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事例集
対応番

号

1 『平泉
－仏国土（浄土）を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群－』

平泉町世界遺産推進協議会 岩手県 002

2 『日光の社寺』 日光市多言語解説整備支援事業検討協議会 栃木県 003

3 『富岡製糸場と絹産業遺跡群』 藤岡市文化財保護課 群馬県 004

4 『ル・コルビュジエの建築作品』 上野・下谷地区多言語解説協議会（予定） 東京都 005

5 『白川郷・五箇山の合掌造り集落』 南砺市多言語解説整備推進協議会 富山県 006

6 『富士山－信仰の対象と芸術の源泉－』 一般社団法人富士五湖観光連盟 山梨県 007

7 『法隆寺地域の仏教建造物』 法隆寺地域多言語解説整備推進協議会 奈良県 021
8 古都奈良の文化財多言語解説整備推進協議会 奈良県 022
9 ロータスロード多言語解説整備推進協議会 奈良県 023

10 真言宗総本山　東寺（教王護国寺） 京都府 010
11 宗教法人　醍醐寺 京都府 011
12 総本山　仁和寺 京都府 012
13 宗教法人　平等院 京都府 013
14 栂尾山　高山寺 京都府 014
15 西芳寺 京都府 015
16 慈照寺（銀閣寺） 京都府 016
17 『百舌鳥・古市古墳群－古代日本の墳墓群－』 百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録推進本部会議 大阪府 018

18 『原爆ドーム』 広島市 広島県 028

19 『厳島神社』 廿日市市宮島地域多言語解説協議会 広島県 029

20 『石見銀山遺跡とその文化的景観』 石見銀山多言語協議会 島根県 027

21 世界遺産大峯奥駈道多言語化事業推進協議会 奈良県 024

22 橋本・伊都広域観光協議会 和歌山県 026

23 『姫路城』 姫路市 兵庫県 020

24 『明治日本の産業革命遺産』 長崎市 長崎県 032

25 『「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群』 「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群保存活用協議会 福岡県 030

26 『長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産』
「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」保存活用実
行委員会

長崎県 033

27 『琉球王国のグスク及び関連遺産群』
「琉球王国のグスク及び関連遺産群」世界遺産登録20周年
記念事業実行委員会

沖縄県 035

28 利尻礼文サロベツ国立公園 北海道（利尻礼文サロベツ国立公園） 北海道 063

29 知床国立公園 北海道（知床国立公園） 北海道 064

30 阿寒摩周国立公園 阿寒摩周国立公園満喫プロジェクト地域協議会 北海道 065

31 釧路湿原国立公園 北海道（釧路湿原国立公園） 北海道 066

32 大雪山国立公園 北海道（大雪山国立公園） 北海道 067

33 支笏洞爺国立公園 北海道（支笏洞爺国立公園） 北海道 068
34 十和田八幡平国立公園協議会 青森県 069
35 仙北市多言語解説検討協議会 秋田県 071
36 三陸復興国立公園 三陸復興国立公園多言語化促進協議会 宮城県 070

37 磐梯朝日国立公園 磐梯朝日国立公園多言語化促進協議会 福島県 072

38 日光国立公園 塩原温泉ビジターセンター運営協議会 栃木県 073

39 尾瀬国立公園 群馬県 群馬県 074
40 十日町市食と農の景勝地推進委員会 新潟県 077
41 志賀高原地域観光資源の多言語解説整備協議会 長野県 082
42 湯の丸高峰レクリエーションの森環境整備運営協議会 長野県 083
43 三俣地域多言語解説協議会 新潟県 078
44 小笠原国立公園 小笠原エコツーリズム協議会 東京都 076
45 中部山岳国立公園南部地域利用推進協議会 長野県・岐阜県 084
46 安曇野市海外プロモーション協議会 長野県 085
47 妙高戸隠連山国立公園 妙高市国立公園多言語推進協議会 新潟県 079

48 南アルプス国立公園 南アルプス市 山梨県 081

49 白山国立公園 (一社)　白山市観光連盟 石川県 080

50 吉野熊野国立公園 南紀熊野ジオパーク推進協議会 和歌山県 087

51 伊勢志摩国立公園 伊勢志摩国立公園地域協議会 愛知県・三重県 086

52 山陰海岸国立公園 鳥取砂丘未来会議 鳥取県 088

53 足摺宇和海国立公園 足摺宇和海国立公園足摺地域 高知県 092

54 瀬戸内海国立公園徳島県地域多言語対応協議会 香川県・徳島県 090

55 公益社団法人　香川県観光協会 香川県 091

56 瀬戸内海国立公園豊後高田市多言語解説協議会 大分県 097

57 大山隠岐国立公園 大山隠岐国立公園 鳥取県・島根県 089

58 九十九島ビジターセンター運営協議会 長崎県・熊本県 095

59 五島列島ジオパーク推進協議会 長崎県 093

60 雲仙天草国立公園 （一社）島原半島観光連盟 長崎県 094

61 阿蘇くじゅう国立公園 阿蘇くじゅう国立公園地域協議会
福岡県・熊本県・
大分県

096

62 霧島錦江湾国立公園 霧島錦江湾国立公園地域協議会
熊本県・宮崎県・
鹿児島県

098

63 屋久島国立公園 公益財団法人屋久島環境文化財団 鹿児島県 099
64 環境省沖縄奄美自然環境事務所（奄美群島国立公園） 沖縄県 101
65 天城町観光受入促進協議会 鹿児島県 100
66 徳之島多言語解説協議会 鹿児島県 102
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十和田八幡平国立公園

上信越高原国立公園

中部山岳国立公園

瀬戸内海国立公園

西海国立公園



67 環境省沖縄奄美自然環境事務所（やんばる国立公園） 沖縄県 103
68 国頭村 沖縄県 104
69 慶良間諸島国立公園 環境省沖縄奄美自然環境事務所（慶良間諸島国立公園） 沖縄県 105

70 西表石垣国立公園 環境省沖縄奄美自然環境事務所（西表石垣国立公園） 沖縄県 106

71 旧函館公会堂、函館ハリストス正教会復活聖堂　等 函館市 北海道 001

72 青森ねぶた祭り 青森ねぶた祭実行委員会 青森県 036

73 なまはげ館、男鹿真山伝承館　等 男鹿版ＤＭＯインバウンド推進委員会 秋田県 037

74 白神山地　等 あきた白神観光連絡調整協議会 秋田県 038

75 松川温泉　松尾鉱山資料館　等 八幡平ファームステイ協議会 岩手県 039

76 秩父多摩甲斐国立公園、ずりあげうどん　等 秩父地域多言語解説協議会 埼玉県 041

77 大宮盆栽村、さいたま市大宮盆栽美術館 大宮盆栽多言語解説整備協議会 埼玉県 040

78 皇居外苑 環境省皇居外苑管理事務所 東京都 075

79 浅草神社、隅田川　等 浅草地区多言語解説協議会 東京都 042

80 富士箱根伊豆国立公園、芦ノ湖、大涌谷　等 箱根DMO（一般財団法人箱根町観光協会） 神奈川県 044

81 高徳院 宗教法人　高徳院 神奈川県 043

82 佐渡金銀山、鬼太鼓、トキの森公園　等 佐渡市 新潟県 045

83 兼六園、加賀友禅　等 公益社団法人　石川県観光連盟 石川県 047

84 茶懐石、報恩講料理、北前船　等 一般社団法人こまつ観光物産ネットワーク 石川県 046

85 御食国若狭おばま食文化館 OBAMA食と農の景勝地実行委員会 福井県 048

86 妻籠宿保存地区、中山道　等 妻籠宿連絡調整会議 長野県 049

87 長野市戸隠重要伝統的建造物群保存地区
戸隠流忍者　等

長野市多言語解説協議会 長野県 050

88 長良川うかいミュージアム ビジットGIFU協議会 岐阜県 008

89 下呂温泉合掌村　等 下呂市観光客特別誘致対策協議会 岐阜県 051

90 犬山城、犬山祭　等 愛知県　犬山市 愛知県 009

91 彦根城、彦根城博物館 一般社団法人近江ツーリズムボード 滋賀県 053

92 伊賀流忍者博物館、上野天神祭　等 一般社団法人伊賀上野観光協会 三重県 052

93 十石舟・三十石舟、月桂冠大倉記念館　等 伏見観光プロジェクトチーム 京都府 055

94 平安神宮 平安神宮 京都府 056

95 総本山禅林寺（永観堂） 総本山　禅林寺 京都府 057

96 三千院、宝泉院　等 大原観光プロジェクトチーム 京都府 058

97 京都国立博物館　等 東山七条観光プロジェクトチーム 京都府 017

98 大阪城城跡 大阪城パークマネジメント株式会社 大阪府 019

99 城崎温泉、但馬牛　等 Visit Kinosaki戦略会議 兵庫県 059

100 総本山金峯山寺、吉野山、竹林院群芳園　等 吉野町多言語解説協議会 奈良県 054

101 八十八面観音 八十八面観音多言語解説整備推進協議会 奈良県 025

102 井仁棚田、三段峡、吉水園　等 安芸太田町 広島県 060

103 尾道駅、神勝禅寺　等 せとうちアーキライン・プロジェクト実行委員会 広島県 061

104 太宰府天満宮、勧世音寺　等 太宰府市日本遺産活性化協議会 福岡県 031

105 高千穂神社、天岩戸神社　等 オール高千穂観光地域づくり協議会（多言語解説整備事
業チーム）

宮崎県 034

106 泡盛　等 沖縄県酒造組合 沖縄県 062
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※実施予定地域に関しては、変更の可能性がございます。
※その他の地域には、国指定等文化財、伝統芸能、祭り、温泉、食文化、外国人に人気のスポット、国立公園（一部）等が含まれています。
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