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Japan Ecotourism Society (JES)
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エコツーリズム：経緯と流れ（世界）

・・・・1972：国連人間環境会議（ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ）
⇒ 「国連環境計画（UNEP）」設立

⇒ 第17回ユネスコ総会 「世界遺産条約」 採択

・1978：「ガラパゴス諸島」など第1号世界自然遺産登録
・1980：UNEP、IUCN、WWFの「世界環境保全戦略」

⇒ 「持続可能な開発」という概念が初めて提唱

・1982：IUCN「第3回世界国立公園会議」
⇒ 「エコツーリズムが資金調達機能のとして有効」

・1985：UNWTO、UNEP「環境と観光に関する共同宣言」
・1990：国際エコツーリズム協会（TIES）設立
・1992：環境と開発に関する国連会議（ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛ）

⇒ 「持続可能な開発委員会（CSD）」設立
・「地球環境変動枠組条約」

・「生物多様性条約」

・2002：持続可能な開発に関する世界サミット（ﾖﾊﾈｽﾌﾞﾙｸ）
「世界エコツーリズム・サミット」（ｹﾍﾞｯｸ）

⇒「国際エコツーリズム年」と定まる

・2012：国連持続可能な開発会議（リオ＋20）

70年代

エコツアー

誕生

80年代

エコツーリ

ズム誕生

90年代

日本

上陸

エコツーリズム：経緯と流れ（日本）

・・・・1989198919891989：：：：小笠原ホエールウォッチング協会設立小笠原ホエールウォッチング協会設立小笠原ホエールウォッチング協会設立小笠原ホエールウォッチング協会設立

・・・・1991199119911991：環境庁：環境庁：環境庁：環境庁 エコツーリズム調査実施（沖縄）エコツーリズム調査実施（沖縄）エコツーリズム調査実施（沖縄）エコツーリズム調査実施（沖縄）

・・・・1993199319931993：「：「：「：「白神山地」、「屋久島」世界自然遺産登録白神山地」、「屋久島」世界自然遺産登録白神山地」、「屋久島」世界自然遺産登録白神山地」、「屋久島」世界自然遺産登録

・・・・1996199619961996：：：：西表島エコツーリズム協会設立西表島エコツーリズム協会設立西表島エコツーリズム協会設立西表島エコツーリズム協会設立

・・・・1998199819981998：：：：日本エコツーリズム協会（日本エコツーリズム協会（日本エコツーリズム協会（日本エコツーリズム協会（JESJESJESJES）設立）設立）設立）設立

・・・・2002200220022002：：：：国際エコツーリズム年国際エコツーリズム年国際エコツーリズム年国際エコツーリズム年

⇒⇒⇒⇒国際エコツーリズム大会（沖縄）開催国際エコツーリズム大会（沖縄）開催国際エコツーリズム大会（沖縄）開催国際エコツーリズム大会（沖縄）開催

⇒⇒⇒⇒北海道アウトドアガイド制度発足北海道アウトドアガイド制度発足北海道アウトドアガイド制度発足北海道アウトドアガイド制度発足

⇒⇒⇒⇒小笠原で自主ルール設定小笠原で自主ルール設定小笠原で自主ルール設定小笠原で自主ルール設定

・・・・2003200320032003：環境省「エコツーリズム推進会議」：環境省「エコツーリズム推進会議」：環境省「エコツーリズム推進会議」：環境省「エコツーリズム推進会議」

・・・・2004200420042004～～～～2006200620062006：エコツーリズム推進モデル事業：エコツーリズム推進モデル事業：エコツーリズム推進モデル事業：エコツーリズム推進モデル事業

・・・・2005200520052005：「：「：「：「知床」世界自然遺産登録知床」世界自然遺産登録知床」世界自然遺産登録知床」世界自然遺産登録

・・・・2007200720072007：：：：「エコツーリズム推進法」「エコツーリズム推進法」「エコツーリズム推進法」「エコツーリズム推進法」 成立成立成立成立

・・・・2011201120112011：「：「：「：「小笠原諸島」世界自然遺産登録小笠原諸島」世界自然遺産登録小笠原諸島」世界自然遺産登録小笠原諸島」世界自然遺産登録

90s前半

概念導入期

調査・研究

90s後半

基盤構築期

普及・啓発

00年代

実践期

政策整備

自然を中心として､その土地に存在する生態系を守り生態系を守り生態系を守り生態系を守り､インインインイン

パクトを最小限パクトを最小限パクトを最小限パクトを最小限に使用とするツアーを実践する運動

日本旅行業協会日本旅行業協会日本旅行業協会日本旅行業協会 ＪＡＴＡＪＡＴＡＪＡＴＡＪＡＴＡ

『エコツーリズムは､自然地域の中自然地域の中自然地域の中自然地域の中で観察し､研究し､楽しむ楽しむ楽しむ楽しむ

観光である』

国際自然保護連合国際自然保護連合国際自然保護連合国際自然保護連合 ＩＵＣＮＩＵＣＮＩＵＣＮＩＵＣＮ

訪問先の自然環境を破壊することなく､その土地特有の自然､

生活文化などの資源を持続させていく持続させていく持続させていく持続させていく旅行の概念

西表島エコツーリズム協会西表島エコツーリズム協会西表島エコツーリズム協会西表島エコツーリズム協会

その地域の自然環境を保護自然環境を保護自然環境を保護自然環境を保護し､地域住民の生活を高める地域住民の生活を高める地域住民の生活を高める地域住民の生活を高めるこ

とにつながる､責任ある旅行責任ある旅行責任ある旅行責任ある旅行

国際エコツーリズム協会国際エコツーリズム協会国際エコツーリズム協会国際エコツーリズム協会 ＴＩＥＳＴＩＥＳＴＩＥＳＴＩＥＳ

エコツーリズム：様々な定義
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①自然・歴史・文化自然・歴史・文化自然・歴史・文化自然・歴史・文化など地域固有の資源を生かした

観光を成立させること

②観光によってそれらの資源が損なわれることがな

いよう、適切な管理に基づく保護・保全をはかること保護・保全をはかること保護・保全をはかること保護・保全をはかること

③地域資源の健全な存続による地域経済への波及地域経済への波及地域経済への波及地域経済への波及

効果効果効果効果が実現すること

ＪＥＳの考えるエコツーリズム

エコツーリズムとは、

観光業の成立観光業の成立観光業の成立観光業の成立＋資源の保護資源の保護資源の保護資源の保護＋地域振興地域振興地域振興地域振興の融合を

めざす観光の考え方

（日本エコツーリズム協会、（日本エコツーリズム協会、（日本エコツーリズム協会、（日本エコツーリズム協会、1998199819981998年）年）年）年）

エコツーリズムの３大要素

環境保全環境保全環境保全環境保全
地域振興地域振興地域振興地域振興

観光振興観光振興観光振興観光振興

資源の持続なくして、

観光は成立せず。

地域住民の参画なくして、

資源は守れず。

経済効果なくして、

地域住民の参画は望

めず。

Principleはひとつ、はひとつ、はひとつ、はひとつ、Practiceは多様には多様には多様には多様に

日本におけるエコツーリズムの３類型

環境省環境省環境省環境省 エコツーリズム推進モデル事業よりエコツーリズム推進モデル事業よりエコツーリズム推進モデル事業よりエコツーリズム推進モデル事業より （２００４年～２００６年）（２００４年～２００６年）（２００４年～２００６年）（２００４年～２００６年）

①①①① 豊かな自然の中での取り組み豊かな自然の中での取り組み豊かな自然の中での取り組み豊かな自然の中での取り組み

（典型的エコツーリズムの適正化）（典型的エコツーリズムの適正化）（典型的エコツーリズムの適正化）（典型的エコツーリズムの適正化）

②②②② 多くの来訪者が訪れる観光地での取り組み多くの来訪者が訪れる観光地での取り組み多くの来訪者が訪れる観光地での取り組み多くの来訪者が訪れる観光地での取り組み

（マスツーリズムのエコ化）（マスツーリズムのエコ化）（マスツーリズムのエコ化）（マスツーリズムのエコ化）

③③③③ 里地里山の身近な自然、地域の産業や生活文化を里地里山の身近な自然、地域の産業や生活文化を里地里山の身近な自然、地域の産業や生活文化を里地里山の身近な自然、地域の産業や生活文化を

活用した取り組み活用した取り組み活用した取り組み活用した取り組み

（保全活動実践型エコツーリズムの創出）（保全活動実践型エコツーリズムの創出）（保全活動実践型エコツーリズムの創出）（保全活動実践型エコツーリズムの創出）

⇒ エコツーリズム、

ネイチャー・ベースド・ツーリズム

⇒ サスティナブル・ツーリズム

⇒ 文化・歴史ツーリズム、

コミュニティ・ベースド・ツーリズム

日本では、これらすべてをエコツーリズムと呼ぶ日本では、これらすべてをエコツーリズムと呼ぶ日本では、これらすべてをエコツーリズムと呼ぶ日本では、これらすべてをエコツーリズムと呼ぶ

日本におけるエコツーリズムの３類型

環境省環境省環境省環境省 エコツーリズム推進モデルエコツーリズム推進モデルエコツーリズム推進モデルエコツーリズム推進モデル事業の１３地域事業の１３地域事業の１３地域事業の１３地域

①豊かな自然地域①豊かな自然地域①豊かな自然地域①豊かな自然地域

②既存観光地②既存観光地②既存観光地②既存観光地

③里地里山③里地里山③里地里山③里地里山

知床

白神

田尻

裏磐梯

飯能名栗

飯田

富士山北麓

小笠原

湖西

熊野古道

六甲

佐世保

屋久島
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２．２．２．２．活動目的活動目的活動目的活動目的

� エコツーリズムの普及促進エコツーリズムの普及促進エコツーリズムの普及促進エコツーリズムの普及促進

� 地域振興をめざした来客観光の促進地域振興をめざした来客観光の促進地域振興をめざした来客観光の促進地域振興をめざした来客観光の促進

� 観光による環境と文化への社会的貢献観光による環境と文化への社会的貢献観光による環境と文化への社会的貢献観光による環境と文化への社会的貢献

設立と会員設立と会員設立と会員設立と会員

設立設立設立設立 （エコツーリズムの健全な推進をめざして）（エコツーリズムの健全な推進をめざして）（エコツーリズムの健全な推進をめざして）（エコツーリズムの健全な推進をめざして）

� 1998年年年年3月、「エコツーリズム推進協議会（月、「エコツーリズム推進協議会（月、「エコツーリズム推進協議会（月、「エコツーリズム推進協議会（JES)」として設立」として設立」として設立」として設立

� 2002年年年年7月、「日本エコツーリズム協会」へと改名月、「日本エコツーリズム協会」へと改名月、「日本エコツーリズム協会」へと改名月、「日本エコツーリズム協会」へと改名

� 2003年年年年2月、特定非営利活動法人（月、特定非営利活動法人（月、特定非営利活動法人（月、特定非営利活動法人（NPO法人）として内閣府より認可法人）として内閣府より認可法人）として内閣府より認可法人）として内閣府より認可

会員会員会員会員 （（（（2012年年年年3月末日現在）月末日現在）月末日現在）月末日現在）

法人法人法人法人78社、個人社、個人社、個人社、個人445人、学生人、学生人、学生人、学生34人人人人
全国各地でエコツーリズムに取り組んでいる全国各地でエコツーリズムに取り組んでいる全国各地でエコツーリズムに取り組んでいる全国各地でエコツーリズムに取り組んでいる

地域の人たちや事業者、研究所・各種学校、地域の人たちや事業者、研究所・各種学校、地域の人たちや事業者、研究所・各種学校、地域の人たちや事業者、研究所・各種学校、

自治体、旅行会社、観光協会、政府観光局、自治体、旅行会社、観光協会、政府観光局、自治体、旅行会社、観光協会、政府観光局、自治体、旅行会社、観光協会、政府観光局、

出版・広告会社、そして旅行者など出版・広告会社、そして旅行者など出版・広告会社、そして旅行者など出版・広告会社、そして旅行者など

から成り立つから成り立つから成り立つから成り立つ。

組織図組織図組織図組織図

総会総会総会総会

理事会理事会理事会理事会

会長会長会長会長

事務局長事務局長事務局長事務局長

監事監事監事監事

運営担当運営担当運営担当運営担当

総務

人事

財務

調査

収益事業

国際事業

広報

普及啓発

ガイド部会

地域部会

学生部会

復興復興復興復興支援対策室支援対策室支援対策室支援対策室

企画担当企画担当企画担当企画担当

企画運営委員会企画運営委員会企画運営委員会企画運営委員会

会長 愛知和男

（元環境庁長官）

2002年～

会長1名、副会長2名、
他理事 31名 計34名
事務局 4名

３．主な活動内容３．主な活動内容３．主な活動内容３．主な活動内容 その１その１その１その１

（２）（２）（２）（２）行政・民間のエコツーリズム推進サポート行政・民間のエコツーリズム推進サポート行政・民間のエコツーリズム推進サポート行政・民間のエコツーリズム推進サポート

– コンサルティング、講師派遣、原稿執筆の実施

– 各種委託事業 （JICA①①①①、環境省環境省環境省環境省②②②②、地方自治体など）

（１）交流の場の拡大（１）交流の場の拡大（１）交流の場の拡大（１）交流の場の拡大

– イベント主催①②イベント主催①②イベント主催①②イベント主催①②、、、、イベント出展③イベント出展③イベント出展③イベント出展③

– 大会④大会④大会④大会④、、、、学生シンポジウム⑤学生シンポジウム⑤学生シンポジウム⑤学生シンポジウム⑤、、、、宝探しセミナー⑥宝探しセミナー⑥宝探しセミナー⑥宝探しセミナー⑥の開催・共催

– 人材養成講習会⑦人材養成講習会⑦人材養成講習会⑦人材養成講習会⑦の開催・共催

（３）実践事業者サポート（３）実践事業者サポート（３）実践事業者サポート（３）実践事業者サポート

– ガイド①ガイド①ガイド①ガイド①とエコツアー②エコツアー②エコツアー②エコツアー②の推奨制度

– 会員向けエコツアー③会員向けエコツアー③会員向けエコツアー③会員向けエコツアー③の企画・主催 （NEW）
– エコツアー向け保険④エコツアー向け保険④エコツアー向け保険④エコツアー向け保険④の取り扱い

– エコツアー事業者エコツアー事業者エコツアー事業者エコツアー事業者への寄付⑤への寄付⑤への寄付⑤への寄付⑤
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３．主な活動内容３．主な活動内容３．主な活動内容３．主な活動内容 その２その２その２その２

（４）（４）（４）（４）国内外組織とのネットワーク構築国内外組織とのネットワーク構築国内外組織とのネットワーク構築国内外組織とのネットワーク構築

– 国内のエコツーリズム関連組織①国内のエコツーリズム関連組織①国内のエコツーリズム関連組織①国内のエコツーリズム関連組織①（i.e. JECO②②②②等)や
自然保護、観光、地域振興関連団体とのネットワーク

– 海外のエコツーリズム関連組織（i.e.TIES、EA等）や
観光関連団体（i.e. WTTC③③③③)とのネットワーク

（５）情報提供（５）情報提供（５）情報提供（５）情報提供

– 資料の収集・閲覧

– 書籍・調査報告書等の発行と販売

（「日本型エコツーリズムとはなにか」、「消費者ニーズ調査」①「消費者ニーズ調査」①「消費者ニーズ調査」①「消費者ニーズ調査」①等）

– 会報誌「季刊ＥＣＯツーリズム」②「季刊ＥＣＯツーリズム」②「季刊ＥＣＯツーリズム」②「季刊ＥＣＯツーリズム」②の発行（年4回）

– ホームページ運営、メールニュース（ホームページ運営、メールニュース（ホームページ運営、メールニュース（ホームページ運営、メールニュース（JESNET)JESNET)JESNET)JESNET)配信等③配信等③配信等③配信等③

（６）東日本大震災復興支援（６）東日本大震災復興支援（６）東日本大震災復興支援（６）東日本大震災復興支援

- 復興支援対策室の設置復興支援対策室の設置復興支援対策室の設置復興支援対策室の設置

（１）交流の場の拡大（１）交流の場の拡大（１）交流の場の拡大（１）交流の場の拡大 ①①①①

月毎のイベント月毎のイベント月毎のイベント月毎のイベント

JESJESJESJESフォーラムフォーラムフォーラムフォーラム （旧（旧（旧（旧 月いちフォーラム）月いちフォーラム）月いちフォーラム）月いちフォーラム）

一般向け：エコツーリズムの理解を深めてもらうため一般向け：エコツーリズムの理解を深めてもらうため一般向け：エコツーリズムの理解を深めてもらうため一般向け：エコツーリズムの理解を深めてもらうため

� 東京・渋谷の「モンベルクラブ」で開催東京・渋谷の「モンベルクラブ」で開催東京・渋谷の「モンベルクラブ」で開催東京・渋谷の「モンベルクラブ」で開催

� エコツーリズムの周縁で活躍する方々を招き、エコツーリズムエコツーリズムの周縁で活躍する方々を招き、エコツーリズムエコツーリズムの周縁で活躍する方々を招き、エコツーリズムエコツーリズムの周縁で活躍する方々を招き、エコツーリズム

の魅力について語ってもらう。の魅力について語ってもらう。の魅力について語ってもらう。の魅力について語ってもらう。

★今までに★今までに★今までに★今までに11回開催回開催回開催回開催 （月（月（月（月いちいちいちいちフォーラムは４４回開催）フォーラムは４４回開催）フォーラムは４４回開催）フォーラムは４４回開催）

次回は、アラスカのエコツアーガイドさんをお招きする予定。次回は、アラスカのエコツアーガイドさんをお招きする予定。次回は、アラスカのエコツアーガイドさんをお招きする予定。次回は、アラスカのエコツアーガイドさんをお招きする予定。

Alexandra
Bounxouei Wild Silk

（１）交流の場の拡大（１）交流の場の拡大（１）交流の場の拡大（１）交流の場の拡大 ②②②②

月毎のイベント月毎のイベント月毎のイベント月毎のイベント

エコツーカフェエコツーカフェエコツーカフェエコツーカフェ

エコツーリスト向け：魅力的なエコツアーサイトを紹介するためエコツーリスト向け：魅力的なエコツアーサイトを紹介するためエコツーリスト向け：魅力的なエコツアーサイトを紹介するためエコツーリスト向け：魅力的なエコツアーサイトを紹介するため

� 東京・恵比寿の「アサンテサーナカフェ」で開催東京・恵比寿の「アサンテサーナカフェ」で開催東京・恵比寿の「アサンテサーナカフェ」で開催東京・恵比寿の「アサンテサーナカフェ」で開催

� 各国の政府観光局や現地の旅行会社の方々などを招き、各国の政府観光局や現地の旅行会社の方々などを招き、各国の政府観光局や現地の旅行会社の方々などを招き、各国の政府観光局や現地の旅行会社の方々などを招き、

主に海外のエコツアーサイトの紹介を行う。主に海外のエコツアーサイトの紹介を行う。主に海外のエコツアーサイトの紹介を行う。主に海外のエコツアーサイトの紹介を行う。

★★★★北海道、北海道、北海道、北海道、京都、京都、京都、京都、三重でも不定期に開催三重でも不定期に開催三重でも不定期に開催三重でも不定期に開催

★★★★今までに今までに今までに今までに62回開催。回開催。回開催。回開催。次回は次回は次回は次回は『『『『エチオピアエチオピアエチオピアエチオピア』』』』を予定。を予定。を予定。を予定。

（１）交流の場の拡大（１）交流の場の拡大（１）交流の場の拡大（１）交流の場の拡大 ③③③③

シーズン毎のイベント出展シーズン毎のイベント出展シーズン毎のイベント出展シーズン毎のイベント出展

屋内外のイベント出展屋内外のイベント出展屋内外のイベント出展屋内外のイベント出展

一般向け：一般向け：一般向け：一般向け： エコツーリズム普及とエコツアーサイト紹介のためエコツーリズム普及とエコツアーサイト紹介のためエコツーリズム普及とエコツアーサイト紹介のためエコツーリズム普及とエコツアーサイト紹介のため

� 4月：月：月：月： みどりフェスタみどりフェスタみどりフェスタみどりフェスタ 【【【【東京・新宿御苑東京・新宿御苑東京・新宿御苑東京・新宿御苑】】】】

� 6月：月：月：月： エコライフフェアエコライフフェアエコライフフェアエコライフフェア 【【【【東京・代々木公園東京・代々木公園東京・代々木公園東京・代々木公園】】】】

� 9月：月：月：月： JATA旅博旅博旅博旅博 【【【【東京・ビッグサイト東京・ビッグサイト東京・ビッグサイト東京・ビッグサイト】】】】

� 11月：月：月：月： ジャパン・バード・フェスティバルジャパン・バード・フェスティバルジャパン・バード・フェスティバルジャパン・バード・フェスティバル 【【【【千葉・手賀沼公園千葉・手賀沼公園千葉・手賀沼公園千葉・手賀沼公園】】】】

� 12月：月：月：月： エコプロダクツ展エコプロダクツ展エコプロダクツ展エコプロダクツ展 【【【【東京・ビッグサイト東京・ビッグサイト東京・ビッグサイト東京・ビッグサイト】】】】
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（１）交流の場の拡大（１）交流の場の拡大（１）交流の場の拡大（１）交流の場の拡大 ④④④④

年毎のイベント年毎のイベント年毎のイベント年毎のイベント

全国エコツーリズム大会全国エコツーリズム大会全国エコツーリズム大会全国エコツーリズム大会

各地のエコツーリズムの活動を全国に発信してもらうため各地のエコツーリズムの活動を全国に発信してもらうため各地のエコツーリズムの活動を全国に発信してもらうため各地のエコツーリズムの活動を全国に発信してもらうため

全国大会のスケジュール全国大会のスケジュール全国大会のスケジュール全国大会のスケジュール

1日目：日目：日目：日目： 開会式、基調講演、ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ、交流会開会式、基調講演、ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ、交流会開会式、基調講演、ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ、交流会開会式、基調講演、ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ、交流会

2日目：日目：日目：日目： 現地のエコツアー体験現地のエコツアー体験現地のエコツアー体験現地のエコツアー体験

3日目：日目：日目：日目： 分科会、報告会、閉会式分科会、報告会、閉会式分科会、報告会、閉会式分科会、報告会、閉会式

2012年年年年10月、北海道・弟子屈町で、月、北海道・弟子屈町で、月、北海道・弟子屈町で、月、北海道・弟子屈町で、

『『『『全国エコツーリズム大会全国エコツーリズム大会全国エコツーリズム大会全国エコツーリズム大会』』』』開催予定！開催予定！開催予定！開催予定！

2013年、鳥取県で年、鳥取県で年、鳥取県で年、鳥取県で

『『『『国際エコツーリズム大会国際エコツーリズム大会国際エコツーリズム大会国際エコツーリズム大会』』』』開催予定！開催予定！開催予定！開催予定！

●●●● Toyako

●●●● Ninohe-City
●●●● Fukushima

●●●● Ogasawara

●●●● Tsushima

●●●● Shirakawago

●●●● Takashima-City

●●●●Aso

●●●● Okinawa

●●●●MinamiShinsyu●●●● Tottori

●●●●Teshikaga

（１）交流の場の拡大（１）交流の場の拡大（１）交流の場の拡大（１）交流の場の拡大 ⑤⑤⑤⑤

年毎のイベント年毎のイベント年毎のイベント年毎のイベント

学生シンポジウム学生シンポジウム学生シンポジウム学生シンポジウム

次世代を担う学生さん達に情報交換の場を提供するため次世代を担う学生さん達に情報交換の場を提供するため次世代を担う学生さん達に情報交換の場を提供するため次世代を担う学生さん達に情報交換の場を提供するため

� 学生主体による運営学生主体による運営学生主体による運営学生主体による運営

（インターンシップの学生さん達が大活躍！）（インターンシップの学生さん達が大活躍！）（インターンシップの学生さん達が大活躍！）（インターンシップの学生さん達が大活躍！）

� 発表発表発表発表テーマテーマテーマテーマはははは「「「「観光観光観光観光」「地域」そして「」「地域」そして「」「地域」そして「」「地域」そして「環境（復興）環境（復興）環境（復興）環境（復興）」」」」

2011年年年年11月月月月19日、東京大学にて日、東京大学にて日、東京大学にて日、東京大学にて

『『『『第第第第3回全国エコツーリズム学生シンポジウム回全国エコツーリズム学生シンポジウム回全国エコツーリズム学生シンポジウム回全国エコツーリズム学生シンポジウム』』』』開催開催開催開催

基調講演テーマ基調講演テーマ基調講演テーマ基調講演テーマ 『『『『日本の未来につなげるエコツーリズム日本の未来につなげるエコツーリズム日本の未来につなげるエコツーリズム日本の未来につなげるエコツーリズム』』』』

2012年年年年11月に、第月に、第月に、第月に、第4回開催予定！回開催予定！回開催予定！回開催予定！

１交流の場の拡大１交流の場の拡大１交流の場の拡大１交流の場の拡大 ⑥⑥⑥⑥

人材養成講習会人材養成講習会人材養成講習会人材養成講習会 ～エコツーリズムの担い手を全国に～～エコツーリズムの担い手を全国に～～エコツーリズムの担い手を全国に～～エコツーリズムの担い手を全国に～

エコツアーガイド養成講習会エコツアーガイド養成講習会エコツアーガイド養成講習会エコツアーガイド養成講習会

エコツアーガイドとして必要とされる事業運営や環境保全の基本知識エコツアーガイドとして必要とされる事業運営や環境保全の基本知識エコツアーガイドとして必要とされる事業運営や環境保全の基本知識エコツアーガイドとして必要とされる事業運営や環境保全の基本知識

や、ガイド技術の向上はかるためや、ガイド技術の向上はかるためや、ガイド技術の向上はかるためや、ガイド技術の向上はかるため

エコツアープロデューサー養成講習会エコツアープロデューサー養成講習会エコツアープロデューサー養成講習会エコツアープロデューサー養成講習会

現地（着地）のエコツアープログラムを、エコツアー商品として作り上げ、現地（着地）のエコツアープログラムを、エコツアー商品として作り上げ、現地（着地）のエコツアープログラムを、エコツアー商品として作り上げ、現地（着地）のエコツアープログラムを、エコツアー商品として作り上げ、

都市部（発地）に販売していける人材を養成するため都市部（発地）に販売していける人材を養成するため都市部（発地）に販売していける人材を養成するため都市部（発地）に販売していける人材を養成するため

全国各地で、過去全国各地で、過去全国各地で、過去全国各地で、過去29回実施し、約回実施し、約回実施し、約回実施し、約700名に修了証発行名に修了証発行名に修了証発行名に修了証発行

東京、長野、岐阜、鳥取で、過去東京、長野、岐阜、鳥取で、過去東京、長野、岐阜、鳥取で、過去東京、長野、岐阜、鳥取で、過去6回実施し、約回実施し、約回実施し、約回実施し、約150名に修了証発行名に修了証発行名に修了証発行名に修了証発行

（２）行政・民間のエコツーリズム推進サポート（２）行政・民間のエコツーリズム推進サポート（２）行政・民間のエコツーリズム推進サポート（２）行政・民間のエコツーリズム推進サポート ①①①①

各種委託授業各種委託授業各種委託授業各種委託授業

ＪＩＣＡＪＩＣＡＪＩＣＡＪＩＣＡ エコツーリズムエコツーリズムエコツーリズムエコツーリズム トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング コースコースコースコース

『東欧地域エコツーリズムと戦略的地域振興』（2008-2010）
対象地域：対象地域：対象地域：対象地域： セルビア、ボスニアヘルツェゴビナ、セルビア、ボスニアヘルツェゴビナ、セルビア、ボスニアヘルツェゴビナ、セルビア、ボスニアヘルツェゴビナ、

モンテネグロ、マケドニアモンテネグロ、マケドニアモンテネグロ、マケドニアモンテネグロ、マケドニア

『ベトナム国別研修「エコツーリズム」コース』（2011）
対象地域：対象地域：対象地域：対象地域： ベトナムベトナムベトナムベトナム
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（２）行政・民間のエコツーリズム推進サポート（２）行政・民間のエコツーリズム推進サポート（２）行政・民間のエコツーリズム推進サポート（２）行政・民間のエコツーリズム推進サポート ②②②②

各種委託授業各種委託授業各種委託授業各種委託授業

環境省環境省環境省環境省 ５つのエコツーリズム推進方策５つのエコツーリズム推進方策５つのエコツーリズム推進方策５つのエコツーリズム推進方策 （（（（2003年～）年～）年～）年～）

１．エコツーリズム憲章１．エコツーリズム憲章１．エコツーリズム憲章１．エコツーリズム憲章 （理念の普及）

２．２．２．２．エコツアー総覧エコツアー総覧エコツアー総覧エコツアー総覧 （各地のエコツアー情報を掲載）

３．３．３．３．エコツーリズム大賞エコツーリズム大賞エコツーリズム大賞エコツーリズム大賞 （表彰制度）

４．エコツーリズム推進マニュアル４．エコツーリズム推進マニュアル４．エコツーリズム推進マニュアル４．エコツーリズム推進マニュアル（基本的な手法やポイントをまとめたもの）

５．１３のモデル事業５．１３のモデル事業５．１３のモデル事業５．１３のモデル事業（各地の状況に応じた支援を3年間実施）
※詳しくは環境省のサイトへ

http://www.env.go.jp/nature/ecotourism/index.html

★★★★2007年年年年6月月月月 『『『『エコツーリズム推進法エコツーリズム推進法エコツーリズム推進法エコツーリズム推進法』』』』 成立成立成立成立

★★★★2010年年年年11月の事業仕分けで「予算計上見送り」判定月の事業仕分けで「予算計上見送り」判定月の事業仕分けで「予算計上見送り」判定月の事業仕分けで「予算計上見送り」判定

2011年度：年度：年度：年度：

・エコツーリズム推進方策検討会開催・エコツーリズム推進方策検討会開催・エコツーリズム推進方策検討会開催・エコツーリズム推進方策検討会開催 （（（（JESで受託）で受託）で受託）で受託）

⇒⇒⇒⇒2012年度、再予算化へ年度、再予算化へ年度、再予算化へ年度、再予算化へ

・エコツーリズム地域コーディネーター活用事業・エコツーリズム地域コーディネーター活用事業・エコツーリズム地域コーディネーター活用事業・エコツーリズム地域コーディネーター活用事業

※※※※「推進協議会の立ち上げ」や「全体構想作成」をサポート「推進協議会の立ち上げ」や「全体構想作成」をサポート「推進協議会の立ち上げ」や「全体構想作成」をサポート「推進協議会の立ち上げ」や「全体構想作成」をサポート

・エコツーリズム推進アドバイザー派遣事業・エコツーリズム推進アドバイザー派遣事業・エコツーリズム推進アドバイザー派遣事業・エコツーリズム推進アドバイザー派遣事業

※※※※アドバイザーとして参加アドバイザーとして参加アドバイザーとして参加アドバイザーとして参加

（２）行政・民間のエコツーリズム推進サポート（２）行政・民間のエコツーリズム推進サポート（２）行政・民間のエコツーリズム推進サポート（２）行政・民間のエコツーリズム推進サポート ②－２．②－２．②－２．②－２．

エコツアー総覧エコツアー総覧エコツアー総覧エコツアー総覧 http://ecotourism.jp/
エコツアー関連の総合ポータルサイトエコツアー関連の総合ポータルサイトエコツアー関連の総合ポータルサイトエコツアー関連の総合ポータルサイト

エコツアー総覧の特徴エコツアー総覧の特徴エコツアー総覧の特徴エコツアー総覧の特徴

� 月間のアクセス数、１０万件以上月間のアクセス数、１０万件以上月間のアクセス数、１０万件以上月間のアクセス数、１０万件以上

� ツアー登録無料！ツアー登録無料！ツアー登録無料！ツアー登録無料！

� 英語版あり（エコツアーのみ）英語版あり（エコツアーのみ）英語版あり（エコツアーのみ）英語版あり（エコツアーのみ）

※※※※２０１１年度からは、２０１１年度からは、２０１１年度からは、２０１１年度からは、JESで運営・管理！で運営・管理！で運営・管理！で運営・管理！

（（（（GETとの連携との連携との連携との連携 、口コミ機能追加）、口コミ機能追加）、口コミ機能追加）、口コミ機能追加）

（２）行政・民間のエコツーリズム推進サポート（２）行政・民間のエコツーリズム推進サポート（２）行政・民間のエコツーリズム推進サポート（２）行政・民間のエコツーリズム推進サポート ②－３．②－３．②－３．②－３．

エコツーリズム大賞エコツーリズム大賞エコツーリズム大賞エコツーリズム大賞 （環境大臣賞）（環境大臣賞）（環境大臣賞）（環境大臣賞）

� エコツーリズムに取り組む団体やエコツーリズムに取り組む団体やエコツーリズムに取り組む団体やエコツーリズムに取り組む団体や

自治体などを対象に、優れた取組自治体などを対象に、優れた取組自治体などを対象に、優れた取組自治体などを対象に、優れた取組

を表彰し、広く紹介。を表彰し、広く紹介。を表彰し、広く紹介。を表彰し、広く紹介。

� エコツーリズムの取組全体の質エコツーリズムの取組全体の質エコツーリズムの取組全体の質エコツーリズムの取組全体の質

的・量的向上を図る。的・量的向上を図る。的・量的向上を図る。的・量的向上を図る。

� 情報交換等による関係者の連帯情報交換等による関係者の連帯情報交換等による関係者の連帯情報交換等による関係者の連帯

感の醸成を図る。感の醸成を図る。感の醸成を図る。感の醸成を図る。

※※※※第７回は、第７回は、第７回は、第７回は、JESJESJESJESと環境省の共催で実施と環境省の共催で実施と環境省の共催で実施と環境省の共催で実施

エコツアーガイドの推奨制度エコツアーガイドの推奨制度エコツアーガイドの推奨制度エコツアーガイドの推奨制度

・全国各地の魅力的なガイドさんを紹介。・全国各地の魅力的なガイドさんを紹介。・全国各地の魅力的なガイドさんを紹介。・全国各地の魅力的なガイドさんを紹介。

・エコツーリズムの啓発を共に行い、エコツアーの楽しさを・エコツーリズムの啓発を共に行い、エコツアーの楽しさを・エコツーリズムの啓発を共に行い、エコツアーの楽しさを・エコツーリズムの啓発を共に行い、エコツアーの楽しさを

現場から伝える。現場から伝える。現場から伝える。現場から伝える。

（３）実践事業者サポート（３）実践事業者サポート（３）実践事業者サポート（３）実践事業者サポート ①①①①

推奨制度推奨制度推奨制度推奨制度

「このガイドさんに会いたい「このガイドさんに会いたい「このガイドさんに会いたい「このガイドさんに会いたい100人」プロジェクト人」プロジェクト人」プロジェクト人」プロジェクト
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（３）実践事業者サポート（３）実践事業者サポート（３）実践事業者サポート（３）実践事業者サポート ②②②②

グッドエコツアーグッドエコツアーグッドエコツアーグッドエコツアー （（（（GET））））

エコツアーの推奨制度エコツアーの推奨制度エコツアーの推奨制度エコツアーの推奨制度

・旅行者が良質なエコツアーを探すとき・旅行者が良質なエコツアーを探すとき・旅行者が良質なエコツアーを探すとき・旅行者が良質なエコツアーを探すとき

・事業者が他社との差別化を図る上での・事業者が他社との差別化を図る上での・事業者が他社との差別化を図る上での・事業者が他社との差別化を図る上での

マーケティングツールマーケティングツールマーケティングツールマーケティングツール

・・・・約約約約30ツアーの登録ツアーの登録ツアーの登録ツアーの登録 （（（（2012年年年年4月末日現在）月末日現在）月末日現在）月末日現在）

※※※※日経新聞や雑誌でも紹介日経新聞や雑誌でも紹介日経新聞や雑誌でも紹介日経新聞や雑誌でも紹介

※※※※エコツアー総覧とも連携開始エコツアー総覧とも連携開始エコツアー総覧とも連携開始エコツアー総覧とも連携開始

↑良いエコツアーであることが良いエコツアーであることが良いエコツアーであることが良いエコツアーであることが

ひと目でわかるロゴマーク！ひと目でわかるロゴマーク！ひと目でわかるロゴマーク！ひと目でわかるロゴマーク！

３実践事業者サポート③３実践事業者サポート③３実践事業者サポート③３実践事業者サポート③

エコツアー向け保険エコツアー向け保険エコツアー向け保険エコツアー向け保険

エコツアー事業者の方に、安全で安心なツアーを催行していただくためエコツアー事業者の方に、安全で安心なツアーを催行していただくためエコツアー事業者の方に、安全で安心なツアーを催行していただくためエコツアー事業者の方に、安全で安心なツアーを催行していただくため

取扱代理店取扱代理店取扱代理店取扱代理店 日本エコツーリズム協会日本エコツーリズム協会日本エコツーリズム協会日本エコツーリズム協会

（（（（１１１１））））エコツアー参加者向けの補償エコツアー参加者向けの補償エコツアー参加者向けの補償エコツアー参加者向けの補償

（行事参加者の傷害危険担保特約セット普通傷害保険普通傷害保険普通傷害保険普通傷害保険（包括契約））

事故例：事故例：事故例：事故例：

・トレッキングの途中に滑り、ケガをした！・トレッキングの途中に滑り、ケガをした！・トレッキングの途中に滑り、ケガをした！・トレッキングの途中に滑り、ケガをした！

・バーベキューでヤケドした！・バーベキューでヤケドした！・バーベキューでヤケドした！・バーベキューでヤケドした！

・みかん狩りの最中、つまずいて足を骨折した！・みかん狩りの最中、つまずいて足を骨折した！・みかん狩りの最中、つまずいて足を骨折した！・みかん狩りの最中、つまずいて足を骨折した！

・チャーターしたバスが交通事故に巻き込まれてケガをした！・チャーターしたバスが交通事故に巻き込まれてケガをした！・チャーターしたバスが交通事故に巻き込まれてケガをした！・チャーターしたバスが交通事故に巻き込まれてケガをした！

（（（（２２２２））））エコツアー主催者向けの補償エコツアー主催者向けの補償エコツアー主催者向けの補償エコツアー主催者向けの補償

(施設所有(管理)者賠償責任保険賠償責任保険賠償責任保険賠償責任保険：賠償責任保険普通保険約款＋施設所有(管理)者

特別約款＋特定危険のてん補限度額および免責金額に関する特約）

事故例：事故例：事故例：事故例：

・ガイドの誘導ミスによりツアー参加者が将棋倒しになり負傷した！・ガイドの誘導ミスによりツアー参加者が将棋倒しになり負傷した！・ガイドの誘導ミスによりツアー参加者が将棋倒しになり負傷した！・ガイドの誘導ミスによりツアー参加者が将棋倒しになり負傷した！

・ガイドが誤って、ツアー参加者の衣服を汚してしまった！・ガイドが誤って、ツアー参加者の衣服を汚してしまった！・ガイドが誤って、ツアー参加者の衣服を汚してしまった！・ガイドが誤って、ツアー参加者の衣服を汚してしまった！

※上記いずれの場合も、主催者（被保険者）が法律上の賠償責任を負った場合主催者（被保険者）が法律上の賠償責任を負った場合主催者（被保険者）が法律上の賠償責任を負った場合主催者（被保険者）が法律上の賠償責任を負った場合に保

険金のお支払いの対象になります。

（４）国内外組織とのネットワーク構築（４）国内外組織とのネットワーク構築（４）国内外組織とのネットワーク構築（４）国内外組織とのネットワーク構築 ①①①①

国内のエコツーリズム関連組織との連携国内のエコツーリズム関連組織との連携国内のエコツーリズム関連組織との連携国内のエコツーリズム関連組織との連携

国内のエコツーリズム推進団体（抜粋）国内のエコツーリズム推進団体（抜粋）国内のエコツーリズム推進団体（抜粋）国内のエコツーリズム推進団体（抜粋）

○○○○ 北海道北海道北海道北海道 知床エコツーリズム推進協議会知床エコツーリズム推進協議会知床エコツーリズム推進協議会知床エコツーリズム推進協議会

○○○○ 北海道北海道北海道北海道 てしかがえこてしかがえこてしかがえこてしかがえこまち推進協議会まち推進協議会まち推進協議会まち推進協議会

○○○○ 北海道北海道北海道北海道 北海道アウトドア協会北海道アウトドア協会北海道アウトドア協会北海道アウトドア協会

○○○○ 岩手県岩手県岩手県岩手県 二戸市宝を生かした事業実行委員会二戸市宝を生かした事業実行委員会二戸市宝を生かした事業実行委員会二戸市宝を生かした事業実行委員会

○○○○ 宮城県宮城県宮城県宮城県 気仙沼大島エコツーリズム推進協議会気仙沼大島エコツーリズム推進協議会気仙沼大島エコツーリズム推進協議会気仙沼大島エコツーリズム推進協議会

○○○○ 福島県福島県福島県福島県 裏磐梯エコツーリズム協会裏磐梯エコツーリズム協会裏磐梯エコツーリズム協会裏磐梯エコツーリズム協会

○○○○ 群馬県群馬県群馬県群馬県 谷川岳エコツーリズム推進協議会谷川岳エコツーリズム推進協議会谷川岳エコツーリズム推進協議会谷川岳エコツーリズム推進協議会

○○○○ 東京都東京都東京都東京都 小笠原エコツーリズム協議会小笠原エコツーリズム協議会小笠原エコツーリズム協議会小笠原エコツーリズム協議会

○○○○ 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県 飯能市エコツーリズム推進協議会飯能市エコツーリズム推進協議会飯能市エコツーリズム推進協議会飯能市エコツーリズム推進協議会

○○○○

長野県長野県長野県長野県 茅野エコツーリズム協議会茅野エコツーリズム協議会茅野エコツーリズム協議会茅野エコツーリズム協議会

○○○○ 三重県三重県三重県三重県 鳥羽市エコツーリズム推進協議会鳥羽市エコツーリズム推進協議会鳥羽市エコツーリズム推進協議会鳥羽市エコツーリズム推進協議会

○○○○ 滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県 エコツーリズム協会しがエコツーリズム協会しがエコツーリズム協会しがエコツーリズム協会しが

鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県 大山・中海エコツーリズム協議会大山・中海エコツーリズム協議会大山・中海エコツーリズム協議会大山・中海エコツーリズム協議会

○○○○

熊本県熊本県熊本県熊本県 阿蘇地域振興デザインセンター阿蘇地域振興デザインセンター阿蘇地域振興デザインセンター阿蘇地域振興デザインセンター

○○○○

○○○○ 鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県 屋久島地区エコツーリズム推進協議会屋久島地区エコツーリズム推進協議会屋久島地区エコツーリズム推進協議会屋久島地区エコツーリズム推進協議会 ＆屋久島観光協会＆屋久島観光協会＆屋久島観光協会＆屋久島観光協会

○○○○ 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県 沖縄エコツーリズム推進協議会沖縄エコツーリズム推進協議会沖縄エコツーリズム推進協議会沖縄エコツーリズム推進協議会

○○○○ 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県 西表島エコツーリズム協会西表島エコツーリズム協会西表島エコツーリズム協会西表島エコツーリズム協会

○○○○ 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県 渡嘉敷村エコツーリズム推進協議会渡嘉敷村エコツーリズム推進協議会渡嘉敷村エコツーリズム推進協議会渡嘉敷村エコツーリズム推進協議会

○○○○ 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県 座間味村エコツーリズム推進協議会座間味村エコツーリズム推進協議会座間味村エコツーリズム推進協議会座間味村エコツーリズム推進協議会

（４）国内外組織とのネットワーク構築（４）国内外組織とのネットワーク構築（４）国内外組織とのネットワーク構築（４）国内外組織とのネットワーク構築 ②②②②

国内のエコツーリズム関連組織との連携国内のエコツーリズム関連組織との連携国内のエコツーリズム関連組織との連携国内のエコツーリズム関連組織との連携

日本エコウォーク環境貢献推進機構（日本エコウォーク環境貢献推進機構（日本エコウォーク環境貢献推進機構（日本エコウォーク環境貢献推進機構（JECO)
� 日本ウオーキング協会と日本エコツーリズム協日本ウオーキング協会と日本エコツーリズム協日本ウオーキング協会と日本エコツーリズム協日本ウオーキング協会と日本エコツーリズム協

会が合意して設立した任意団体。会が合意して設立した任意団体。会が合意して設立した任意団体。会が合意して設立した任意団体。

� JECOの収入の一部は各地で開催されるエコウの収入の一部は各地で開催されるエコウの収入の一部は各地で開催されるエコウの収入の一部は各地で開催されるエコウ

ォーク主催者が登録する環境保全団体等へォーク主催者が登録する環境保全団体等へォーク主催者が登録する環境保全団体等へォーク主催者が登録する環境保全団体等へ寄寄寄寄

付される。付される。付される。付される。

� エコウォークでは、エコウォークでは、エコウォークでは、エコウォークでは、JECOが認定したが認定したが認定したが認定した「エコウォ「エコウォ「エコウォ「エコウォ

ーク認定コース百選」ーク認定コース百選」ーク認定コース百選」ーク認定コース百選」のコースを歩く。のコースを歩く。のコースを歩く。のコースを歩く。

http://ecowalk.jp
Eco とととと Health は相性が良いは相性が良いは相性が良いは相性が良い
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（５）情報提供（５）情報提供（５）情報提供（５）情報提供 ①－１①－１①－１①－１

エコツーリズムに関する消費者ニーズ調査エコツーリズムに関する消費者ニーズ調査エコツーリズムに関する消費者ニーズ調査エコツーリズムに関する消費者ニーズ調査

2005年年年年から毎年実施から毎年実施から毎年実施から毎年実施

3.2

4.4

4.0

3.4

2.2

3.4

2.0

8.4

11.4

9.2

15.2

12.8

12.4

9.2

26.2

27.6

24.8

30.2

26.0

32.2

24.6

26.4

25.0

29.6

24.0

29.4

27.6

27.2

35.8

31.6

32.4

27.2

29.6

24.4

37.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2011年度2011年度2011年度2011年度

2010年度2010年度2010年度2010年度

2009年度2009年度2009年度2009年度

2008年度2008年度2008年度2008年度

2007年度2007年度2007年度2007年度

2006年度2006年度2006年度2006年度

2005年度2005年度2005年度2005年度

経験したことがある 経験は無いが、内容はよく知っている

なんとなく内容を知っている 内容は知らないが、名前だけは聞いたことがある

まったく知らない

■■■■「エコツアー」の認知率「エコツアー」の認知率「エコツアー」の認知率「エコツアー」の認知率 推移推移推移推移

（５）情報提供（５）情報提供（５）情報提供（５）情報提供 ①－２①－２①－２①－２

エコツーリズムに関する消費者ニーズ調査エコツーリズムに関する消費者ニーズ調査エコツーリズムに関する消費者ニーズ調査エコツーリズムに関する消費者ニーズ調査

2005年年年年から毎年実施から毎年実施から毎年実施から毎年実施

■■■■「エコツアー」で想起できる場所、地域、観光地「エコツアー」で想起できる場所、地域、観光地「エコツアー」で想起できる場所、地域、観光地「エコツアー」で想起できる場所、地域、観光地 （各上位（各上位（各上位（各上位15）））） ＜＜＜＜自由回答自由回答自由回答自由回答＞＞＞＞

順位 地域・観光地 回答率① 回答率② 順位 地域･観光地 回答率① 回答率② (%)

1 屋久島 26.4 41.1 1 ガラパゴス諸島 2.0 3.1

2 北海道 13.0 20.2 アフリカ 1.8 2.8

3 富士山 11.2 17.4 オーストラリア 1.8 2.8

4 小笠原/小笠原諸島 10.0 15.6 4 アマゾン 1.6 2.5

5 沖縄 6.6 10.3 5 ニュージーランド 1.4 2.2

6 知床/知床半島 5.6 8.7 ドイツ 1.2 1.9

7 尾瀬 5.2 8.1 ハワイ 1.2 1.9

8 白神山地 4.0 6.2 アメリカ 1.0 1.6

長野 2.8 4.4 インド 1.0 1.6

東北 2.8 4.4 10 オランダ 0.8 1.2

京都 2.0 3.1 エベレスト 0.6 0.9

東京 2.0 3.1 スイス 0.6 0.9

13 釧路/釧路湿原 1.8 2.8 ブラジル 0.6 0.9

14 西表島 1.6 2.5 韓国 0.6 0.9

熊野古道 1.0 1.6 中国 0.6 0.9

奈良 1.0 1.6 東南アジア 0.6 0.9

奄美大島 1.0 1.6 南極 0.6 0.9

南米 0.6 0.9

国内国内国内国内 海外海外海外海外

15

9

11

2

6

8

11

（５）情報提供（５）情報提供（５）情報提供（５）情報提供 ②②②②

会報誌「季刊ＥＣＯツーリズム」会報誌「季刊ＥＣＯツーリズム」会報誌「季刊ＥＣＯツーリズム」会報誌「季刊ＥＣＯツーリズム」 （年（年（年（年4回発行）回発行）回発行）回発行）

国内外のエコツーリズムの取り組みを紹介国内外のエコツーリズムの取り組みを紹介国内外のエコツーリズムの取り組みを紹介国内外のエコツーリズムの取り組みを紹介

（５）情報提供（５）情報提供（５）情報提供（５）情報提供 ③③③③

ＷＥＢ、Ｂｌｏｇ、メルマガ、ＷＥＢ、Ｂｌｏｇ、メルマガ、ＷＥＢ、Ｂｌｏｇ、メルマガ、ＷＥＢ、Ｂｌｏｇ、メルマガ、facebook、、、、tｗｉｔｔｅｒｗｉｔｔｅｒｗｉｔｔｅｒｗｉｔｔｅｒ

エコツーリズム関連情報の発信エコツーリズム関連情報の発信エコツーリズム関連情報の発信エコツーリズム関連情報の発信

ＳＲＩ ＬＡＮＫＡ

PALAU

（６）東日本大震災復興支援（６）東日本大震災復興支援（６）東日本大震災復興支援（６）東日本大震災復興支援

東日本大震災復興支援対策室

2011年年年年3月月月月14日設置日設置日設置日設置

� ボランティアの派遣ボランティアの派遣ボランティアの派遣ボランティアの派遣

� 支援金や支援物質の寄付支援金や支援物質の寄付支援金や支援物質の寄付支援金や支援物質の寄付

� 応援ツアーの実施応援ツアーの実施応援ツアーの実施応援ツアーの実施

� 国への提言書提出国への提言書提出国への提言書提出国への提言書提出

� シンポジウムの開催シンポジウムの開催シンポジウムの開催シンポジウムの開催

� Facebookによる関連情報の発信による関連情報の発信による関連情報の発信による関連情報の発信
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ご清聴ありがとうございました。


