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　本格的な人口減少時代を迎えた我が国において、国内外からの交流人口を増加させる
観光は、成長戦略の柱、地方創生の切り札であります。このため、政府においては、「明日
の日本を支える観光ビジョン」に基づき、観光資源の魅力向上、観光産業の国際競争力
の強化、ストレスフリーな旅行環境の整備という三つの視点に立って、全省庁挙げて観光
施策の実施に取り組んでおります。

　我が国は、自然・文化・気候・食という観光振興に必要な４つの条件を兼ね備えた、世界
でも数少ない国の一つであり、これらの豊富な観光資源を真に開花させることにより、裾野
の広い観光を一億総活躍の場とすることが可能です。

　そして、地域における創意工夫を生かした主体的な取組により、地域の皆さんが誇りと
愛着を持つことのできる活力に満ちた地域社会を実現することが、地域の魅力を高め、
観光を発展させる基礎となるものです。観光地域づくりの主役となるのは、まさに地域に
住んでおられる皆さんなのです。

　本書では日本各地の創意工夫あふれる１０１の取組を選定し、グッドプラクティスとして
ご紹介させていただいております。観光地域づくりに熱意を持って取り組む皆さんの活動
にとって参考となることを祈念致します。

国土交通省観光庁　長官
田村　明比古
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地域名 取組名 ページ

北陸信越エリア

P58新潟県新潟市 新潟ガストロノミーツーリズムの扉を開くレストランバス

P156新潟県新潟市 「ミズベリング信濃川やすらぎ堤」の取組

P76新潟県三条市 秘境八十里越体感バス～普段入れない工事現場を観光資源に～

P22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　他

雪国観光圏の観光地域づくり

P32富山県 とやま観光未来創造塾

P148富山県富山市　他 官民連携により地域を活性化している公園

P162富山県富山市、高岡市、魚津市、氷見市、
滑川市、黒部市、射水市、入善町、朝日町　他

年中にぎわう日本一の浜辺づくり

P138富山県南砺市　他 着地型観光を推進している「道の駅」

P34石川県金沢市 多様な通訳ガイドによる外国人旅行者滞在環境の向上

P184石川県金沢市 金沢港におけるクルーズ船誘致の取組

P210石川県金沢市　他 広域観光ルートの構築による杉原千畝氏の人道的功績の情報発信

P36長野県 県ＤＭＯとしてのマーケティング・マネジメント機能と人材育成

P14長野県富士見町、原村　他 日本版 DMO（観光地域づくりプラットフォーム）の取組

関東エリア

大規模跡地を活用し、観光拠点となっている公園

道の駅と利根川河川敷を核とした観光地域振興

栃木県足利市 マンホールカード　史跡足利学校の魅力を高めるマンホール

栃木県日光市 外国人にも分かりやすい宝物館展示への取組

栃木県大田原市 農業体験・農家民泊などの体験を生かした観光地域づくり

群馬県長野原町、東吾妻町 建設中のダム現場見学を活用した地域振興。その名も “ やんばツアーズ ”

群馬県長野原町　他 着地型観光を推進している「道の駅」

群馬県みなかみ町　他 雪国観光圏の観光地域づくり

地域連携 DMO を核とした、組織形成と新規事業の創出

秩父４ダム探検隊が往く！ツアー

千葉県いすみ市 ロケツーリズムの取組

東京都中央区、台東区、墨田区、江東区 「東京の顔」隅田川におけるかわまちづくり

神奈川県三浦市 「みさきまぐろきっぷ」

P150

P144

P78

P106

P98

P80

P138

P22

P12

P82

P62

P154

P90

P14山梨県北杜市　他 日本版 DMO（観光地域づくりプラットフォーム）の取組

埼玉県秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町

埼玉県秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町

茨城県ひたちなか市　他

茨城県境町

沖縄エリア

北海道エリア

北海道南部　他 海をつなぐ寄り道旅　マグ女のセイカン博覧会

北海道札幌市　他 「湯田ダム（錦秋湖）」を活用した地域活性化

北海道札幌市　他 大規模跡地を活用し、観光拠点となっている公園

「おたる案内人ジュニア育成プログラム」～市民から市民へ
～循環型の観光人材育成の取組～

北海道釧路市 観光地域づくりのための自主財源確保

北海道釧路市 アドベンチャートラベル市場に対する事業創出

北海道富良野市 ふらの観光アカデミー（演劇的手法を活用した観光人材育成事業）

北海道斜里町　他 風景街道と連携している「道の駅」

P206

P74

P150

P28

P40

P48

P30

P142

P96北海道鹿追町 地域資源を生かした「住んでよし・訪れてよし」の観光地域づくり

北海道小樽市

地域名 取組名 ページ

沖縄県

東北エリア

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 冬の東北「樹氷；TOHOKU SNOW MONSTER」ブランド化・商品化事業

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 在住の外国人留学生を活用したインバウンド向け商品造成・海外ＰＲの支援体制の構築

青森県　他 海をつなぐ寄り道旅　マグ女のセイカン博覧会

青森県青森市 青森港の歴史と新たな魅力づくり

青森県弘前市　他 地域の歴史・自然資源を活用し、観光拠点となっている公園

青森県八戸市　他 灯台を核とした観光地域振興

岩手県西和賀町　他 「湯田ダム（錦秋湖）」を活用した地域活性化

宮城県気仙沼市 DMO を中心とした観光地域づくり

秋田県大館市、北秋田市、小坂町、上小阿仁村 秋田犬を活用した観光地域振興

山形県山形市、上山市、天童市 人のつながりを生かした観光地域づくり

山形県寒河江市、河北町、西川町、
朝日町、大江町　他

相互連携により周遊観光を促進している「道の駅」

福島県 ホープツーリズムによる福島県の観光復興

福島県福島市 温泉地の特色を活用した再生可能エネルギー体験ツアーによる観光復興と地域活性化

福島県下郷町 茅葺き屋根が連なる町並みを生かした観光地域づくり

P214

P216

P206

P192

P152

P164

P74

P218

P208

P42

P134

P220

P222

P104

MAP INDEX
全国事例分布図

全国地方公共団体コード順

北海道エリア

東北エリア

関東エリア

北陸信越エリア

中部エリア

近畿エリア

四国エリア

九州エリア

中国エリア

北海道

新潟県　富山県
石川県　長野県

滋賀県　京都府
大阪府　兵庫県
奈良県　和歌山県

鳥取県　島根県
岡山県　広島県

山口県

福岡県　佐賀県
長崎県　熊本県
大分県　宮崎県

鹿児島県

青森県　岩手県
宮城県　秋田県
山形県　福島県

茨城県　栃木県
群馬県　埼玉県
千葉県　東京都

神奈川県　山梨県

福井県　岐阜県
静岡県　愛知県

三重県
徳島県　香川県
愛媛県　高知県
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地域名 取組名 ページ

近畿エリア

地域名 取組名 ページ

福岡県北九州市　他 北九州市における「リノベーションまちづくり」の取組

福岡県福岡市　他 官民連携により地域を活性化している公園

福岡県福岡市、佐賀県神埼市 上下水道等の環境整備により「屋台」がふくおかのまちと共生することを目指して

福岡県うきは市 道の駅を核とした道の駅を核とした “ つくり手を豊かに ” する観光地域マネジメント

佐賀県佐賀市 エネルギーと資源の循環を巡る「バイオマスツアーさが」

佐賀県鹿島市 酒蔵を活用した地域全体の観光振興策

佐賀県嬉野市 ハード・ソフト両面のバリアフリー化で、温泉旅行を全ての人に
長崎県長崎市 夜間景観を生かした観光地域づくり

熊本県熊本市 熊本地震からの「観光復興ツーリズム」

熊本県阿蘇市 着地型旅行商品「阿蘇カルデラツアー」の企画、造成、提供

熊本県美里町 着地型観光商品 “ 美里式フットパスツーリズムコース ” の開発と販路開拓
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

宇佐神宮の特殊神事「行幸会の道」を活用した企画

大分県別府市、日田市、竹田市、由布市、
国東市、九重町

熊本地震からの復興に向けた緊急プロモーション

宮崎県日南市 飫肥城下町の街並みを活用した歴史まちづくり

宮崎県都農町　他 大学と連携し観光地域づくりを行っている「道の駅」

甑島の資源の保護と活用による観光振興を主軸とした地域振興
～エコツーリズムからジオツーリズムへ～

P128

P148

P176

P146

P54

P60

P182
P178

P224

P226

P68
P114

P228

P130

P140

P56鹿児島県薩摩川内市

P190沖縄県那覇市、浦添市 那覇港におけるみなとオアシスを活用したクルーズ船寄港を促進する取組

P134沖縄県名護市　他 相互連携により周遊観光を促進している「道の駅」

P102沖縄県東村 やんばるの豊かな自然資源を生かした体験型観光づくり

P132沖縄県伊是名村 「島残しが島興し」次世代へ繋げる地域づくり

九州エリア

沖縄エリア

滋賀県 サイクルツーリズムで地域活性化を目指す「ビワイチ」

滋賀県、京都府、京都市、大阪府、大阪市、堺市、
兵庫県、神戸市、奈良県、和歌山県　他

関西各府県で Wi-Fi 認証を一元化するためのアプリ開発

滋賀県大津市、京都府京都市、宇治市 京都市認定通訳ガイドの育成・活躍支援

滋賀県長浜市 長浜市の歴史まちづくり

滋賀県竜王町　他 大学と連携し観光地域づくりを行っている「道の駅」
京都府京都市　他 大規模跡地を活用し、観光拠点となっている公園

京都府福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、
京丹後市、伊根町、与謝野町

京都府、市町、地域が総力を結集して取り組む「海の京都ＤＭＯ」

京都府京丹後市、兵庫県豊岡市 豊岡での DMO の取組

京都府京丹後市　他 年中にぎわう日本一の浜辺づくり
京都府伊根町 舟屋を活用した農泊

大阪府大阪市　他 官民連携により地域を活性化している公園

大阪府大阪市 「水の回廊」を中心とした水都大阪の魅力づくり

兵庫県　他 デジタルマーケティング活用事業

兵庫県豊岡市 コウノトリを中心とした地域経済の活性化～コウノトリツーリズム～

兵庫県篠山市 丹波篠山における古民家等歴史的建築物を活用した観光まちづくり

奈良県奈良市 奈良県奈良市ならまちエリア歴史的資源の活用

奈良県橿原市、桜井市、高取町、明日香村 ｢飛鳥民家ステイ｣による国内外からの教育旅行等受入

和歌山県和歌山市　他 北九州市における「リノベーションまちづくり」の取組

P64

P172

P38

P118

P140

P150

P16

P18

P162

P100

P148

P158

P204

P52

P120

P122

P86

P128

P44和歌山県田辺市 DMC 成功の田辺市熊野ツーリズムビューローの取組

広島県尾道市 「時のミュージアム・尾道」の特色・魅力を生かした歴史まちづくりの推進

広島県世羅町　他 地域資源を活用し、観光拠点となっている「道の駅」

山口県 山口県のクルーズ振興

広島県広島市 ユニークベニューを活用した MICE 誘致への取組

広島県広島市 水の都ひろしまにおける水辺のオープンカフェ

広島県尾道市　他 サイクリストの聖地『瀬戸内しまなみ海道』を核としたサイクルツーリズムの推進

P88

P160

P66

P126

P136

P186

中国エリア

四国全域 「インバウンド向けフリーきっぷで四国を周遊」～公共交通が連携した周遊きっぷの展開～

徳島県　他 関西各府県での Wi-Fi 認証を一元化するためのアプリ開発

徳島県、香川県、愛媛県　他 デジタルマーケティング活用事業

徳島県三好市 住んでよし訪れてよしの観光地域づくりへの取組

徳島県三好市　他 地域資源を活用し、観光拠点となっている「道の駅」

香川県高松市 高松港における瀬戸内海の多島美など周辺環境との調和に配慮した港湾施設

愛媛県松山市 日本最古の温泉地で開催される「温泉アートエンターテイメント」　道後オンセナート2018

愛媛県今治市、上島町　他 サイクリストの聖地『瀬戸内しまなみ海道』を核としたサイクルツーリズムの推進

P92

P172

P204

P26

P136

P194

P112

P66

P188高知県高知市 外国クルーズ客船の乗船客へのおもてなし活動による観光地域づくり

四国エリア

北陸信越エリア

P24長野県阿智村 地域資源「日本一の星空」を核としたブランド戦略
P84長野県小谷村 ドボクアート砂防堰堤めぐりバスツアー

P116長野県山ノ内町 インバウンドを対象とし、活性化ファンドを活用した温泉街の再生・活性化

中部エリア

P108福井県福井市城戸ノ内町　他 観光資源としての「戦国城下町　一乗谷朝倉氏遺跡」を活用

P210福井県敦賀市、岐阜県高山市、八百津町、
白川村、愛知県名古屋市　他

広域観光ルートの構築による杉原千畝氏の人道的功績の情報発信

P152岐阜県、愛知県、三重県　他 地域の歴史・自然資源を活用し、観光拠点となっている公園

P170岐阜県高山市 官民連携でのムスリム観光客の受入強化のための取組

P50岐阜県飛騨市 暮らしを旅する「SATOYAMA EXPERIENCE」

P196静岡県沼津市 みなとオアシス沼津の官民連携によるにぎわい創出

P142静岡県富士宮市　他 風景街道と連携している「道の駅」

P70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

日本一元気な半島「知多半島」広域観光推進プロジェクト

P180三重県（伊勢志摩地域他） バリアフリー観光の推進による伊勢志摩及び三重県観光の再生

P72三重県四日市市 工場夜景を生かした観光地域づくり

鳥取県、島根県、山口県萩市　 広域連携（パートナーシップ）によるインバウンド誘致促進

鳥取県　他 関西各府県で Wi-Fi 認証を一元化するためのアプリ開発

鳥取県倉吉市 倉吉市レトロ＆クールツーリズム～新たな伝統への挑戦～

島根県出雲市 賑わいのある通りへの再生　都市計画道路　神門通り線

岡山県、広島県、山口県　他 デジタルマーケティング活用事業
岡山県岡山市　他 地域の歴史・自然資源を活用し、観光拠点となっている公園

岡山県倉敷市 地域資源を活用した「児島ジーンズストリート」の誕生

P20

P172

P110

P174

P204

P152

P124

中国エリア

008 009
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