
平成２２年度 都道府県等観光主管課長会議 説明要点

（観光地域振興課）

１．観光圏整備事業及び観光地域づくりプラットフォーム支援事業について…P.1～5

１）観光圏整備事業

・これまでに累計で４５地域の観光圏整備実施計画を認定。平成２２年度は、このうち４１地域
に観光圏整備事業費補助金を交付。

・観光圏整備事業費補助金は、平成２２年度で終了。（４１地域については、本年度中の補助事
業の追加を受付中）

・観光圏整備法に基づく観光圏整備実施計画の認定については、平成２３年度以降も継続予定。

２）観光地域づくりプラットフォーム支援事業（２３年度予算額：２．７１億円）

地域の様々な関係者の参加による観光振興の取り組みの素地ができつつある、既存の認定観光
圏４５地域を対象に、市場とのワンストップ窓口としての機能を担う「観光地域づくりプラット
フォーム」の形成を支援。
(参考)公募：1/24～2/18 第三者委員会での審議：3月 交付決定：4月(23年度予算成立後)

・設立準備段階（１か年）
「観光地域づくりプラットフォーム」が着地型旅行商品の販売等のワンストップ窓口組織と

して持続的に機能していくための事業計画の策定に対する補助（上限５００万円）。

・運営初期段階（原則２か年）
「観光地域づくりプラットフォーム」が実施する着地型旅行商品の企画・販売、人材育成等

に対する補助（事業費の４割）。

〔観光地域づくりプラットフォーム〕http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kankochi/platform.html
〔観光圏整備事業〕http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kankochi/seibi.html

２．観光地域づくり人材の育成について…P.6～8

１）観光立国推進人材育成事業

プラットフォームの形成等により観光地域づくりを担う人材を育成するため、観光に関する専
門家の招請による研修や、先進的な取組を行っている観光地への研修生としての派遣による実地
研修等を実施予定。

２）観光地域づくり人材育成ガイドライン事業

・観光地域づくりにおいて必要とされる人材が習得すべき知識を整理した観光地域づくり人材育成
ガイドライン案（平成２１年度に策定）の検討や、６つのモデル地域におけるワークショップ
や人材育成研修を実施。

・平成２３年度は、本事業を拡充して実施予定。
〔観光地域づくりプラットフォーム・人材育成検討会〕http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/jinzai/ikusei.html

３）日本観光協会による「地域密着型観光人材養成研修」

・平成２２年度は、全国３８ヵ所において「地域密着型観光人材養成研修」を開催し、観光地域
づくりプラットフォームの概念や必要性についての普及・啓発を実施。

〔日本観光協会ＨＰ〕http://www.nihon-kankou.or.jp/home/

３．「観光プロモーションin羽田空港」について…P.9

羽田空港国内線旅客ターミナルスペースを活用した国内観光振興プロモーション（平成２０年

度から実験として実施）については、平成２３年度も自治体等を対象とした公募により実施予定。

４．観光地域づくり相談窓口について…P.10～11

観光地域づくりに取り組む関係者に対して、事例集によるアドバイスや、国土交通省に留まら
ず他省庁が実施している支援メニューの紹介を行い、関係部署への橋渡しを実施。
〔観光地域づくり相談窓口〕 http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kankochi/madoguchi.html
〔事例集・地域いきいき観光まちづくり〕 http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kankochi/ikiiki.html
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観光圏整備実施計画認定地域（４５地域） 
知床観光圏 
（北海道：斜里町、清里町、標津町、羅臼町） 

（平成22年7月27日現在） 

富良野 美瑛広域観光圏

22年度認定圏域名（15地域） 
（対象市町村名） 

さっぽろ広域観光圏 
（北海道：札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、
石狩市、当別町、新篠津村） 

日本海きらきら羽越観光圏

20年度認定圏域名（16地域） 
（対象市町村名） 

21年度認定圏域名（14地域） 
（対象市町村名） 

富良野・美瑛広域観光圏
（北海道：富良野市、美瑛町、上富良野町、中富良野町、
南富良野町、占冠村） 

雪国観光圏 

釧路湿原・阿寒・摩周観光圏  （北海道：釧路市、弟子屈町）  

はこだて観光圏

めでためでた♪花のやまがた観光圏 
（山形県：山形市、寒河江市、上山市、村山市、天童市、東根市、尾花沢市、
山辺町、中山町、河北町、西川町、朝日町、大江町、大石田町） 

日本海きらきら羽越観光圏
（秋田県：にかほ市、山形県：鶴岡市、酒田市、戸沢村、三川町、庄
内町、遊佐町、新潟県：村上市、関川村、粟島浦村） 

伊達な広域観光圏 
（岩手県 関市 奥州市 平泉町 宮城県 仙台市 気仙沼市 登米市

雪国観光圏
（群馬県：みなかみ町、新潟県：十日町市、魚沼市、南魚
沼市、湯沢町、津南町、長野県：栄村） 

観光圏
（北海道：函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯
町、鹿部町、森町、八雲町、長万部町、江差町、上ノ国町、厚沢部町、
乙部町、奥尻町、今金町、せたな町） 

トキめき佐渡・にいがた観光圏 
（新潟県：新潟市 佐渡市）

能登半島観光圏 
（石川県：七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋市、志賀町、 
宝達志水町、中能登町、穴水町、能登町）   

越中・飛騨観光圏 
（富山県：高岡市、氷見市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、

新たな青森の旅・十和田湖広域観光圏 
（青森県：青森市、八戸市、十和田市、三沢市、七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町） 

会津・米沢地域観光圏 
（山形県：米沢市、福島県：会津若松市、喜多方市、下郷町、南
会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、 猪苗代町） 

日光観光圏  （栃木県：日光市） 

（岩手県：一関市、奥州市、平泉町、宮城県：仙台市、気仙沼市、登米市、
大崎市、松島町、利府町、南三陸町、山形県：最上町） 

やさしさと自然の温もり ふくしま観光圏 
（福島県：福島市、相馬市、二本松市、伊達市） 

京都府丹後観光圏  （京都府：舞鶴市、宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町） 

びわ湖・近江路観光圏 
（滋賀県：彦根市、長浜市、近江八幡市（旧安土町）、東近江市、

（新潟県：新潟市、佐渡市）（富山県：高岡市、氷見市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、
岐阜県：高山市、飛騨市、白川村） 

富山湾・黒部峡谷・越中にいかわ観光圏 
（富山県：魚津市、滑川市、黒部市、入善町、朝日町） 

立山黒部アルペンルート広域観光圏 
（富山県：立山町、長野県：大町市） 福井坂井奥越広域観光圏   

（福井県：福井市、あわら市、坂井市、永平寺町、大野市、勝山市） 

あなたの空と大地 水戸ひたち観光圏 
（茨城県：水戸市、日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、ひた
ちなか市、常陸大宮市、那珂市、大洗町、城里町、東海村、大子町） 

富士山・富士五湖観光圏 
（山梨県：富士吉田市、西桂町、忍野村、山中湖村、 鳴沢村、富士河口湖町） 

淡路島観光圏 （兵庫県：洲本市 南あわじ市 淡路市）

山陰文化観光圏 
（鳥取県：米子市、倉吉市、境港市、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北
栄町、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町、日南町、日野町、江府町、
島根県：松江市、出雲市、大田市、安来市、雲南市、東出雲町、奥出
雲町、飯南町、斐川町、海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町） 

米原市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町） 

八ヶ岳観光圏  （山梨県：北杜市、長野県：富士見町、原村）  

浜名湖観光圏 （静岡県：浜松市、湖西市）

南房総地域観光圏  （千葉県：館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町） 
淡路島観光圏   （兵庫県：洲本市、南あわじ市、淡路市） 

広島・宮島・岩国地域観光圏 
（広島県：広島市、呉市、大竹市、廿日市市、江田島市、海田町、
熊野町、坂町、山口県：岩国市、柳井市、周防大島町、和木町） 

箱根・湯河原・熱海・あしがら観光圏 
（神奈川県：小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、
開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、静岡県：熱海市） 

伊豆観光圏   （静岡県：伊東市、下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町） 
豊の国千年ロマン観光圏 
（大分県：別府市、中津市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、
国東市、姫島村、日出町） 

平戸・佐世保・西海ロングステイ観光圏 
（長崎県：佐世保市、平戸市、西海市） 

浜名湖観光圏    （静岡県：浜松市、湖西市） 

雲仙天草観光圏
聖地熊野を核とした癒しと蘇りの観光圏 （奈良県：十津川村、和歌山県：田辺市）

伊勢志摩地域観光圏 （三重県：伊勢市、鳥羽市、志摩市、南伊勢町） 

知多半島観光圏 
（愛知県：半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、
東浦町、南知多町、美浜町、武豊町） 

東紀州地域観光圏  （三重県：尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町、紀宝町） 
瀬戸内しまなみ海道地域観光圏 

玄界灘観光圏 
（福岡県：福岡市、糸島市、佐賀県：唐津市、玄海町、
長崎県：壱岐市） 

にし阿波観光圏 
（徳島県：美馬市、三好市、つるぎ町、東みよし町） 

雲仙天草観光圏 
（長崎県：島原市、雲仙市、南島原市、熊本県：上天
草市、 、宇城市（旧三角町）、天草市、苓北町） 

聖地熊野を核とした癒しと蘇りの観光圏   （奈良県：十津川村、和歌山県：田辺市） 

新東九州観光圏 （大分県：大分市、別府市、佐伯市、臼杵市、津久見市、由布市、宮崎県：延岡市） 

阿蘇くじゅう観光圏  （熊本県：阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、西原村、南阿蘇村、山都町、大分県：竹田市） 

香川せとうちアート観光圏 
（香川県：高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、東か
がわ市、三豊市、土庄町、小豆島町、三木町、直島町、宇多津町、綾川町、
琴平町、多度津町、まんのう町） 

（広島県：尾道市、愛媛県：今治市、上島町） 

四万十・足摺エリア（幡多地域）観光圏 
（高知県：宿毛市、土佐清水市、四万十市、大月町、三原村、黒潮町） 
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観光地域づくりプラットフォームの必要性 

地域資源を活用した着地型旅行商品の販売を推進するためには ワンストップ窓口となる

（従前） （観光地域づくりプラットフォーム） 

 地域資源を活用した着地型旅行商品の販売を推進するためには、ワンストップ窓口となる
「観光地域づくりプラットフォーム」が必要となる。 
 
 

旅行会社・観光客 等 旅行会社・観光客 等 旅行会社・観光客 等 旅行会社・観光客 等 

観光地域づくりプラットフォーム

市場まで情報・商品が届きにくい。 情報発信・商品販売 

観光地域づくりプラットフォ ム 

体験漁業

宿泊サービス 

飲食サービス

酒蔵めぐり 

体験農業 宿泊サービス 酒蔵めぐり 
体験農業 

商 業者農業関係者
宿泊施設 

体験漁業 飲食サ ビス

宿泊施設

体験農業

体験漁業 

宿泊サ

飲食サービス 

漁業関係者 

商工業者

飲食店 

農業関係者

漁業関係者

商工業者 

飲食店

農業関係者 
法定協議会 法定協議会 

個々の関係者が個別に情報発信・商品販売を行う。 
「観光地域づくりプラットフォーム」がワンストップ窓口となって、 

情報発信・商品販売を行う。 

漁業関係者 飲食店
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観光地域づくりプラットフォーム支援事業 

 
 
 
 

観光圏において、様々な滞在型観光の取組みを推進し、市場との窓口機能等を担う「観光地域づくりプラットフォー
ム」の形成を促進しつつ、着地型旅行商品の企画・販売、人材育成等を行う取組を支援していく。 

・地域資源を活用した着地型旅行商品を地域の外に向かっ

（１）設立準備段階（１か年） 
観光圏において 「観光地域づくりプラットフォーム」が着地型旅行

支援制度の概要 観光地域づくりプラットフォームのイメージ 

観光地域づくりプラットフォーム 

地域資源を活用した着地型旅行商品を地域の外に向かっ
て販売するため、市場と地域をつなぐ窓口組織。 
  
・観光産業だけにととまらず、地域の幅広い関係者（農林水
産業、商工業、行政、ＮＰＯなど）が参加。 

 観光圏において、「観光地域づくりプラットフォ ム」が着地型旅行
商品の販売等をワンストップ窓口として持続的に機能していくための
事業計画の策定に対する補助 
・補助対象事業：計画策定（ワークショップ開催等） 

市場（含 旅行代理店 旅行者 消費者 等）・補助対象者  ：観光圏整備法に基づく協議会 
・補助額     ：上限５００万円 
 
（２）運営初期段階（原則２か年） 観光地域づくりプラットフォ ム

市場（含 旅行代理店、旅行者、消費者 等） 

（２）運営初期段階（原則２か年）
 認定を受けた観光圏整備実施計画に基づき「観光地域づくりプラッ
トフォーム」が実施する事業に対する補助 
・補助対象事業：商品企画開発・販売促進、体験・ 

観光地域づくりプラットフォーム 
（法人格を有する事業体） 

                            交流・学習促進、人材育成、情報
                            提供、宿泊魅力向上、イベント開 
                            発、交通整備、モニタリング調査 
・補助対象者：法人格を有する「観光地域づくり

地域資源 
（体験施設）

地域資源 
（農業） （宿泊施設） 

地域資源 
（宿泊施設） 地域資源 

（お土産）

大学 

補助対象者：法人格を有する「観光地域づくり
                    プラットフォーム」 
・補助額        ：事業費の４割 

 （体験施設）  （お土産）

観光協会 自治体 
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観光地域づくりプラットフォームの例 

（株）とみうら（南房総市） 
一括受発注システム 枇杷倶楽部 

＜道の駅 とみうら＞ ○平成５年４月「道の駅とみうら・枇杷倶楽部」の運営母体として、 
 旧富浦町（現南房総市）の100％出資により発足 
○資本金 万円
 

 
○資本金：７５００万円
○売上高：６億７４５２万円（平成１９年１０月～平成２０年９月） 
○売上内訳：商品売上：８１％ 観光売上：１８．１％ 業務委託収入：０．９％ 
○「道の駅とみうら・枇杷倶楽部」の飲食・物販事業の実施 
○小規模農園や食事会場等を束ねて着地型旅行商品化して販売

観光施設 レストラン 体験 果物狩り 

○平成 年 月 飯田市を中心とした 市町村と 企業 団体の出資

（株）南信州観光公社（飯田市） 
体験観光の一元的窓口 

南信州観光公社 

 

 

○平成１３年１月、飯田市を中心とした５市町村と１０企業・団体の出資
 により設立（資本金：２９６５万円、株主：１４市町村と２１企業） 
○売上額：約２億円 
○売上内訳：教育旅行：８０％、視察・研修：２０％ 
○１４市町村の修学旅行を中心とした体験観光の受け入れについて、

料理体験 陶芸体験 いちご狩り体験 トレッキング体験 

  一元的な窓口業務を実施。 

NPO法人 ハットウ・オンパク（別府市） 
体験プログラムを集中的に実施

○平成１６年９月オンパクの運営を目的に設立
○売上額：７０００万円（平成２０年度） 
○売上内訳：地域づくり（オンパク）事業：７０％ 旅行事業：１５％  
         ：出版事業１５％ （平成２０年度）   
○毎年５月、温泉を活用した体験型プログラムを集中的に提供する

 

 

体験プ グラムを集中的に実施

フラダンス体験 
エステ体験 田植え体験 着物講座 

ハットウ・オンパク 

○毎年 月、温泉を活用した体験型プ グラ を集中的に提供する
 「別府八湯温泉泊覧会（オンパク）」を開催。 
 他地域へのノウハウ提供ビジネスが収益源。（現在１０地域に展開） 
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観光立国推進人材育成事業  

観光立国の推進に必要となる人材を育成するため 国内外からの観光に関する専門家
 
 
 
 

観光立国の推進に必要となる人材を育成するため、国内外からの観光に関する専門家
の招請による研修の実施や、国内外の先進的な観光地等への派遣による実地研修等を
行う。 
 

○国内外の専門家の招請による研修  
  

 国内外から観光に関する専門家を指導者として招請し、観光産業従事者、 
観光地づくり関係者等に対して研修を実施し 必要なノウハウの普及を図る。  観光地づくり関係者等に対して研修を実施し、必要なノウハウの普及を図る。

  

  例）観光地域づくりプラットフォームの普及のための研修 
   着地型旅行商品の企画・造成の指導 
   外国人の受入環境整備の指導受 環 備 導

専門家の招請による研修 

○国内外の先進地等への派遣研修  
  

観光産業従事者 観光地づくり関係者等を国内外の先進的な観光地等に 観光産業従事者、観光地づくり関係者等を国内外の先進的な観光地等に
  派遣して実地研修を実施し、先進的なノウハウの普及を図る。 
 

 例）先進的な観光関係団体への派遣 
（事業体運営 着地型旅行商品の企画・造成のノウハウ等）   （事業体運営、着地型旅行商品の企画 造成のノウハウ等） 

   国際水準の観光地への派遣（コンシェルジュサービスのノウハウ等） 
  
 

実地研修 

○観光人材育成に関する情報提供等○観光人材育成に関する情報提供等
 

  観光関係の人材育成に関する情報提供やシンポジウムの開催等を行う。 
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観光地域づくり人材育成ガイドライン事業 

観光地域づくりにおいて必要とされる人材が習得すべき知識を整理した観光地域づくり人材育成ガイドライン案（平成２１年度

観光地域づくりプラットフォーム・人材育成検討会議 

 観光地域づくりにおいて必要とされる人材が習得すべき知識を整理した観光地域づくり人材育成ガイドライン案（平成２１年度
に策定）の検討、６つのモデル地域におけるワークショップや人材育成研修を実施。 

 

 ・平成２１年度に策定した「観光地域づくり人材育成ガイドライン案」についての検討 
 ・６つのモデル地域におけるワークショップや、人材育成研修等の実施方策についての検討 
 
 ○第１回検討会議 ○第２回検討会議 ○第３回検討会議 ○第４回検討会議 ○第５回検討会議
 
 

○第１回検討会議 ○第２回検討会議  ○第３回検討会議 ○第４回検討会議         ○第５回検討会議
  平成22年11月5日  平成22年11月17日  平成23年1月20日  平成23年2月21日（予定）  平成23年3月18日（予定）  

ワークショップの開催（６つのモデル地域） 観光地域づくりプラットフォーム人材育成研修の開催ワ クショップの開催（６つのモデル地域）
  
 地域の目指すべきゴールや観光地域づくりプラットフォーム
の必要性について共通認識を図るとともに、地域における観
光地域づくりプラットフォームの構想等を具体的に検討するた

観光地域づくりプラットフォ ム人材育成研修の開催 
  
 ６つのモデル地域及び全国の観光地域づくりプラットフォーム
の形成に取り組む地域において、中核となる人材を育成するた
めの研修を実施。  光地域 くりプラットフォ ムの構想等を具体的に検討するた

めのワークショップを開催。 
 平成２２年度は、以下の６つのモデル地域で実施中。 
 
・北海道弟子屈エリア

研修を実施。
 平成２２年度は、富士河口湖町にて開催。 
 
・開催日：平成２３年２月２～４日  
・受講者：３８名海道弟 屈 リ

・岩手県遠野エリア 
・福島県福島エリア  
・千葉県南房総エリア  
・徳島県にし阿波エリア 

受講者 名
・主な研修内容：  
 富士河口湖町に、観光地域づくり 
プラットフォームを立ち上げることを 
想定し、受講者を５名程度のグルー

・熊本県阿蘇エリア   
 

定 、受講者 程度
プに分け、議論を行い、観光地域づ 
くりプラットフォーム事業計画を策定 
する。 
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地域密着型観光人材養成研修 （主催：社団法人日本観光協会） 
○概 要 

  
観光地域づくりプラットフォームの概念や必要性についての 
普及・啓発を図るとともに、事業経営の基礎となるマネジメン 
ト マ ケティング 商品づくりなどを学ぶ研修

○平成２２年度開催実績 

ト、マーケティング、商品づくりなどを学ぶ研修。
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空港を活用した国内観光振興プロモーション 

国内航空需要の拡大と国内宿泊旅行の拡大を目的として、「空港を活用した国内観光振興プロモーション実行委員会」では羽田空港国内線旅客国内航空需要の拡大と国内宿泊旅行の拡大を目的として、 空港を活用した国内観光振興プロモ ション実行委員会」では羽田空港国内線旅客
ターミナル内のスペースを活用した国内観光振興プロモーションを平成２１年度に引き続き、平成２２年度も実験的に実施。 

空港を活用した国内観光振興プロモーション実行委員会 
構成員 (社) 本観光協会 航空会社（㈱ 本航空 タ 全 本空輸㈱） 本空港ビ デ グ㈱ 土交通省（航空局（航空事

プロモーションの模様 
（平成２２年５月 にし阿波観光圏協議会） 

成 度プ 施 体

構成員：(社)日本観光協会、航空会社（㈱日本航空インターナショナル、全日本空輸㈱）、日本空港ビルデング㈱、国土交通省（航空局（航空事
業課、首都圏空港課、東京空港事務所）、観光庁（観光地域振興部観光地域振興課）） 

事務局：観光庁観光地域振興部観光地域振興課 

平成２２年度プロモーション実施団体

島原半島ジオパーク推進連絡協議会 にし阿波観光圏協議会  5月 

第２旅客ターミナル 第１旅客ターミナル 実施年月 

山形県鶴岡市 瀬戸内四都市広域観光推進協議会8月

山梨県 岡山県  7月 

北海道中標津町 京都府（京都府丹後観光圏）  6月 

（平成２２年６月 京都府（京都府丹後観光圏）） 

東京スカイツリー・下町文化創成協議会 11月 

観光かごしま大キャンペーン推進協議会 
青森県 
（新たな青森の旅・十和田湖広域観光圏） 

 9月 

（日本海きらきら羽越観光圏） 
瀬戸内四都市広域観光推進協議会 8月

H22 

富士山・富士五湖観光圏整備推進協議会  2月 

愛知県東三河広域観光協議会  1月 
 
H23 

日光観光圏協議会 12月 

※共同主催者等については、一部省略した。 

一般社団法人 富山湾・黒部峡谷・越
中にいかわ観光圏協議会 

 3月 
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「観光地域づくり相談窓口」は、観光まちづくりをサポートしています！ 
観光まちづくりによる地域活性化に

※「観光地域づくり相談窓口」は 地方運輸局企画観光部等と観光庁観光地域

お気軽に「相談窓口」へご相談ください！ 
観光まちづくりによる地域活性化に
取組む自治体、事業者の皆様・・・ 

国の機関による

どこに相談したら 
良いんだろう？

※「観光地域づくり相談窓口」は、地方運輸局企画観光部等と観光庁観光地域
振興部に設置しています。 

相談内容に応じて、 
先進事例に

こ
ん

国の機関による
サポートはないか？ 

良 んだろう

他の地域ではどんな      
ことをしているのか？ 

・先進事例によるアドバイス 
・他府省庁が実施しているものも含めた観光関連支援メニューの紹介 
 （国土交通省・観光庁ほか、農林水産省農村振興局、中小企業庁経営支援部など） 
・関係府省庁や部局への橋渡し 
が受けられる か 相談後も 状況に応じ 適切な を行 ます

ん
な
と
き
は
・・・が受けられるほか、相談後も、状況に応じて適切なフォローを行います。

詳しくは観光庁ホームページへ 
http://www mlit go jp/kankocho/shisaku/kankochi/madoguchi html

・ 

http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kankochi/madoguchi.html 
（観光庁トップ→施策→観光地づくり→観光地域づくり相談窓口） 

○相談員の対応 相談実例①

○相談内容 
舟運・河川を活用し、観光と防災の面から地域振興を図りたい。 
何かアドバイスや支援制度はないか？ 

相談員 対応
①先進事例からアドバイザーとして、ノウハウのあるNPO法人を見つけ、担当者を紹介。 
②支援制度として内閣府で実施している「地方の元気再生事業」を紹介。 
→相談者は協議会を立ち上げ、同事業に応募。選定され、取組スタート。 

相談実例②相談実例②

○相談内容 
地下鉄開業にあわせて、地域振興のために「お祭り会館（仮称）」 
を建設したい。何か支援制度はないか？ 

○相談員の対応 
支援制度として、整備局で実施している「まちづくり交付金」等を紹介。相談員が整備局へ 
取次を行い、担当者も紹介。 
→相談者は後日、整備局から同交付金の説明を受け、具体的検討スタート。 
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「観光地域づくり相談窓口」の連絡先 

北海道ブ ク

北海道運輸局企画観光部 
観光地域振興課 
011-290-2722 

北海道ブロック

沖縄総合事務局運輸部企画室

沖縄ブロック 

東北運輸局企画観光部

東北ブロック 
北陸信越ブロック 

沖縄総合事務局運輸部企画室 
098-866-1812 

東北運輸局企画観光部 
観光地域振興課 
022-380-1001 

北陸信越運輸局企画観光部 
観光地域振興課 
025-244-6118 

関東ブロック

関東運輸局企画観光部 
観光地域振興課 
045-211-7265 

関東ブロック

中国運輸局企画振興部 
観光地域振興課 

中国ブロック 

九州ブロック

中部運輸局企画観光部 
地域振興推進室 

中部ブロック 
082-228-8701

九州運輸局企画観光部 
観光地域振興課 
092-472-2920 

九州ブ ック

052-952-8009

全国 
四国ブロック

近畿ブロック 

観光庁観光地域振興部 
03-5253-8111（代表） 四国運輸局企画観光部 

観光地域振興課 
087-835-6357 

四国ブロック

近畿運輸局企画観光部 
観光地域振興課 
06-6949-6411 
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