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2012
2012 年度 事業計画
（201
2012 年 4 月 1 日～201
日～2013
2013 年 3 月 31 日）
はじめに
昨年 3 月 11 日に発生した東日本大震災を受け、日本エコツーリズム協会では長期的な支援を行うべく
「東日本大震災復興支援対策室」を立ち上げました。一度は開催が危ぶまれた「全国エコツーリズム大会
in 岩手にのへ」も、皆様からの多大なるご協力をいただき開催が出来ました。岩手県の方々をはじめ、各
地でエコツーリズムに取り組んでいる方々や、これから取り組んでいきたいと考えている方々の参加をい
ただき、「エコツーリズム」を軸にして地域や人々の繋がりを持つ、意義のある大会となりました。また本年
は、北海道弟子屈町にて全国大会の開催を予定しております。
今年は国連の「国際エコツーリズム年」から 10 年、そしてリオ・デ・ジャネイロでの「地球サミット」から 20
年目にあたります。そして来年には「国際エコツーリズム大会」の開催が鳥取県にて予定されています。
エコツーリズムに関わる人々の交流の場や支援の場となるとともに、国内外に向けエコツーリズムが持つ
様々な可能性を広く周知していく場となると期待されます。
日本エコツーリズム協会は、エコツーリズムの分野での確固たる立場を保ち、国内外の関連団体と連携
していくことを含め、組織と財務体質の一層の強化を進めてまいります。

Ⅰ．事業活動
A． 普及啓発事業
１ Web 等によるエコツアーの普及
（１）

エコツアー総覧の運営（旧・環境省エコツーリズム推進方策）

（２）

第 2 回エコツアー写真コンテスト

２ イベントの実施
（３）

JES フォーラムの開催

（４）

エコツーカフェの開催（東京、京都、鳥羽、北海道開催予定）

３ 推奨制度
（５）

第 8 回エコツーリズム大賞の実施

（６）

グッドエコツアーの審査（年 3 回）

（７）

このガイドさんに会いたい 100 人プロジェクトの実施

４ 他団体との連携、協力による普及啓発活動
（８）

WTTC グローバルサミットにおける“明日のツーリズム賞”（T4T）への協力

（９）

各種イベント出展

（みどりフェスタ、エコライフ・フェア 2012、JATA 旅博、ジャパンバードフェスティバル、旅フェア、エコプロ
ダクツ等）（予定）
（１０） シンポジウム・イベント・講習会等の共催、後援、協力
（１１） 講師派遣等
（１２） 日本エコウォーク環境貢献推進機構（JECO）との連携（エコプロダクツ 2012 共同出展予定）
（１３） JES へのインターン受入
５ 保険
（１４） エコツアー向け保険
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B．情報収集提供事業（エコツーリズムに関する情報の受
情報収集提供事業（エコツーリズムに関する情報の受発信）
（１） ホームページ管理他（HP、ブログ、ツイッター、フェイスブック）
（２） メールニュース配信（JES-NET：毎週金曜日配信、会員および会員外の希望者向け）
（３） JES プラザ管理他（会員限定メーリングリスト）（随時）
（４） エコツーカフェ通信（随時）
（５） 出版物（「季刊 eco ツーリズム」年 4 回発行）
（６） 関連書籍・印刷物の収集、紹介、販売
（７） JES 入会案内発行
（８） メディア等取材受付、対応
（９） 記者クラブ等への定期的なプレスリリース
（10） 学生研究への協力

C．調査・研究事業
調査・研究事業
（１） エコツーリズムに関する消費者ニーズ調査（第 8 回）
（２） エコツーリズムの地域協議会の実態調査

Ｄ．人材養成事業
人材養成事業
自主事業
（１） エコツアーガイド養成講習会
（２） エコツアープロデューサー養成講習会
受託事業
（１） エコツアーガイド養成講習会
（２） エコツアープロデューサー養成講習会
（３） 各自治体、機関への講師派遣

Ｅ．交流促進
交流促進事業
促進事業
（１） 全国エコツーリズム大会 in てしかが（１0 月 15～17 日）
（２） 第 4 回全国エコツーリズム学生シンポジウム（11 月 10～11 日）
（３） エコツーリズム大学サマーキャンプ（にのへ）
（４） 「エコツーリズム国際大会 2013in 鳥取」（仮）開催準備
（５） 国際事業（交流促進、海外のエコツーリズム関連団体との情報交換）
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Ｆ．受託事業
Ｆ．受託事業
（１） 地域コーディネーター活用事業（てしかがえこまち推進協議会）
（２） 地域コーディネーター活用事業（谷川岳エコツーリズム推進協議会）
（３） 小笠原村における観光地マーケティング調査（小笠原村）
（４） 伊勢志摩国立公園鳥羽地域の保全活用推進のための支援業務（中部地方環境事務所）
（５） JICA

Ｇ．他団体との協力事業
Ｇ．他団体との協力事業
（１） 地域振興事業への協力、協働（屋久島）
（２） JTB カタログギフト「えこのこえ」への協力
（３） 講師派遣・紹介等
（４） シンポジウム・イベント・講習会等の共催、後援、協力
（５） 国内外のエコツーリズム推進団体等との連携

Ｈ．地域振興事業・
Ｈ．地域振興事業・災害
地域振興事業・災害復興
災害復興支援
復興支援事業
支援事業
（１） 地域振興・震災復興支援事業
（２） 全国宝探しセミナー（お国自慢大会）

I．会員拡大事業
（１） 会員向けエコツアーの実施（旅行業資格取得）
（２） 賛助会員の拡大
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II．組織構成・組織図・事務局
II．組織構成・組織図・事務局
●組織図
総会
理事会
会長
監事
事務局長
収益事業

総務

国際事業

運営担当
運営担当

人事

広報

企画担当
企画担当

財務

普及啓発

企画運営委員会

ガイド部会

調査

災害支援対策室

研究者部会
学生部会

●企画運営委員会
委員長： 愛知会長
◎ 運営担当（運営委員会）
座長

： 愛知会長

副座長 ： 大西副会長、田川副会長
総務

： 杉山理事・事務局長、高梨理事

人事

： 田川副会長

財務

： 泊理事

調査

： 海津理事、真板理事

◎ 企画担当（企画委員会）
座長

： 田川副会長

副座長 ： 杉山理事・事務局長
収益事業： 泊理事、安田理事
国際事業： 海津理事、楠部理事、小林理事、榊原理事、真板理事
広報

： 海津理事、楠部理事、高梨理事、安田理事

普及啓発： 楠部理事、高峰理事、開理事、松田理事、松本理事、山田理事、吉見理事
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