
 
 

[ご参考]モニターツアー日程予定表１   

※ モ ニ タ ー ツ ア ー の 予 定 は 日 々 更 新 さ れ ま す の で 、 詳 細 な 日 程 の お 問 い 合 わ せ は 、 特 設 サ イ ト 「 タ ビ カ レ 」

（URL:http://tabicollege.jp/）内の各「取組紹介」ページ右下に記載されている問い合わせ先へご連絡ください。 

 

 

 

運輸局 番号 都道府県 提案名 モニターツアー予定日

1 北海道 北海道の広い大地をサイクリング！ 日程：未定

2 北海道 ロリカワツーリズム♥小樽・札幌でロリカワしよう！ 日程：10/18-20

3 北海道 カメラ女子＆親子集合！日本最東端の別世界へ 日程：①8月上旬　②9月中旬　③10月中旬(各2コース)

4 北海道 五感で楽しむプレミアムリゾート・富良野 日程：①8/30～9/1　②9/20～9/22　③10/5～10/7

5 北海道 酪農エリアを歩こう！「北根室ランチウェイ」 日程：①8/7～8/9　②8/26～8/28　③9/12～9/14　④10/1～10/4

6 青森県
和酒女子と行く豊かな水の恵みがもたらす美と癒し
※「和酒」＝「わしゅ」

日程：未定

7 青森県 弘前×企業×学生の知恵の連携を創出するCSV 日程：未定

8 青森県 奥津軽文化～青森ひば材と明治の豪商を探る旅 日程：10月末(回数未定)

9 岩手県 北限の海女が潜るまち「海女的北三陸探訪」 日程：未定

10 岩手県 七時雨トレイルRUN&Own 日程：秋(回数未定)

11 宮城県 東松島　塩害の田畑を再生！Ｔａｔｔｏｎプロジェクト 日程：①8/2～8/3　②9月末～10月頭　③11月末～12月頭

12 宮城県 みやぎ大崎　五感を癒す♨発酵ツーリズム 日程：①11/16～11/17　②11/23～11/24

13 秋田県 ふるさとの温もり・にかほット！島めぐり 日程：10月上旬～中旬

14 山形県 赤湯温泉の若旦那が案内「ワインの似合う大人のまち」 日程：10月中旬

15 山形県 祝長井線100周年　線路は続くよどこまでも♪
日程：日帰りサクランボ狩りツアー　①7/6　②7/7

日帰りツアー　①10月もしくは11月(回数未定)

16 福島県 プロサッカー選手とLet's！飯坂温泉合宿 日程：①8/22　②10月下旬～11月上旬

17 福島県     　って、読めっかよ？漢字のまち喜多方　 日程：①9月　②10月　③10月～11月

18 茨城県 宙の旅“つくばセグウェイスペースツアー” 日程：10月～11月(６～７回実施予定)

19 栃木県 足利道楽・楽ジュアリーツアー 日程：①11/23　②11/24

20 群馬県 八ッ場ふるさとエコツアー 日程：10月下旬(回数未定)

21 群馬県 いつでも「ブラジル」が楽しめる町・大泉 日程：未定

22 埼玉県 人と自然が調和する”オーガニックビレッジ神川” 日程：①11月下旬　②12月中旬

23 埼玉県 小江戸川越“縁結び＆行燈ウォーク” 日程：①8/18　②10/5　③11/2　④11月下旬

24 千葉県 「運気上昇のまち　成田」で叶う夢のおもてなしツアー 日程：①10月1週目　②11月4週目

25 千葉県 波の音と里の風☆外房いすみで旬の味覚と自然を体感 日程：①海ツアー　9月～10月　②山ツアー　11月～12月

26 千葉県 館山わかしおトライアスロンツアー 日程：6/29～6/30

27 東京都 本物を知る！！「お江戸満喫　まち歩き」 日程：9月～10月(5回～6回)

28 東京都 伊豆大島”ジオパーク馬車プロジェクト” 日程：未定

29 神奈川県 小田原城下のなりわいと邸園を訪ねる上質な旅 日程：①9月末　②11月末

30 山梨県 美・癒し・健康　やまなしウェルネスツーリズム 日程：未定

31 山梨県 世界遺産を歩く！　富士山ノルディックウォーキング 日程：9月上旬(回数未定)

32 長野県 信州しなの町癒しの森『美と健康体験』ツアー 日程：10月中下旬(2回～3回)

33 新潟県 食と文化の再発見「佐渡　極上野外レストラン」 日程：①9/14～9/15　②9/15～9/16

34 新潟県 夏に雪!?遊んで食べて雪国体験♪にいがた「夏の雪旅」 日程：①7/21～7/22　②7/27～7/28　③7/28～7/29　④8/10～8/11　⑤⑥8/14～8/15(2回)

35
新潟県
群馬県

いざ雪国へ！自然と人を結ぶスノーカントリートレイル 日程：①8/4　②9月2週目　③④秋以降に2回

36 富山県 星に一番近い駅・もうひとつの立山がそこにある。 日程：①Aコース　9/6～9/7　②Bコース　9/8～9/9

37 石川県 金沢プレミアム　ほんものの工芸にふれる旅 日程：①10月下旬　②11月上旬

38 福井県 龍になろう〜九頭竜川の自然と過ごす発見と感動の旅 日程：8/23～8/25

39 岐阜県 五感に沁みる　飛騨の地酒をまるごと満喫！ 日程：10月(1回～2回)

40 静岡県 心と体を癒す旅〜伊豆・河津”感じる”ヒーリング旅 日程：9月末～10月頭(1回)

41 愛知県 知多半島、歴史と酒に酔いしれる 日程：9月～10月(6回実施予定)

42 三重県 伊賀　リアル忍者育成ツーリズム 日程：①7/20～7/21　②11月

43 三重県 伊勢志摩　五感体験・感幸ツアー 日程：未定
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[ご参考]モニターツアー日程予定表２ 

 
 

運輸局 番号 都道府県 提案名 モニターツアー予定日

44 滋賀県 ビワイチ！　トレイルランニング　プロジェクト　 日程：①8月末の土日　②10月末

45 京都府 唯一無二の京都byGO ON 日程：未定

46 京都府 京都伏見･宇治『悠久の時　酒茶づけの旅』 日程：10月～2月頭(5回実施予定)

47 大阪府 楽食楽まちじないまち　暮らし文化と食のおいしい旅 日程：未定

48 兵庫県 神戸発・日本初　“イルカたちと過ごす感動の二日間”　 日程：6/22～7/31

49 兵庫県 はりま酒文化ツーリズム（播磨は日本酒のふるさと） 日程：未定

50 奈良県 ブランド吉野杉が育まれる木と水の文化産業観光 日程：9月～10月(回数未定)

51 和歌山県 真田幸村が愛した丘状都市・九度山まちなかゆるり旅 日程：未定

52 和歌山県 おいしい！楽しい！おさかなリゾート「紀州加太」 日程：①7/13～7/14　②8月末　③10月～11月

53 和歌山県 「文化の香りの城下町・口熊野田辺を訪ねて」 日程：未定

54 和歌山県 流域連携による「筏流し」の歴史探訪 日程：未定

55
鳥取県
岡山県

大山蒜山・オオサンショウウオの王国を守ろう 日程：①9/3～9/4　②11/5～11/6

56 鳥取県 「住まうように旅する」 元気再生大山物語 日程：①9月1週目　②10月

57 島根県 縁切りから始まる「リセットからの縁の旅」 日程：①11月頭　②11月下旬

58
島根県
広島県

古事記を神楽で巡る神秘の旅 日程：①9月　②11月

59 島根県 隠岐・海土町の「島宿」で島素材アメニティのおもてなし 日程：①9月上旬　②11月上旬

60 岡山県 おさふね日本刀のルーツと備前福岡歴史のたび 日程：11/24

61 広島県 まちの素敵、写真の力で発見世羅高原・カメラ女子旅 日程：①10/6　②10/12～10/13

62 山口県 幸せますのまち防府『幸せ発見』ツアー 日程：11/9～11/10

63 徳島県 「秘境・祖谷　極上野外レストラン」 日程：未定

64 香川県 瀬戸内アートクルーズ＆小豆島坂手港周辺ツアー 日程：①メディアツアー　9月　②モニターツアー　10月～11月の隔週土曜日(計4回)

65
愛媛県
広島県

忽那諸島のしまみがきと瀬戸内海テーマクルーズ 日程：7月末～10月末(～11月末まで延長する可能性あり)4回

66 高知県 高知の交流型ベースボールツーリズム 日程：①8/26～8/27　②9/15～9/16

67 福岡県 恋と黄金で結ぶ福岡・筑前と筑後七国の物語 日程：10月～11月

68 佐賀県 酒蔵を巡り、蔵人ろ語る「鹿島酒蔵ツーリズム」® 日程：①9/7～9/8　②9/22～9/23

69 佐賀県 人間国宝をはじめ窯元に学ぶ「有田焼」の魅力 日程：①実験ツアー　7/5　②モニターツアー　11月(3回～4回実施予定)

70 長崎県 世界遺産候補　長崎の協会を巡る”祈りと学びの旅” 日程：9月～10月(3回実施予定)

71 熊本県 湯楽のススメ〜杖立toujiスタイル湯けむり文化 日程：11月頃(回数未定)

72 大分県 佐伯「手塩にかけた食のもてなし」 日程：10月～11月(2回実施予定)

73 宮崎県 ひむか日豊海岸「マリンスポーツと古代ロマン」 日程：9月～11月に2コース(回数未定)

74 鹿児島県 奄美の島唄を体感!!原生林・長寿食で癒すエコツアー 日程：10月～11月(回数未定)

75 鹿児島県 心身ともに美人になる「いぶすき海洋浴」満喫ツアー 日程：9月～10月(回数未定)

76 沖縄県 感動・感謝・感謝！石垣島子育て道場 日程：①8月お盆以降　②12月下旬

77 沖縄県 草野球キャンプIn宮古島 日程：未定

78 沖縄県 おおぎみシークワーサー体験黄金の果実を味わおう！ 日程：11月下旬(1回)
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