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「UNWTOガストロノミーツーリズム世界フォーラム」における 

国内開催候補地 

 

応募要領 

 

 

 

■ 受付期間 

エントリー期間：令和元年 6月 19日（水）～令和元年 7月 17日（水）17:00必着 

応募期間：令和元年 7月 18日（木）～令和元年 8月 9日（金）17:00必着 

 

 

 

令和元年 6月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

I. 「UNWTOガストロノミーツーリズム世界フォーラム」国内開催候補地公募の概要 

 

1. 背景・目的 

我が国では、2013 年に「和食；日本人の伝統的な食文化」がユネスコ無形文化遺産に登録され

る等、和食には世界から高い注目が寄せられ、訪日観光客の誘客にあたり重要なコンテンツの一

つになっています。 

近年、「ガストロノミーツーリズム (注)」の概念が世界で浸透しつつあり、食は世界無形遺産の

主要な要素であることや旅行者にとって重要な魅力として高まりを見せています。その取組の一

つとして、国連世界観光機関（UNWTO）では、食と観光の連携は、地域の伝統や多様性をサポ

ートするだけでなく、文化の発信、地方経済の発展、持続可能な観光、食の経験を伝達するため

のプラットフォームを提供するという考えの下、賛助会員のバスクカリナリーセンターと共催で、

2015 年 4 月に第 1 回ガストロノミーフォーラム（当時の名称は UNWTO World Forum on Food 

Tourism）をスペインで開催しました。 

同フォーラムは、官民が一堂に会し、知見の共有、世界的な観光市場の成長における食観光や

食文化への理解の促進等の有益な情報を提供するために開催されるものです。食は、歴史的及び

文化的な背景が育んだものが多く存在していることから各地の特色を出しやすく、同フォーラム

ではそれを世界に向けて発信する貴重な PR の場となります。 

2015 年以降、2016 年（ペルー）、2017 年（スペイン）、2018 年（タイ）、2019 年（スペイン）

で開催され、2020 年はベルギー、2021 年はスペインでの開催が決まっています。 

このたび、観光庁は、2022 年に同フォーラムを日本で開催することを目指す自治体を公募する

ことといたしました。本公募では、同フォーラムの開催地とテーマ等について、自治体の皆様か

ら応募・選考の上、日本誘致における開催候補地を決定したいと考えております。その後、UNWTO

が世界の立候補地との比較の上、正式な開催地を決定します。応募希望の自治体におかれまして

は、下記をご参考の上、指定の送付先に応募書類等をご送付願います。 

(注) その土地の気候風土が生んだ食材・習慣・伝統・歴史などによって育まれた食を 

楽しみ、その土地の食文化に触れることを目的としたツーリズム 

 

2 応募対象となるフォーラム概要 

名称： 第 8 回 UNWTO ガストロノミーツーリズム世界フォーラム（仮称） 

開催時期： 2022 年度春～秋を想定（具体的な時期は UNWTO と協議） 

開催費用： 選定された応募者が、誘致（誘致活動における視察・総会出席にかかる渡航費 

等）・開催前の活動を含む開催費用を負担 

 

3 応募にあたっての留意点 

本公募は、同フォーラムの国内候補地を選定するためのものであり、補助金、交付金の類

ではありません。また、同フォーラム開催にあたっては、応募者が誘致・開催前の活動を含

む開催に係る費用を負担することとなります。 
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II. 募集内容 

本公募は、「エントリー期間」と「応募期間」に分けて実施します。エントリー及び応募の主体

は自治体とします。 

「エントリー期間」は、応募意思のある自治体からのエントリーを受け付けます。エントリー

をせずとも、応募可能ですが、エントリーを頂いた自治体には、受け付けた質問の回答を共有い

たします。 

 

1. エントリーについて 

① 主体 

エントリー主体は自治体とする。 

＊自治体として単体のみではなく、関連組織、団体、協議会（DMO 等を含む）、  

民間事業者等との共同エントリーも可。 

 ＊複数の自治体による共同エントリーも可（都道府県等をまたぐ広域連携等）。 

＊体制の構成主体に、暴力団または暴力団員の統制の下にある団体が含まれていない 

こと。 

 

② エントリー方法 

「エントリーシート」を記入の上、E-mail にて、以下の項目を含む「エントリーシート」送

付してください。 

・エントリー主体 

・担当者の氏名、電話番号、メールアドレス 

＜送付先＞ 

 以下をクリックしてください。 

ガストロノミーツーリズム世界フォーラム国内都市選定事務局 

 

2. 応募について 

① 主体 

応募主体は自治体とする。 

＊自治体として単体のみではなく、関連組織、団体、協議会（DMO 等を含む）、  

民間事業者等との共同応募も可。 

 ＊複数の自治体による共同応募も可（都道府県等をまたぐ広域連携等）とするが、国として

UNWTO に推薦する自治体は、フォーラム開催地となる 1 つの自治体とする。 

＊体制の構成主体に、暴力団または暴力団員の統制の下にある団体が含まれていないこと。 
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② 応募方法 

・応募受付期間中に、以下の書類に記入の上、「③応募書類の提出方法」に記載の方法で提

出すること。 

・様式１：応募申請書 

・様式２：応募者概要書 

・様式３：内容審査評価表 

・様式４：必要経費の内訳 

・別紙：応募質問票形式例 

 

③ 応募書類の提出方法 

 申請書類の提出は、紙媒体 1 部及び電子媒体を提出すること。なお、電子媒体は CD-

R 等で提出すること。（締切日時必着） 

   ＜宛先＞ 

〒100－8918 東京都千代田区霞が関２－１－２  

観光庁 MICE 推進室 ガストロノミーフォーラム担当 

 

3. 選定 

(1) 選定方法・選定数 

国内候補地の選定に当たっては、以下の(2)で示す「選定基準」に従って、応募期限ま

でに応募があったものの中から、観光庁等によって構成される「選定委員会」より、1

件を選定いたします。 

 

（2）選定にあたっては、以下の観点から審査を実施します。 

   a. 形式審査 

・応募主体が、「II. 募集内容 2.応募について ①主体」に掲げる要件を満たしてい

ること 

・応募の際に、「II. 募集内容 2.応募について ②応募方法」に掲げる書類が全て提

出され、必要事項が記入されていること 

※応募書類作成にあたっては、6.資料 1~3 の要件等を参照の上、作成してくださ

い。 

   b. 内容審査 

応募内容に対し、選定委員会が別途定める「選定基準」に沿って、各委員が採点

を行う。「選定基準」の概要は以下の通りとする。 

 

■選定基準  

開催の実現性 

(資金・施設・人材・

組織・企画) 

○資金：開催にかかる費用（誘致活動・開催前の準備費用等含む）

の資金調達方法等 

○施設：パネルディスカッション等の施設や参加者等の宿泊施設 
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○人材：フォーラム運営、登壇者、生産者や食に精通した専門家、

教育機関の確保、及びそれらの関係者との連携の実現性 

○組織：開催に向けた実行委員会等の組織体制 

○企画：応募者として掲げる開催テーマ案（任意：現時点で考えら

れる内容で可） 

＊施設・人材については、資料 1 の「UNWTO の施設・サービス

要件」を満たすこと 

ガストロノミー 

ツーリズムへの取

組・貢献実績 

○応募者のガストロノミーツーリズムにかかる取組実績 

（施設、イベント等） 

○上記の取組による地域への経済波及効果、社会・環境面での貢献

実績 

応募地域で開催す

る意義 

○応募地域での開催により、どのように、同フォーラム及び世界的

なガストロノミーツーリズム発展への貢献や新しい価値の創造がな

されるか 

○他国や他地域と差別化をはかり独自性を出せるコンセプト 

（具体案として、FAM ツアー、現地生産者との交流イベント、レセ

プションパーティーの計画案の提示も可） 

 

(3) 選定時期 

 ・8 月下旬を予定 

 

(4) 選定結果の通知 

・結果は、応募者全員に電子メールにて通知いたします。 

 

4. スケジュール 

エントリー期間：令和元年 6月 19日（水）～令和元年 7月 17日（水）17:00必着 

応募期間：令和元年 7月 18日（木）～令和元年 8月 9日（金）17:00必着 

 

5. 問い合わせ先 

   ・エントリー期間中の問い合わせ 

受付期間：令和元年 6月 19日（水）～7月 1日（月） 

Email：以下をクリックしてください。 

ガストロノミーツーリズム世界フォーラム国内都市選定事務局 

問い合わせは電子メールのみとさせていただきます。別紙質問票を電子メールに添付

をして送付をしてください。受け付けた問い合わせ内容は回答を取りまとめて 7月 5

日（金）までにエントリー者全員に共有いたします。5日（金）以降のエントリー者

にも共有いたします。 
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・応募期間中の問い合わせ 

受付期間：令和元年 7月 18日（木）～8月 9日（金）  

Email：以下をクリックしてください。 

ガストロノミーツーリズム世界フォーラム国内都市選定事務局 

なお、審査の内容に関する質問にはお答えすることが出来ませんので、予めご了承く

ださい。 

 

6. 資料 

1 FACILITIES AND SERVICES TO BE PROVIDED FOR THE HOLDING OF THE “UNWTO Global 

Conference on Gastronomy Tourism”（UNWTOの施設・サービス要件） 

 

2 上記の「資料1」の抜粋の和訳資料 

＊和訳版は参考資料であり、正式な施設・サービス要件は英語版を参照ください。 

 

3 UNWTO Gastronomy Tourism Forum情報（UNWTO公式サイトURL） 

 第1回:http://affiliatemembers.unwto.org/event/1st-unwto-world-forum-food-tourism 

 第2回:http://affiliatemembers.unwto.org/event/2nd-unwto-world-forum-gastronomy-tourism-0 

第3回:http://affiliatemembers.unwto.org/event/3rd-unwto-world-forum-gastronomy-tourism 

第4回:http://affiliatemembers.unwto.org/event/4th-unwto-world-forum-gastronomy-tourism 

第5回:https://www2.unwto.org/event/5th-unwto-world-forum-gastronomy-tourism-0 
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