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地域 ツアータイトル 区分 概要 催行予定日程

松前・江差
再発見！北海道歴史倶楽部～江差・松前・上ノ国～
（仮）

文化観光
・北方文化史を題材にした新観ルートの開発を実施。・通年観光の素材開発にむけて
歴史観光＋食（地元の優良海産品）に光をあてる。・江差追分や判子づくり体験などの
メニューを盛り込む。

平成19年9月28～30
日、10月6～8日

夕張
夕張メタボビート（克服）ツアー（又はビートキャンプ）in
夕張（仮）

ヘルスツーリズム
・各分野の専門家をアドバイザーとして迎え、参加者への健康指導を行う。・体験メ
ニューも含め、従来型の夕張の観光ベースに組み込むことにより、観光による夕張の
地域振興を図るととともに、ヘルスツーリズムの先進地域として定着させる。

平成19年10月8～10日

支笏・洞爺
カーボンオフセット＆洞爺湖周辺エコミュージアム体験
ツアー（仮）

エコツーリズム、カーボ
ンオフセット型ツアー

・低公害車を利用したドライブ観光の促進（ハイブリッドカー、エコバス等）・植林活動や
支笏洞爺ニセコルート洞爺湖エリアの活動団体との協働による自然、環境保全に対す
取組みの実践・地域資源を活用した体験学習の実践。

平成19年10月27～28
日

富良野 ふらの発スローライフツアー2008冬
エコ、ヘルス、ロングス
テイ、文化観光

・滞在型観光を目的として、季節限定の食はもちろん、「ここだけしかできない」こだわり
メニューを多数用意。・ツアー自体を個別ニーズに対応した「選択性」にする。・地元住
民との交流によるガイダンスやイベントも。

平成20年1月11日～中
旬

登別
海と陸から知るアイヌ語地名と温泉文化、紅葉、学び、
味わいの旅

エコ、産業観光、文化観
光、地域住民によるガイ
ド

・登別温泉逗留をベースに、地域の雄大な景観に潜む文化に触れるプログラム。「アイ
ヌ語地名講座」「海と陸からアイヌ語地名景観を楽しむ」「温泉地文化を尋ねる泉源探
検ツアー」・地域住民によるガイド、遊覧船試験運航。

平成19年10月23日

湯沢・横手
地域の生活風土、文化等に触れあう旅“菅江真澄も歩
いた街道・宿場、湯沢と横手を訪ねて”

文化観光、街道観光
・江戸時代の紀行家「菅江真澄」をモチーフに、自身が歩いたであろう羽州街道をはじ
めとする湯沢と横手の街道や宿場にスポットを当てる。・地域に根ざした食文化である
「横手焼そば」「稲庭うどん」で街歩きと生活文化を体験。

平成19年11月10日～
11日

花巻 先人ゆかりの地イーハトーブ花巻体験ツアー 文化観光
・宮沢賢治や新渡戸稲造などの先人ゆかりの地で、地元ガイドと一緒に街歩き体験を
し、「イーハトーブ」や「武士道」を体感。・歴史や文化に触れることで知的好奇心を満足
させる内容。・街並み歩きによる文化観光体験。

平成19年11月17日～
18日

喜多方
①冬の喜多方ツーリズム「昔懐かしいふるさとを求め
て」（2泊3日コース）②Ｉｎａｋａ　ｄｅ　ｍａｎａｂｏｕ「学校で
は教えてくれない食とくらしの学び舎」（1泊2日コース）

グリーンツーリズム
・タラの芽栽培体験や福寿草を守るための保全作業を体験し、春にまた喜多方へ来た
いと思わせる旅を演出。・5人に1人の割合でインストラクターが世話をし、体験時間の
充実を図る。・餅つきやしめ縄づくりを農家の人とともに体験。

①11月30日～12月2日
②12月8日～9日

塩原 塩原温泉健康増進ツアー
ヘルス、グリーン、湯治
ツーリズム

・「医学的療法に裏づけられた」長期滞在型オリジナル商品の開発を目指す。・地元医
療機関と密着した医学的療法に基づいた温泉療法メニューの実践指導。・ウォーキン
グおよび自然を活用した運動メニューの整備。

平成19年12月初旬～
20年1月中

鋸南・館山・南房総・鴨川 南房総ぐるっと食文化の旅 文化観光
・鋸南町から南房総市へ房総捕鯨の歴史を巡る周遊型の旅。・名工「波の伊八」の世
界とともに、日本の原風景ともいえる棚田で房総の海をテーマに藍染創作体験。・南房
総伝承の「食の歴史文化」の旅。

平成19年11月17、23、
24日

館山 たてやま平砂浦エコウォーク～海岸浴物語
エコツーリズム、ヘルス
ツーリズム

・滞在型の南房総エコウォークツアー。・地元おすすめのビュースポットを巡る「とってお
きの館山ビューポイント巡り」。・美しい自然景観を誇る平砂浦エリアを自然・歴史ガイド
が案内する「学び・感動・健康・エコ」をテーマとしたヘルス＆エコウォーク。

平成19年11月9日

益子 土のおもてなし　益子焼と畑の収穫祭 グリーンツーリズム
・「益子焼」の町に新たな観光要素を加える。・陶芸体験に加えて、農業体験。農業を観
光資源と位置づけた取組みを行っている。・体験に際して地元のスタッフ、ボランティア
との交流を企画。・町、商工会、ボランティアグループとの強力な連携体制。

平成19年10月17～18
日

秩父 ディープな秩父ツアー エコツーリズム、文化観光
・地元の達人の案内による秩父市内散策。自然な地元の人々との交流を図る。・豊か
な秩父の自然の中で地元の自然の達人による山野草やきのこ等の観察教室。・東京
や横浜を出発地としたバスツアー企画。

平成19年10月中旬

行方・潮来
日本第二の湖”霞ヶ浦”と全国植樹祭の森を巡るエコ
＆グリーンツアー

エコツーリズム、グリー
ンツーリズム

・「霞ヶ浦の水辺の歴史を学ぶ」「古来の伝統漁法を伝える地元漁師との交流」「森林
浴を楽しみながらの野鳥観察」「潮来藍体験」などの体験交流メニュー。・行方地域で
の新たな交流人口拡大施策（観光商品）として確立する。

平成19年11月10日

精進湖
世界遺産登録をめざし「精進湖富士登山道」の再生モ
ニターツアー

エコ、グリーン、文化観
光

・5合目までの富士山麓の自然環境保全を考えるツアー。・ネイチャーガイド組織等の
基盤整備が整いつつある精進湖地域の取組みを支援・発展させることを目的とする。・
地域間交流や農業生産者との体験交流メニュー。

平成19年12月上旬
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地域 ツアータイトル 区分 概要 催行予定日程

小笠原 太平洋戦争戦跡巡礼の旅 文化観光
・太平洋戦線の戦跡が今なお生々しく残る小笠原で、歴史と真摯に対座し、戦争を正し
く見つめ直す機会を広げていく。・父島と母島の、他地域に比べて保存状態の良い戦
跡を巡る。・合わせて語り継ぐ「戦跡ガイド」の育成への寄与を目指す。

平成19年12月、平成20
年1月

箱根
小田急ロマンスカーで行く　箱根芸者との交流・体験
（箱根で芸者の世界を知る）と湯本ぶらり歩き

文化観光
・日ごろ体験できない芸者たちとの交流。・伝統文化と異文化に触れることで理解して
もらい、定期的継続的な箱根らしさの商品造成を図る。・女性客や外客を対象する。・
ロマンスカー利用、湯本周辺で案内人による説明あり。

平成20年1月20日、1月
27日

飯山
アンチエイジングツアー（若返り・老化予防「長寿と健
康」ツアー）

ヘルスツーリズム
・長寿国日本でも最も長寿県である長野県において、若返り、老化予防効果のある「長
寿食」を科学的分析に基づいて提供する。・単に地場産の新鮮な農作物イコール「健
康食」から、科学的根拠に基づく「長寿食」へと大きく踏み出す取組み。

平成19年10月～11月

南砺 世界遺産の里　南砺里山発見伝
グリーン、ヘルス、文化
観光

・4コースをモニターツアーとして実施。・「世界遺産・五箇山の歴史と文化に触れる」「棟
方志功が愛した南砺の地に触れる」「土徳の里を訪ねるおかげさまの旅」「南砺の伝統
工芸と里山料理体験」。・自然や伝統の魅力を五感を使って感じる旅。

平成19年11月に4コー
ス実施

和倉 「ジャパン・トウジ・ワクラ」モニターツアー
グリーン、ヘルス、文化
観光

・開湯1200年の歴史ある温泉からもたらされる「健康」をベースに、海、山がそろうロ
ケーションもおける豊かな自然体験、それがもたらす能登食、そして七尾などの歴史文
化など、多彩な地域資源を十二分に堪能する「新たな湯治スタイル」を確立する。

平成19年11月6～8日

妙高 体験！自然再生と循環型農業（仮）
グリーンツーリズム、エ
コツーリズム

・有機農業体験などの体験学習ができる「奥矢代グリーンファーム」と周辺のエコツ
アーとも連携して楽しめる宿泊施設「友楽里館」をセットし、様々なニーズに対応。・都
市間交流の実績がある東京都板橋区をターゲットにした貸切バスツアー。

平成19年11月中旬

富山・魚津 こころと体の休養プログラム・ウェルネスツアー
エコツーリズム、ヘルス
ツーリズム

・北陸有数の温泉保養地に滞在しながら、伝統医学と保健医学の科学研究に基づい
た”こころ”と”体”の「癒し」「健康」を実践する健康開発ツアー。・中高年女性をターゲッ
トに健康度測定、リラクゼーションの実践指導を体験。

平成19年11月初旬・中
旬の2回

舘山寺 「ETCドライブプラン・浜名湖」（仮）
グリ－ンツ－リズム、エ
コツ－リズム、産業観
光、文化観光

・浜松・浜名湖地区が過去より開発してきた着地型の観光交流プログラム（工場見学、
花摘み体験、城めぐり、などの素材）をドライブ旅行商品とジョイントすることにより、参
加しやすい・メニュ－が選べる旅行商品として流通を図る。

平成19年10月中旬～
12月中旬

岐阜 岐阜健康ツーリズム ヘルスツーリズム
・「健康科学」研究を重点とした大学連携が始動したのをきっかけに、岐阜の資源を活
かした観光による健康増進をコンセプトとする。・ツアーの中に健康診断を取り入れ、カ
ロリー計算された食事や美濃薬膳や運動メニューで健康になる。

11月頃及びその一定
期間後

南知多
元気になれる島「日間賀島」アイランドテラピーまるご
と体感！！ひまかヘルシー理想島

エコ、ヘルス、ブルー
ツーリズム

・従来の「食べる」「体験する」に加え、心身について自覚的になり、"癒し"のキーワー
ド（知識）を学ぶことを加味した企画。・これまでの「アイランドテラピー」の取組みに加え
て、今後の精度向上を目指し、交流人口増に結びつける。

平成19年10月18～19
日

高山 ”Welcome to TAKAYAMA”　JAPAN モニターツアー
ユニバーサルツーリズ
ム（バリアフリー旅行）

・バリアフリー旅行の認知度を高め、ニューツーリズムの1旅行形態としての認証を目
指す。・リフト付貸切バス、アクセシブル・ルームの手配等、ユニバーサルデザインへの
配慮を重視する。・韓国からの募集を行う。・セミナーや交流会の実施。

平成19年11月18～21
日

白川郷 冬の白川郷まるごと体験エコツアー
グリーンツーリズム、エ
コツーリズム

・世界遺産白川郷にて自然学校と地元が共同開発中の自然体験と農村体験をミックス
したエコツアー。・「雪のナイトハイク」「冬の森雪上トレッキング」をはじめ、「餅つき＆熊
汁体験」「田舎味噌づくり体験」等の体験交流メニュー。

平成20年1月29～31日
可能なら2月23～25日

白浜町 ”熊野”体感ツアー
エコツーリズム、文化観
光、森林浴および食

・歴史や自然を現在に伝える「語り部」とともに熊野古道を歩く「熊野古道ウォーク」や、
地元の産業である川カニ漁体験、・シニア世代は熊野の食を体験。・若年や親子世代
はカヌーで熊野の自然を満喫できる。

平成19年9月下旬～10
月上旬

京田辺・和束・笠
置

「身体と心が響き会うQOL向上大人の合宿」IN京都山
古道

ヘルス、文化、QOL
ヒューマンパワーアップ

・同志社大学プロジェクト科目「京都型ニューツーリズムの開発と流通」クラスに学ぶ学
生が企画の主体。・「薬膳の調理と飲食体験」「江戸薬草サバイバル体験」「心とからだ
ほっこり茶体験」「竹炭作成と健康グッズ制作体験」「座禅、写経、行者体験」など。

平成20年1月

十津川 世界遺産　熊野古道と心身を再生するツアー エコ、ヘルス、文化観光
・源泉かけ流しの温泉で保養し、世界遺産の熊野古道で森林浴を満喫、奥深い山里の
食材で心身をリセット。・都市生活者と地域の住民が一緒になって、日本一広い村で
「心と体を癒し」「熊野古道の再生」のための道づくりに参加する。

平成19年11月5～7日

堺 「自由都市・堺」伝統産業体験モニターツアー 産業観光、文化観光
・刃物や線香など堺の伝統産業を素材とした「伝統産業ツーリズム」体験ツアー。・JTB
の支店主催の着地型日帰りツアーとして商品化し、京阪神など都市圏へ発信。・観光
コンベンション協会を中心に、商工会議所、まちづくりNPOなどが連携。

平成19年年12月１日～平成
20年年１月31日の間の20日

間
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地域 ツアータイトル 区分 概要 催行予定日程

日高・白浜・高野
山ほか

「糖尿病教育健康ツアー」
グリーン、ヘルス、ロン
グステイ、文化観光

・和歌山県立医大の同行医療スタッフや「観光健康指導士」などによる「観光医療ツ
アー」。・ツアー全般において健康、予防に効果的なものを提供。・商品自体の効果検
証に加えて、商品価値の向上と販売にかかるPR方法の確立を進展させる。

平成19年10月4日～8
日　5日間

白浜・川湯 「世界遺産で男をみがく健康増進プログラム」
グリーン、ヘルス、文化
観光

・地域の固有資源を最大限活用したグリーンツーリズム、及び文化観光の要素を含み
つつ、メタボリックシンドロームの該当者、予備軍を減少させることを目的としたヘルス
ツーリズムを創造。・旅行後のフォローも付加したプログラム。

平成19年12月初旬

京都・美山・伊根
父子で二人旅（おやこでさしたび）～京の奥深さを親子
で感じる～

ヘルスツーリズム、文化
観光

・3コースをモニターツアーとして実施。・「京都の町家と伝統文化体験」「知られざる京
都の魅力～京都隠れ里の旅～」「知られざる京都の魅力～京都で味わう海の幸～」・
ガイド（現地）とお客様の双方事前紹介システムを構築。・親子で同じ体験。

平成19年10月1日～12月20
日まで　毎週日曜発

牛窓
【心の洗濯】月と海のエッセンス「ムーンロード」と癒し
の町牛窓

ヘルスツーリズム、文化
観光

・「癒し体験」「元気回復体験」「歴史＆健康ウォーキング」「脳トレを兼ねた歴史見学」
「講和拝聴による地元の人との交流」「体にいい料理」「ストレス解消、リラクゼーション」
により、心と体と脳を活性させる。・グループインタビューによる調査も実施。

平成20年1月22～23日

大田
石見銀山歴史探訪（毛利元就の跡を訪ねて）と田舎体
験ツアー

グリーンツーリズム、文
化観光

・石見銀山遺跡において、毛利元就にスポットを当てた歴史学習型ツアーと、グリーン
ツーリズムの体験型ツアーを組合わせた新しい商品。・周辺の田舎ツーリズムの民泊
施設に宿泊し、海の料理づくりなどの体験メニューも楽しめる（宿泊希望者のみ）。

10月～12月中旬の毎
土曜

宇部・美祢・山陽小野
田 CSRツーリズム～秋吉石灰岩コンビナートを巡る～

エコツーリズム、産業観
光

・地域の代表的な地下資源である秋吉台の石灰岩について学ぶ、「持続可能な発展」
を希求する社会のニーズに対応した教育的要素の強い体験・学習型観光。・「地域案
内人」や「語り部」がガイドやナビゲーターとして同行。

平成19年11月21～22
日、11月29～30日

皆生 スリミングステイ　～３％美しくなる旅～
エコ、ヘルス、ロングス
テイ

・温泉で入湯による体脂肪率減少体験、地産品使用の中カロリー食。・ガイドが案内す
るエコツアー。・オプショナルツアーとして、ビーチウォークやシーカヤック、大山ハーフ
デーツアー、座禅体験などのメニューも。

平成19年10月28日～
30日

北広島
①八幡高原トレッキングツアー
②農家民泊と夜神楽見学ツアー

グリーン、エコ、文化観
光

①日本最南端の湿原群である「八幡湿原」でビギナーを対象としたトレッキング。地元
観光ガイドが同行。冬場はスノートレッキング。②競演大会とは一味違う奉納神楽。田
園に息づく郷土芸能。民宿では主が設ける宴席で過ごす。

①10月20日～11月11
日②10月20、27、11月

3日

美郷 美郷ヒーリングツアー グリーン、エコ、ヘルス
・美郷里山での山野草の摘み草体験（ガイドつき）と、摘み草を使ったマクロビオティッ
ク料理。・高開の石積み見学と、そばの刈り取り。そば打ち体験。・四季のメニューの中
から秋のメニューを実施。・農家民泊。

平成19年11月下旬～
12月中旬

四万十 地産地消のおもてなしツアー
グリーンツーリズム、ヘ
ルスツーリズム

・農家レストランでの田舎料理バイキングの昼食。・地元案内による四万十川支流。黒
尊渓谷の散策。・どぶろく特区での仕込み見学と手伝い。・清水サバの姿寿司づくり。・
地元案内語り部とのハイキング。・川、山、海の素材で観光と体験を楽しむ。

平成19年12月1日

別府・平戸ほか全8地
域

自分時間を豊かに過ごす、長期滞在の新しい旅「おと
なの長旅・九州」

ロングステイ
・長期滞在型観光／二地域居住のマーケット創造のため、九州８つの地域と民間事業
者等でコンソーシアムを設立。8つの地域で、23の滞在プログラムを用意して、受入れ
地のコンシェルジュの設置、大都市圏への情報発信、参加者の受入れを行う。

平成19年9～12月

桜島・城山
「感動案内人スペシャルプラン」「ＡＮＡかごしま歴史シンポジ
ウム・西郷隆盛～敬天愛人の道をゆく旅」(羽田・名古屋・大
阪発）

文化観光
・現地案内人のもと、西郷隆盛ゆかりの地を訪ねる旅。・現地宿泊施設などの協力によ
り、「西郷隆盛ゆかりの地や歴史を案内できる」ガイドの派遣あり。・その他体験・観光
メニューあり。

平成19年12月1日～3又は12
月1日～2日

天草 ～漁村に息づく信仰と暮らし～天草新キリシタン紀行 文化観光
・日本の歴史を変えた「天草・島原の乱」の本質と天草四郎の役割を史実に基づき郷
土史家が解説、さらに現在まで受け継がれた「キリシタン」信仰の姿を信者との交流を
通して体感できる特別なプログラム。・歴史文化に興味がある中高年層がターゲット。

平成19年12月1日～2日

南城 ゆがふ沖縄
グリーンツーリズム、文
化観光

・ゆがふは「世果報」と書き、豊かな世の中のことを指す。・沖縄文化発祥の地といわれ
る南城市で、沖縄文化の豊かさを感じ、史跡を訪ね、伝統芸能を見て、実り豊かな作
物に触れ体験する旅。・世界遺産斎場御獄を核にストーリー性をもった案内。

平成19年12月10日～
平成20年1月31日

多良間島 沖縄の原風景と芸能の島「多良間島」日帰りツアー 文化観光
・周遊型に加えて、多良間民謡や国指定の重要無形文化財「八月踊り」を紹介し、関係
する島民との交流を目的とした”新しい形の多良間島観光”を提案。・島内輸送の問題
を、宮古島から観光バスを持ち込むことで解消。

平成19年10月下旬～
12月上旬の土曜日

今帰仁 世界遺産で見る桜の花見と今帰仁産豚の健康料理
ヘルスツーリズム、文化
観光

・日本一早咲きといわれる世界遺産今帰仁城跡の桜をライトアップして楽しんでもら
う。・地元主体のイベントに育て上げることにより、来訪者に対しての目玉として定着さ
せる。・今帰仁村産の豚を使った料理を体験、健康と長寿についてのセミナーも開催。

平成20年1月下旬　4～
5本（予定）
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