーン実施事業に係る事業評価の実施及び新たな評価

手法の確立のための調査
◦外国人旅行者アンケート調査
◦外国人観光客に係る統計情報のあり方に関する調査
◦地域交流空間づくりに関する検討業務
◦長期家族旅行促進環境整備事業調査（夢プラン）
◦我が国の旅行・観光産業の経済効果に関する調査研究
◦観光消費が地域経済に及ぼす影響の推計手法に関する検討調査
◦自然ガイドツアー推奨のためのガイドライン整備に関する検討調査
◦豪雪地帯における雪活用ビジネスに関する調査
◦NPO（民間非営利組織）における観光活動の実態調査
◦ゲートウエイ空間の整備手法に関する調査
◦我が国のリゾートの整備の長期的動向調査
◦産業を活用した観光振興事例調査
◦釧根地域観光振興調査検討業務
◦阿寒湖温泉・観光まちづくり支援プログラム策定推進事業
◦小樽市観光まちづくり支援プログラム策定推進事業
◦新たな地域ブランドによる地域間交流促進検討調査〜南房総交通ターミナルネット

ワーク策定調査〜
◦飛驒地域観光特性調査
◦韓国等からの沖縄へのハネムーン、修学旅行及びコンベンション促進のための調査
＜総務省＞
◦過疎地域の活性化に資する「田舎体験」ポータルサイトの構築に関する調査研究
◦過疎地域における交流居住の促進方策に関する調査研究
◦諸外国の低密度居住地域対策に関する調査研究
＜環境省＞
◦エコツーリズム推進方策の検討
＜文化庁＞
◦国際観光に資する地域資源活性化方策調査
＜その他＞
◦観光都市再生構想の策定に向けて
◦主要リゾートエリア動向調査

観光地（地域）・観光資源に
関する調査研究

＜北海道＞
◦北海道観光流動調査
◦観光を活かした地域空間づくり調査検討業務
◦観光振興の観点からみた地域経済の自立的な発展方策の検討〜釧路・根室地

域を事例として
◦阿寒湖温泉活性化支援事業
＜東北＞
◦青森県観光物産館機能強化に係わる調査
◦秋の宮温泉郷ブラッシュアップ計画
◦田野畑村観光振興計画策定業務「体験村・たのはた」推進プラン
◦グリーンピア田老経営分析調査
◦山形県観光調査分析事業
＜関東＞
◦大子広域公園オートキャンプ場パンフレット作成
◦西多摩地域観光ルート策定事業の実施にかかるアドバイザー業務
◦台東区産業振興推進会議（観光部会）会議補助
◦県補助事業先客万来事業（歩きたくなる温泉地づくり推進）（群馬県草津町）
◦「伊香保温泉品質向上大作戦」〜サービス品質向上アクションプラン策定調 

査〜
◦沼田アーバン・ツーリズム（まちなか観光）基本計画策定業務
◦快適空間プロジェクト推進に係わる調査（千葉県）
◦小笠原自立振興策調査
◦離島航路事業の高度化及び離島におけるエコツーリズム振興に関する調査研

究（小笠原）
◦京浜臨海部観光創造推進調査検討業務（神奈川県）
◦箱根町「HOT21観光プラン」の策定事業
＜中部＞
◦電源地域振興指導事業（塩沢観光交流振興計画策定調査）
◦観光交流懇話会の事務局支援に関する調査業務（静岡県）
◦伊豆長岡町観光ビジョン策定調査
◦電源地域振興指導事業に関する調査 －豊田加茂地域振興計画策定調査
＜沖縄＞
◦八重山圏域における観光リゾートの波及効果等に関する調査
◦「沖縄観光の将来を考える」シンポジウムの企画及び30周年記念誌編集

＜北海道＞
◦室蘭開発建設部管内住民参加による良好な沿道環境形成に関する検討業務（シー

ニックバイウェイ北海道制度における「地域診断手法」検討調査業務）
◦西オホーツク地域振興計画策定調査
◦石狩川流域振興構想策定調査
◦阿寒湖温泉活性化支援事業
＜東北＞
◦北東北三県文化観光振興アクションプラン後期実施計画策定業務
◦新幹線開業前後における観光客実態調査結果及び観光事業従事者意識調査（青森

県）
◦コンベンション経済効果調査（仙台市）
◦自然公園利用拠点モデルプラン作成業務（岩手県田野畑村）
◦中小企業連携組織等調査開発等支援事業〜つなぎ温泉活性化ビジョン策定調査〜
＜関東＞
◦草津温泉歩きたくなる観光地づくり社会実験
◦伊香保温泉品質向上大作戦　サービス品質向上アクションプラン策定調査
◦観光ルート開発アドバイザー業務（東京都青梅市）
◦台東区産業振興推進会議観光部会会議運営
◦小笠原村観光宣伝手法調査
◦横浜観光振興計画（仮称）策定アドバイザリー会議運営
◦京浜臨海部産業観光事業創出促進業務（神奈川県）
◦京浜臨海部探訪マップ（仮称）作成業務（神奈川県）
◦HOT21推進事業 箱根温泉ガイド作成
＜中部＞
◦電源地域振興指導事業（塩沢町観光交流振興計画策定調査）
◦小松空港発上海便利用者予測調査
◦湯村温泉プロジェクト検討調査
◦静岡県における観光の流動実態と経済波及効果調査
◦奥大井・南アルプス地域振興計画策定調査
◦豊田加茂地域振興計画策定調査
＜近畿＞
◦和歌山県エコツーリズム推進事業に係わる業務
＜中国四国＞
◦地域活性化支援道路（荘内半島）調査業務（香川県）
◦高知県中小企業再生支援
◦電源地域振興指導事業に係るマーケティング調査（高知県大正町）
＜沖縄＞
◦観光統計実態調査事業
◦観光関連産業実態調査
◦東村観光振興戦略プログラム推進事業
◦福地ダムを活用した体験・滞在型観光のプログラム作成（沖縄県東村）

旅行・観光の市場動向に
関する調査研究

※2001年以降の市場調査は、自主研究にて実施

観光産業に関する調査研究
（運輸業、宿泊業、旅行業、
レクリエーション施設等）

＜宿泊業＞
◦未来委員会調査研究分科会（A社中部旅連）
◦旅館経営研究委員会、及び関連委員会、調査
◦A社旅連イントラネットへの情報提供
◦インターネットを活用した保養所マーケティングシステム導入業務
＜旅行業＞
◦TIJパンフレット作成

＜宿泊業＞
◦インターネットを活用した保養所マーケティングシステム導入業務
◦Aリゾートホテル事業再開調査
◦Bホテル市場調査
◦旅館経営研究会
◦A社旅連からの健康と温泉委員会調査
◦A社旅連イントラネットへの情報提供
◦A社旅連中部支部連合会からの未来委員会業務
◦A社旅連沖縄支部からのアクションプラン実施戦略会議業務
◦A社旅連からの「50周年記念誌」作成業務
＜旅行業＞
◦「21世紀のリーディング産業へ」（TIJパンフレット作成）

国際的な観光動向に
関する調査研究

◦日本人観光客に関するマーケティングレポート調査（オーストラリア・ニューカレ
ドニア）

◦アセアンクルーズ振興協力調査
◦ASEAN Tourism Missions調査

◦メルコスール（南米南部4カ国）プロモーションアンケート調査
◦カリブ海域におけるクルーズ実態調査
◦ニューカレドニア・イメージ調査
◦日本人観光客に関するマーケティングレポート調査（ニューカレドニア）

2．調査・研究事業
2 受託調査

（2000〜2003年度）
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2004（平成16）年度 2005（平成17）年度

国等の観光政策に
関わる調査研究

＜国土交通省＞
◦年間旅行量調査
◦旅行・観光産業の経済効果に関する調査研究
◦従来型観光地での地域の魅力の再発見または創出と、それを活かした集客力回復

とまちの再構築に関する調査業務
◦観光行動から見た新たな観光計画手法の確立に関する調査業務
◦地域の価値向上のためのゲートウエイ空間の整備手法に関する調査業務
◦観光地活性化に取り組む民間組織に関する調査
◦高等教育機関における観光教育システムのあり方に関する調査
◦ビジット・ジャパン・キャンペーン事業評価手法見直しのための調査
◦リゾート調査事業の効果等に関する調査
◦釧路・根室地域観光振興調査
◦海外青少年旅行受入調査（福島県）
◦栃木県北地域・福島空港間高速バス路線導入調査
◦河口湖・西湖地域エコツーリズム推進アクションプラン策定調査事業
◦沖縄観光における外国人向け着地型旅行の充実化及び販売促進のための調査
＜総務省＞
◦過疎地域における交流居住の促進調査
＜環境省＞
◦エコツーリズム推進会議開催等業務
◦琵琶湖湖西地区エコツーリズム推進モデル事業の支援業務
◦富士山北麓地区エコツーリズム推進モデル事業の支援業務
◦白神地区エコツーリズム推進モデル事業の支援業務
◦小笠原地域エコツーリズム推進モデル事業の支援業務
＜その他＞
◦エコツーリズム推進マニュアルとエコツーリズム推進パンフレットの作成
◦主要リゾートエリア動向調査

＜国土交通省＞
◦年間旅行量調査
◦観光立国推進戦略会議提言を受けた観光立国推進事業
◦旅行・観光産業の経済効果に関する調査研究
◦観光地の現状に基づく今後の観光計画の検討に関する調査業務
◦インバウンド観光の動向把握に関する調査業務
◦アセアン・クルーズ振興戦略のパイロット・プロジェクト調査
◦通訳案内業にかかる訪日外国人接遇向上調査
◦韓国FIT訪日促進調査
◦観光案内所等における情報提供の手段及び必要な観光情報についてのガイドラ

インの策定事業
◦観光ルネサンス補助制度評価検討事項の作成業務
◦リゾート整備構想の推進に関する調査業務
◦ビジット・ジャパン・キャンペーン評価手法現状調査
◦観光地の宿泊施設の今後のビジネス戦略に関する調査
◦食文化を核とした観光的な魅力度向上による地域活性化調査業務（登別市、上

越市）
◦釧根地域観光振興調査検討業務（食関連）
◦小笠原諸島の自立的発展に向けた歴史・文化探訪観光開発基礎調査
◦地域の価値向上のためのゲートウエイ空間整備手法に関する調査業務（国交省

国土技術政策総合研究所）
◦高齢者のニーズに対応した質の高い観光・リゾート地の形成等方策に関する調査
（沖縄）

＜経済産業省＞
◦工業立地適正化調査（産業クラスター形成要因分析調査）
◦サービス産業人材育成事業に関する業務
＜総務省＞
◦「都市と農山漁村の共生・対流」モデル調査・モニター調査
＜環境省＞
◦エコツーリズムモデル事業の推進等業務
◦白神地区エコツーリズム推進モデル事業支援業務
◦小笠原地域エコツーリズム推進モデル事業業務
◦富士山北麓地区エコツーリズム推進モデル事業支援業務
◦湖西地区エコツーリズム推進モデル事業
＜その他＞
◦主要リゾートエリア動向調査

観光地（地域）・観光資源に
関する調査研究

＜北海道＞
◦石狩川流域振興構想策定調査
◦ニセコ羊蹄地域振興計画策定調査
◦ニセコ地域市場調査分析
◦知床ウトロ温泉観光地活性化アクションプログラム策定調査
◦網走市観光振興計画策定業務
◦阿寒観光協会・まちづくり推進機構のNPO法人化支援業務
◦温泉街まるごとマーケティングシステム構築調査（阿寒湖温泉）
◦阿寒湖温泉ニュースレター制作・印刷業務
◦阿寒湖温泉交通システム検討調査業務
＜東北＞
◦青森県経済波及効果調査
◦白神山地藤里町地域活性化計画策定調査
◦グリーンピア田老利活用計画策定
◦自然公園利用拠点モデルプラン作成業務（岩手県田野畑村）
◦アクアマリンふくしまマーケティングリサーチ業務
＜関東＞
◦伊香保町国土施策創発調査業務（温泉の魅力創出・誘客分野）
◦伊香保温泉品質向上大作戦サービス品質向上マスタープラン策定調査
◦千代田区観光ビジョン策定に伴う実態調査
◦小笠原航路テクノスーパーライナー就航に伴う需要予測
◦雨天時対策施設の整備に関する調査（東京都小笠原村）
◦神奈川県産業観光創出促進業務
◦横浜市観光客満足度調査
◦水源地域体験交流プログラム開発調査検討業務（神奈川県）
＜中部＞
◦新潟県塩沢町観光交流推進事業に関するアドバイザー業務
◦茅野市北山千駄刈の利用方法を中心としたアウトドアビジネスに関わる提案書の

制作業務
◦新ワイナリー構想に関する基礎調査
◦奥大井・南アルプス地域振興計画策定調査
＜近畿＞
◦三重県観光振興検討調査・三重県観光振興プラン誘客戦略策定業務
◦京都市における観光消費経済波及効果調査
＜中国四国＞
◦三朝温泉「地域個性を生かした街の魅力づくり」空間マスタープラン策定
◦仁淀川河口周辺地域活性化対策講演会（高知県）
◦高知県中小企業再生支援協議会における業務支援
＜九州＞
◦大分県の観光統計の方向性に関する調査
◦別府観光推進戦略会議
◦ONSENツーリズム実行委員会支援業務
◦観光立国のための長崎空港のあり方に関する調査
＜沖縄＞
◦観光統計実態調査
◦沖縄県バリアフリー観光推進事業
◦東村体験滞在型観光支援事業
◦宮古島観光企画調査

＜北海道＞
◦電源地域振興指導事業（ニセコ・羊蹄地域振興計画策定事業）
◦石狩川流域振興調査補助業務
◦阿寒湖温泉観光ルネサンス事業・外客統計に関する業務
◦社会実験に伴う商店街調査に関する業務（阿寒湖温泉）
＜東北＞
◦藤里町地域活性化計画策定調査
◦土湯温泉アドバイザー業務
◦檜枝岐村観光振興計画策定
＜関東＞
◦世界遺産登録構想書作成業務 －富岡製糸場観光基礎調査－
◦千代田区観光ビジョン策定に伴う実態調査
＜中部＞
◦青木ヶ原樹海・西湖地域等エコツーリズム振興調査業務
◦塩尻市観光振興ビジョン策定業務
＜近畿＞
◦三重県旅行モニター実施事業
◦観光経済データバンク・観光客満足度評価調査事業三重県版
◦三重県観光振興プラン計画監理支援業務
◦桑名市観光振興プラン策定業務
◦松阪市観光振興アクションプラン策定業務
◦新京都市観光振興推進計画策定に係わる業務
＜沖縄＞
◦観光統計実態調査
◦観光バリアフリー化推進事業
◦観光ルネサンス事業の申請等に関する業務

観光産業に関する調査研究
（運輸業、宿泊業、旅行業、
レクリエーション施設等）

＜運輸業＞
◦クルーズ客船の消費動向等調査
＜宿泊業＞
◦インターネットを活用した保養所マーケティングシステム導入業務
◦A社旅連イントラネットへの情報提供
◦A社旅連経営研究会業務
◦A社旅連50周年記念誌作成業務
◦A社旅連中部支部連合会からの調査業務
◦健康保養温泉地づくり研究会
＜旅行業＞
◦「21世紀のリーディング産業へ」（TIJパンフレット作成）

＜宿泊業＞
◦健康保養温泉地作り研究会
◦インターネットを活用した保養所マーケティングシステム導入業務
◦A社旅連50周年記念誌作成・発行業務
◦A社旅連・旅館経営研究委員会業務
◦旅館イントラネットへの情報提供業務
◦A社旅連中部支部連合会からの「未来委員会」調査
＜旅行業＞
◦「21世紀のリーディング産業へ」（TIJパンフレット作成）
＜レクリエーション施設＞
◦全国スキー場利用客アンケート

国際的な観光動向に
関する調査研究

◦途上国の観光開発におけるコンテンツ開発業務
◦JICAメルコスール観光振興局東京事務所運営にかかる基本計画案作成
◦技術協力コンテンツ「観光振興」視聴覚媒体化及びケース教材開発
◦メルコスール観光振興プロジェクト事前評価調査への参画について
◦日本人観光客に関するマーケティングレポート調査（ニューカレドニア）
◦ブラジルのイメージ調査

◦メルコスール・マーケティング・プロモーション調査
◦訪仏日本人市場に関するスペシャルレポートに関する調査
◦日本人観光客に関するマーケティングレポート調査（ニューカレドニア）
◦カザフスタンのイメージ調査
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2．調査・研究事業
2 受託調査

（2004〜2007年度）

2006（平成18）年度 2007（平成19）年度

国等の観光政策に
関わる調査研究

＜国土交通省＞
◦観光立国推進戦略会議提言を受けた観光立国推進事業
◦都市観光の推進による地域づくり支援調査事業
◦観光マネジメント高度化のための人材育成の検討に関する業務
◦観光ルネサンス補助対象事業の評価など作成業務
◦ビジット・ジャパン・キャンペーン事業評価
◦VJC地方連携事業 訪日教育旅行の受入促進広域連携事業（南関東）
◦文化観光の推進のための文化観光資源の保全・活用と推進方策に関する調査業務
◦日本のアニメを活用した国際観光交流等の拡大による地域活性化調査
◦宿泊産業活性化に資するモデル事業
◦宗谷地域観光振興方策調査検討業務
◦日光地域における国際競争力のある観光地の形成に向けた資源活用調査
＜経済産業省＞
◦近代化産業遺産の保全・活用におけるPFI導入可能性調査
◦集客交流経営人材の在り方に関する調査研究事業
◦ITを活用した観光情報提供の在り方に関する実態調査
◦「新・喜多方市観光戦略プロジェクト」策定調査業務
＜総務省＞
◦過疎地域における交流居住の推進に関する調査
＜環境省＞
◦エコツーリズムモデル事業の推進等業務
◦自然公園ふれあい全国大会瀬戸内海国立公園六甲地域基本計画策定業務
◦JATAエコツーフォーラム・コーディネーター業務
◦白神山地エコツーリズム推進モデル事業支援業務
◦小笠原地域エコツーリズム推進モデル事業業務
◦富士山北麓地区エコツーリズム推進モデル事業支援業務
◦湖西地区エコツーリズム推進モデル事業
＜その他＞
◦交流居住ポータルサイト管理運営業務
◦主要リゾートエリア動向調査

＜国土交通省＞
◦各種施策の連携による魅力ある観光地域づくり推進方策検討業務
◦地域資源活用・ネットワーク型の新たな観光サービスシステム創造による国内

旅行需要喚起を通じた地域活性化方策検討調査
◦訪日外国人観光客増加に資する文化観光の推進方策に関する調査業務
◦観光ルネサンス補助対象事業の評価等作成業務
◦ビジット・ジャパン・キャンペーン事業評価及び事業評価システム改善提案等
◦国際会議等誘致事業の評価手法の検討事業
◦インバウンドに貢献した者に対する公的評価の導入に関する検討業務
◦観光客の移動支援に資する情報提供方策検討業務
◦観光情報及び情報提供手段に対する観光客ニーズの把握に関する調査業務
◦宿泊産業活性化のための実証実験
◦観光案内における実態調査業務
◦都市観光の推進による地域づくり支援調査事業
◦多様な食文化・食習慣を有する訪日外国人への接遇ガイドライン作成業務
◦産業観光推進に関わる先進事例分析及び具体的方法の策定事業
◦観光資源としての景観を活用した観光振興方策に係る調査
◦観光ルネサンス事業（来阿外国人観光客統計の充実［満足度評価システムの

整備に関する業務］）（阿寒湖温泉）
◦北関東・磐越地域の広域観光ルートの形成等による交通基盤の多重性確保

に関する調査
◦日光地域における観光圏調査業務
◦中部圏における多軸連結構造の形成推進調査
＜経済産業省＞
◦サービス産業生産性向上支援調査
＜環境省＞
◦トライ・エコ運営業務
◦エコツーリズム推進普及啓発等事業
◦「エコツーリズム推進法の概要等パンフレット制作」業務
◦広範な関係者の参画による国立公園の管理運営のあり方検討調査務
◦エコツーリズム推進法に関する基本方針作成のための支援業務
◦白神山地エコツーリズム推進事業支援業務
◦小笠原地区エコツーリズム推進事業
＜農林水産省＞
◦山村振興円滑化推進調査（学校教育における農山漁村体験活動推進調査）
＜内閣府沖縄総合事務局＞
◦新沖縄観光経営者育成事業
＜その他＞
◦「美しい郷土（ふるさと）再生研究会」に関わる事業支援
◦水源地域の観光資源活用資料整理業務

観光地（地域）・観光資源に
関する調査研究

＜北海道＞
◦釧路市観光振興ビジョンの策定に係わる基礎的調査分析業務
◦地域再生マネージャー事業（釧路市）
◦阿寒湖温泉観光ルネサンス事業
◦阿寒湖温泉まりもの里商店街整備構想策定事業
＜東北＞
◦白神山地藤里町地域活性化支援調査
◦「地域提案型雇用創造促進事業」支援業務（岩手県田野畑村）
◦由利本荘市観光振興計画策定業務
◦土湯温泉アドバイザー業務
◦檜枝岐村観光振興計画策定調査
＜関東＞
◦「埼玉県外客来訪促進計画」（仮称）策定に係る調査業務
◦大多摩地域における観光産業経済波及効果調査
◦西多摩入込観光客数調査
◦かつしか観光プラン策定支援業務
◦千代田区観光施策推進にかかる調査等支援業務
◦横浜市観光交流推進計画重点戦略等改定業務
＜中部＞
◦富士吉田市下吉田まちづくり基本構想策定調査
◦青木ヶ原樹海・西湖地域等エコツーリズム振興調査業務
＜近畿＞
◦三重県観光データ・観光客満足度評価調査事業
◦三重県首都圏情報発信戦略推進業務（観光プロモーション戦略会議運営等事業）
◦こころのふるさと三重づくり戦略調査事業
＜九州＞
◦佐世保市観光振興基本計画策定業務
＜沖縄＞
◦観光統計実態調査
◦沖縄県観光バリアフリー化推進事業

＜北海道＞
◦地域再生マネージャー事業（釧路市）
＜東北＞
◦青森県観光物産館（アスパム）今後の事業展開に関する検討調査
◦かづのde “ふるさとライフ”ビジネス研究会に係る運営支援業務
◦「地域提案型雇用創造促進事業」支援業務（岩手県田野畑村）
◦「凜の郷ゆざわツーリズム」モデル調査事業
◦福島市観光振興計画策定業務
◦土湯温泉健康保養地作りアドバイザー業務
＜関東＞
◦浦安市観光振興計画策定支援業務
◦観光施策推進にかかる調査等支援業務（東京都千代田区）
◦相模原市シティセールス推進指針策定業務
＜中部＞
◦「新潟・食と花の交流プログラム開発事業」におけるフィジビリティ調査
◦胎内リゾートの活性化方策に関する調査検討業務
◦いしかわ交流居住等促進事業支援業務
◦「信州観光の魅力作りと宿泊活性化」調査
◦観光まちづくりコンサルティング事業実施にともなうコーディネーター業務
　（富士吉田市）
◦笛吹市芦川地区交流居住推進支援業務
＜近畿＞
◦三重県観光データ・観光客満足度評価調査事業
◦首都圏情報発信戦略推進業務（三重県）
◦三重県観光振興プラン誘客戦略改定調査業務
◦紀北町観光振興プラン策定業務
＜九州＞
◦竹田市人材育成業務
＜沖縄＞
◦観光統計実態調査
◦八重山観光の動態及び波及効果等調査

観光産業に関する調査研究
（運輸業、宿泊業、旅行業、
レクリエーション施設等）

＜宿泊業＞
◦旅館経営研究委員会
◦A社旅連健康保養温泉地支援
◦旅館イントラネットへの情報提供業務
◦A社旅ホ連中部支部連合会からの「未来委員会」支援業務
◦Aヴィラ事業採算性向上計画
＜旅行業＞
◦「21世紀のリーディング産業へ」（TIJパンフレット作成）

＜宿泊業＞
◦Aホテルコンセプト策定に関する調査
◦B新ホテル検討プロジェクト支援業務
◦旅館経営研究委員会
◦A社旅連健康保養温泉地支援
◦A社旅ホ連中部支部連合会からの「未来委員会」支援業務
◦「都市ホテル・宿泊マーケティング研究委員会」における各種調査研究の助言、

および報告書の作成
＜旅行業＞
◦「21世紀のリーディング産業へ」（TIJパンフレット作成）
＜レクリエーション施設＞
◦全国スキー場利用客アンケート

国際的な観光動向に
関する調査研究

◦OECDにおける観光サテライトアカウント（TSA）に係る議論動向並びにOECD加盟国
におけるTSA導入に係る実態調査に関する業務

◦日本シルバー層及び団塊世代の海外旅行動向及び訪韓誘致戦略策定調査
◦ブラジルへの旅行マーケット・旅行会社ヒアリング業務

◦気象変化とそれによる観光への影響に係るOECDの議論動向及びOECD加盟
国における政策的取組みに係る調査事業
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2008（平成20）年度

国等の観光政策に
関わる調査研究

＜観光庁＞（10/1設置）
◦観光関係人材育成のための産学官連携を検討するための会議の開催等
◦多様な食文化・食習慣を有する外国人客への対応マニュアル作成
◦宿泊産業の生産性向上等推進事業
◦ビジット・ジャパン・キャンペーン事業評価
＜国土交通省＞
◦観光産業のイノベーション促進事業
◦児童・生徒によるボランティアガイド普及促進事業
◦観光ルネサンス補助対象事業の評価等作成業務
◦「YOKOSO！ JAPAN 大使」選定に係る事業
◦水源地域活性化対策調査委託業務（神奈川県山北町、長野県木祖村、福岡県東峰村、鹿児島県奄美市）
◦「地方の元気再生事業」（館山港を核とした観光交流促進プロジェクト調査）に係る観光マーケティング調査業務
＜経済産業省＞
◦産学連携人材育成事業（ホスピタリティ・マネジメント高度経営人材育成プログラム開発）
◦サービス産業生産性向上支援調査事業（サービス産業の統計整備・実態把握に関する調査）
◦サービス産業生産性向上支援調査事業（北海道の観光産業のグローバル化促進調査事業）
＜環境省＞
◦エコツーリズム推進普及啓発等事業
◦エコツーリズム推進法施行支援業務
◦白神山地エコツーリズム推進事業支援業務
◦小笠原地区エコツーリズム推進事業
◦阿寒湖畔集団施設地区における良好な街並み景観形成促進業務
＜農林水産省＞
◦賑わいのある農山漁村づくり推進事業（グリーンツーリズムの推進方策の検討）
◦農山漁村における滞在・体験型旅行商品開発及び販売の促進の検討
◦農山漁村における滞在・体験型旅行商品開発及び販売に向けた受入地域の体制整備等の検討
＜内閣府＞
◦高度観光人材育成に関する調査（沖縄）
◦航空輸送能力の増大をいかした振興構想策定に関する調査（沖縄）
＜その他＞
◦交流居住ポータルサイト管理運営業務

観光地（地域）・観光資源に
関する調査研究

＜北海道＞
◦地域再生マネージャー事業（釧路市）
＜東北＞
◦かづのde”ふるさとライフ”コンシェルジュ育成支援業務
◦（仮称）中滝ふるさと楽校整備基本構想及び基本計画策定業務（鹿角市）
◦田野畑村観光振興計画調査策定
◦秋の宮温泉郷振興拠点施設支援業務
◦飯豊山麓交流ゾーングランドデザイン策定業務
◦福島市観光振興計画策定業務
◦土湯温泉アドバイザー業務
＜関東＞
◦文京区観光ビジョン策定支援業務
◦神奈川県観光産業構造基礎調査
＜中部＞
◦珠洲市交流居住需要把握調査
◦新潟・食と花の交流プログラム企画開発事業新潟市観光客意識（満足度）調査業務
◦胎内リゾート活性化調査検討業務
◦十日町市プレDCツアー参加者アンケート分析事業
◦観光地の地名変更と地域認知度に関する調査（浅間温泉）
◦富士観光圏事業評価
◦「富士山・富士五湖観光圏整備計画」及び「富士山・富士五湖観光圏整備実施計画」策定事業
◦メールマガジンを活用したリピーター促進策検討調査（富士山・富士五湖）
＜近畿＞
◦三重県観光データ・観光客満足度評価調査事業
◦三重県首都圏情報発信事業
◦桑名市コンベンションビューロー・フィルムコミッション調査研究業務
◦桑名市地域ブランド力向上に関する調査研究業務
＜九州＞
◦佐世保市満足度調査業務
◦奄美ミュージアム交流ネットワーク形成推進事業
＜沖縄＞
◦国際観光地プロモーションモデル事業
◦持続可能な観光地づくり支援事業
◦観光統計実態調査

観光産業に関する調査研究
（運輸業、宿泊業、旅行業、
レクリエーション施設等）

＜宿泊業＞
◦未来委員会における各種調査研究業務
◦健康保養温泉地作り支援事業
◦都市ホテル・宿泊マーケティング研究委員会
◦旅館経営研究委員会における各種調査研究業務
＜旅行業＞
◦「21世紀のリーディング産業へ」（TIJパンフレット作成）
＜レクリエーション施設＞
◦全国スキー場利用客アンケート

国際的な観光動向に
関する調査研究

◦ETC日本市場研究業務（欧州観光委員会）
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2．調査・研究事業
2 受託調査

（2008〜2010年度）

2009（平成21）年度 2010（平成22）年度

＜観光庁＞
◦観光圏整備補助対象事業の評価等作成業務
◦観光地の魅力向上に向けた 評価手法調査事業
◦観光関係人材育成のための産学官連携を検討するための会議の開催等に関する業務
◦観光産業のイノベーション促進事業の面的再生支援
◦児童・生徒によるボランティアガイド普及促進事業
◦休暇取得・分散化の促進に関する調査
◦訪日外国人旅行者2000万人時代に対応した宿泊施設のあり方に関する調査
＜国土交通省＞
◦半島振興基本問題研究会
◦アートを活かした観光に関する社会実験等調査業務（東京都小笠原村）
◦奄美群島における近隣地域等からの観光・交流推進方策に関する調査
◦「YOKOSO！ JAPAN 大使」選定等に係る事業
◦ビジット・ジャパン・キャンペーン事業評価等業務
◦環境負荷の低減を図る観光地に対する客観評価体系構築に関する実証調査
◦公的支援対象の観光資源の認知度・魅力度と消費者のライフスタイル等との関連分析に関する調査研究
＜経済産業省＞
◦産学連携人材育成事業（サービス人材分野）ホスピタリティ・マネジメント高度経営人材育成プログラム開

発
◦サービス産業生産性向上支援調査事業（観光事業者の経営基盤の強化に向けた実証調査事業）
◦サービス産業生産性向上支援調査事業（ホテル・旅館業経営カイゼン寺小屋調査事業）
＜環境省＞
◦エコツーリズム推進法施行支援業務
◦エコツーリズム推進普及啓発等事業
◦阿寒湖畔集団施設地区における良好な街並み景観形成促進業務
◦白神山地エコツーリズム推進事業支援業務
◦小笠原地区エコツーリズム推進業務
＜農林水産省＞
◦賑わいある美しい農山漁村づくり推進事業農山漁村における滞在・体験型旅行商品開発及び販売の促進

の検討
＜その他＞
◦サービス産業生産性向上支援調査事業（サービス産業の統計整備・実態把握に関する調査）
◦観光経営マネジメント研修業務
◦交流居住ポータルサイト管理運営業務

＜観光庁＞
◦訪日外国人の旅行動向に係る統計調査の設計・実施
◦訪日旅行促進事業実績評価業務及び関連業務
◦観光産業のイノベーション促進事業
◦ユニバーサルツーリズムの促進に関する基礎調査
◦産学官連携による観光産業の人材育成に関する業務
◦地域いきいき観光まちづくり事例集作成業務
◦観光地域づくりプラットフォームモデル事業
◦観光圏整備ノウハウ集作成等業務
＜国土交通省＞
◦奄美群島における交流人口拡大方策検討に関する調査
◦半島地域の観光資源及び活用状況等に関する調査業務
＜経済産業省＞
◦サービス産業活動環境整備調査事業（展示会産業活性化のための標準の確立及びビジョン策定

等に関する調査事業）
◦地域新成長産業創出促進事業（四国）
◦地域新成長産業創出促進事業（観光を手法とした地域経済活性化に関する調査）（関東）
＜環境省＞
◦エコツーリズム推進法施行支援業務
◦エコツーリズムとグリーンツーリズムの連携推進に関する業務（兵庫県養父市、鹿児島県垂水市）
◦阿寒湖畔集団施設地区における良好な街並み協働型管理運営推進業務
◦白神山地エコツーリズム推進事業支援業務
◦小笠原地区エコツーリズム推進業務
＜その他＞
◦観光経営マネジメント研修
◦交流居住ポータルサイト管理運営業務

＜北海道＞
◦釧路市における観光消費経済波及効果分析に係わる基礎調査業務
◦効果的なMICE誘致活動へ向けての企業等データベース構築及び実践的なマーケティング手法・体制の構

築業務（釧路市）
＜東北＞
◦東北新幹線開業による観光への影響に関する業務
◦田野畑村観光振興計画調査策定
◦小国町移住・交流受入システム支援業務
＜関東＞
◦文京区ビジョン策定支援業務
◦台東区新観光ビジョン策定業務
＜中部＞
◦新潟県内の観光地満足度調査及び分析業務
◦新潟・食と花の交流プログラム販売ルートの整理検討業務
◦胎内リゾート活性化調査検討業務
◦富士山・富士五湖観光圏顧客満足度調査事業
◦宿泊施設再生モデル事業業務（長野県）
◦「八ヶ岳観光圏整備計画」及び「八ヶ岳観光圏整備実施計画」策定調査
＜近畿＞
◦三重県首都圏情報発信戦略推進業務アドバイザー
◦三重県観光データ・観光客満足度評価調査事業
◦鳥羽市観光産業活性化戦略策定業務
◦鳥羽市観光案内サイン整備事業計画策定業務
◦京都観光影響調査
◦次期京都市観光振興推進計画（仮称）及び京都市コンベンション戦略（仮称）の策定に関する業務
＜中国四国＞
◦鳥取県国際観光アクションプログラム策定業務
＜九州＞
◦奄美ミュージアム交流ネットワーク形成推進事業マーケティング調査
◦佐世保市顧客満足度調査
◦平戸・佐世保・西海ロングステイ観光圏整備事業（観光動向モニタリング調査）
◦観光まちづくりにおけるUR都市機構の都市再生支援のあり方調査（大分県）
＜沖縄＞
◦観光統計実態調査（観光産業実態調査）
◦観光統計実態調査（ゴールデンウィーク調査）
◦国際観光戦略モデル事業
◦持続可能な観光地づくり支援事業
◦観光財源確保調査研究事業
◦「宮古島満足度調査」に係るCS-tシステム利用
◦首里城公園満足度等調査業務

＜北海道＞
◦ニセコCS詳細分析
◦釧路湿原・阿寒・摩周観光圏滞在満足度＆来訪意向調査
◦MICE誘致データベースの構築および戦略的マーケティング体制の構築（釧路市）
◦阿寒湖温泉創生計画2020策定事業
＜東北＞
◦白神山地自然と文化体験ツーリズム推進業務
◦観光消費経済波及効果調査業務（岩手県田野畑村）
◦戦略的事業展開に向けたモニタリング調査（酒田市）
＜関東＞
◦新草津温泉ブラッシュアップ事業
◦前橋市観光プラン検討業務
◦大丸有地区都市観光ビジョン策定業務
◦小笠原国内外旅行者受入体制の整備事業等調査
◦小笠原ガイド講習プログラム作成
◦INVITATION TO OPEN YOKOHAMA 2010の評価に関する調査事業
＜中部＞
◦新潟県内の観光地満足度調査及び分析業務
◦胎内リゾート活性化調査検討業務
◦胎内市観光サインマスタープラン策定業務
◦地域資源活用調査業務委託（胎内市）
◦妙高の魅力再発掘と観光モデルルート開発のための調査研究事業
◦富士山・富士五湖観光圏顧客満足度調査事業
◦観光客ニーズ実態調査（山梨県富士河口湖町）
◦八ヶ岳顧客満足度調査
◦体験プログラム及び着地型旅行商品開発事業（山梨県）
＜近畿＞
◦三重県観光客実態調査及び新たな観光戦略策定事業
◦鳥羽市宿泊産業活性化推進事業
◦京都観光総合調査に係る制度設計業務
＜九州＞
◦九州新幹線開業による観光への影響に関する業務
◦由布市観光基本計画策定業務
◦平戸・佐世保・西海ロングステイ観光圏整備事業（観光動向モニタリング調査）
◦平戸市観光消費経済波及効果調査業務
◦佐世保市顧客満足度調査分析業務
◦奄美ミュージアム交流ネットワーク形成推進事業マーケティング調査
＜沖縄＞
◦沖縄県観光収入増加対策事業
◦観光統計実態調査
◦新税導入に係る観光客アンケート調査
◦エコリゾートアイランド沖縄推進事業
◦首里城公園満足度等調査業務
◦沖縄観光力強化事業効果測定調査

＜宿泊業＞
◦未来委員会における各種調査業務
◦都市ホテル・宿泊マーケティング研究委員会
◦旅館経営研究委員会
◦観光地の魅力づくり支援事業総括
＜レクリエーション施設＞
◦全国スキー場利用客アンケート

＜宿泊業＞
◦未来委員会における各種調査業務
◦都市ホテル・宿泊マーケティング研究委員会
◦旅館経営研究委員会
＜レクリエーション施設＞
◦全国スキー場利用客アンケート

◦観光ブランド力の強化戦略に係るOECDの議論動向及びOECD加盟国における政策的取り組みに係る調査
事業

◦ETC日本市場研究・追加業務（欧州観光委）
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2011（平成23）年度 2012（平成24）年度

国等の観光政策に
関わる調査研究

＜観光庁＞
◦「訪日外国人消費動向」の作成及び調査手法の評価・見直し
◦観光地域づくり人材育成ガイドライン業務
◦大学等との連携による人材育成資料の作成等業務
◦観光地域づくりに関する調査検討業務
◦地域いきいき観光まちづくり事例集作成等業務
＜経済産業省＞
◦地域新成長産業創出促進事業費補助金広域関東圏観光交流ネットワーク形成事

業
＜環境省＞
◦東北地方太平洋沿岸地域における自然観光資源の活用に係る現状把握業務
◦三陸沿岸地域の主要な自然体験プログラムの現状把握業務
◦自然ふれあい地域活性化推進事業（兵庫県養父市、鹿児島県垂水市）
◦エコツーリズム推進アドバイザー派遣事業関連業務
◦川湯地域協働型管理運営推進業務
◦日光国立公園奥日光地域における協働型管理運営体制構築業務
◦中部山岳国立公園上高地地域協働型管理運営推進業務
＜内閣府＞
◦沖縄の観光産業の魅力向上に向けた検討調査
＜その他＞
◦東北新幹線及び九州新幹線の全線開業が観光に及ぼした影響に関する業務
◦交流居住ポータルサイト管理運営業務

＜観光庁＞
◦観光中核人材育成事業（人材育成手法の策定等）
◦観光地域における評価のあり方等に関する基礎検討業務
◦地域観光イノベーションに係る調査事業
◦福島県による観光関連復興事業実施計画策定の支援等業務
◦訪日外国人消費動向調査の実施及び同調査における課題検討業務
◦訪日外国人旅行者向け免税制度に関する実態調査及び効果検討
＜国土交通省＞
◦半島地域の価値創出支援調査
◦奄美群島における多様な主体の連携による着地型観光推進に関する調査
＜経済産業省＞
◦我が国情報経済社会における基盤整備（展示会産業の国際化推進のための人材

育成基盤整備・関連事業調査）
＜環境省＞
◦エコツーリズムとグリーンツーリズムの融合による地域活性化推進事業関連業務
（兵庫県養父市、鹿児島県垂水市）

◦エコツーリズム推進アドバイザー派遣事業関連業務
◦エコツーリズムホームページ運用業務
◦復興エコツーリズム推進モデル事業関連業務（三陸）
◦川湯地域協働型管理運営推進業務
◦日光国立公園奥日光地域における協働型管理運営体制構築業務
◦中部山岳国立公園上高地地域協働型管理運営推進業務
＜その他＞
◦整備新幹線の全線開業が観光に及ぼした影響に関する調査

観光地（地域）・観光資源に
関する調査研究

＜北海道＞
◦SDMRニセコ11
◦釧路湿原・阿寒・摩周観光圏観光地域づくりプラットフォーム設立準備事業業務
◦釧路湿原・阿寒・摩周観光圏滞在満足度＆来訪意向調査
＜東北＞
◦白神山地自然と文化体験ツーリズム推進業務
◦東松島市観光ビジョン策定に向けた基礎調査
◦雫石町観光・交流活性化行動計画策定業務
◦観光漁業・体験漁業等と連携した観光復興計画立案業務（岩手県田野畑村）
＜関東＞
◦世界自然遺産体験メニュー等充実に係る調査業務（東京都小笠原村）
◦小笠原エコツーリズム推進全体構想作成支援業務
◦OPEN YOKOHAMA 2011来訪客アンケート調査
◦HOT21観光プラン策定事業（神奈川県箱根町）
＜中部＞
◦胎内市観光サインマスタープラン策定業務
◦胎内市観光活性化調査業務
◦地域資源（米粉）を活用した観光まちづくりへのアドバイザー業務（新潟県胎内市）
◦八ヶ岳観光圏来訪客実態調査業務
◦安曇野市観光振興ビジョン策定支援業務
◦顧客満足度調査事業実施に伴う業務（山梨県）
◦白川村観光計画策定に関する調査業務
＜近畿＞
◦三重県観光客実態調査事業
◦宿泊産業活性化推進事業（鳥羽市）
＜中国四国＞
◦鳥取県外国人観光客入込動態調査
＜九州＞
◦平戸・佐世保・西海ロングステイ観光圏整備事業（観光動向モニタリング調査）
◦佐世保市顧客満足度調査分析業務
◦由布市観光基本計画・概要版作成業務
◦奄美群島観光開発アドバイザー業務
◦奄美ミュージアム交流ネットワーク形成推進事業
＜沖縄＞
◦観光統計実態調査事業
◦エコリゾートアイランド沖縄推進事業
◦第5次沖縄県観光振興基本計画策定事業
◦新税導入に係る観光客アンケート調査
◦観光事業効果測定調査事業
◦観光客宿泊費実態分析業務
◦外国人観光客満足度調査補助業務

＜北海道＞
◦阿寒湖温泉・将来土地利用検討調査
◦釧路湿原・阿寒・摩周観光圏滞在満足度＆来訪意向調査
◦観光客満足度調査分析業務（富良野市）
◦ニセコ外国人観光客満足度向上支援事業
＜東北＞
◦白神山地エコツーリズム連携推進業務
◦地域コーディネーター活用事業業務（白神山地）
◦机浜番屋群再生整備支援業務（岩手県田野畑村）
◦大湯温泉地区観光交流拠点施設「（仮称）湯の駅おおゆ」整備基本構想及び基本

計画（基本設計含む）策定業務
◦石巻圏における観光圏整備計画策定に関する調査事業
＜関東＞
◦佐野市観光の経済波及効果調査業務
◦奥多摩町「鳩の巣荘」事業改善計画
◦エコツーリズムにおける観光振興モデル構築に係る調査（東京都小笠原村）
◦OPEN YOKOHAMA 2012来訪客アンケート調査
＜中部＞
◦安曇野市観光振興ビジョン策定に伴う市民意識調査
◦胎内市観光活性化調査業務及び地域食材を活用したまちづくり推進業務
◦八ヶ岳観光圏別荘族実態調査業務
◦顧客満足度調査事業実施に伴う業務（山梨県）
＜近畿＞
◦三重県観光客実態調査
◦御遷宮周遊滞在プログラム造成アドバイザー業務（三重県）
◦宿泊産業活性化推進事業（鳥羽市）
◦三木市における観光レクリエーション園地利活用構想
＜九州＞
◦福岡市あらたな観光・集客戦略策定業務
◦平戸・佐世保・西海ロングステイ観光圏整備事業（観光動向モニタリング調査）
◦佐世保市顧客満足度調査分析業務
＜沖縄＞
◦観光統計実態調査事業
◦戦略的リピーター創造事業
◦沖縄型リゾートダイビング戦略モデル構築事業
◦誰にでもやさしい観光地形成事業
◦観光地形成促進地域推進事業
◦宮古島来訪者調査
◦外国人観光客満足度調査
◦世界に通用する観光人材育成事業（外国人観光客受入人材育成事業）
◦外国人観光客満足度向上支援事業

観光産業に関する調査研究
（運輸業、宿泊業、旅行業、
レクリエーション施設等）

＜宿泊業＞
◦都市ホテル・宿泊マーケティング研究委員会
＜レクリエーション施設＞
◦全国スキー場利用客アンケート

＜宿泊業＞
◦都市ホテル・宿泊マーケティング研究委員会
＜レクリエーション施設＞
◦全国スキー場利用客アンケート

国際的な観光動向に
関する調査研究

◦エチオピア国シミエン国立公園及び周辺地域における官民協働によるコミュニ
ティ・ツーリズム開発プロジェクト

◦エチオピア国シミエン国立公園及び周辺地域における官民協働によるコミュニ
ティ・ツーリズム開発プロジェクト


