
取組の効果
〇中部地方整備局管内港における取組の効果
・各港において受け入れ体制が整えられ、邦船３社による
国内クルーズ船の運航が行われた。

・9月28日には、常滑港への初寄港が行われた。

□2021年寄港回数：計３８回
名古屋港： １４回
清水港： ９回

四日市港： ７回
鳥羽港： ５回
三河港： ２回
常滑港： １回

課題 取組の成果

概要

観光ビジョン掲載施策

連携する省庁

取組方法

今後の取組方針

【 中部ブロック(航空・港湾WG)NO.5 】クルーズ船受入の更なる拡充に係る取組の成果

○安全・安心の確保

クルーズ船と受入港の安
全安心確保に係るガイド
ラインに基づいた受け入
れ体制が必要。

〇受入の相互理解の促進

港や周遊先における外国
クルーズ船寄港に対する
理解促進が必要。

○寄港地の対応不足

クルーズ船が寄港するた
めの港湾施設や、寄港に
伴い発生する諸課題への
対応が不足。

○ポートセールスの拡充
魅力ある背後圏のアピー
ルをはじめとした、更な
るポートセールスの拡充
が必要。

クルーズ船受入の更なる拡充

クルーズ船受入岸壁の整備や旅客ターミナル施設の整備をはじめ、みなとオアシスや港湾協力団体制度を
活用しハード・ソフト両面からクルーズ受入体制を拡充することで、北東アジア海域を世界的なクルーズ
市場に成長させ、クルーズ船の寄港を活かした地方創生を図る。

〈取組主体〉中部地方整備局、港湾管理者

〈取組内容〉

〇感染症拡大防止対策を徹底しての、国内クルーズ船運行

〇国際旅客船拠点形成港湾への指定により、官民の連携

〇クルーズ船受入が可能となる岸壁の整備

〇旅客船ターミナル施設や屋根付き通路の設置

〇クルーズ旅客と受入側が互
いに安心できるよう、感染
症対策等について船社・地
元の相互理解を促進する

〇外国人旅客の快適性、利便
性、安全性の確保を図る環
境整備

〇上質かつ多様な寄港地観光
を促進し、地域活性化に寄
与する取組

〇新型コロナウイルス感染症
の収束を想定した、クルー
ズ船誘致の新戦略を構築

2022年までのKPI
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課題 取組の成果

地域：鳥羽市内

概要

観光ビジョン掲載施策 2022年までのKPI

連携する省庁

取組の効果

取組方法

今後の取組方針

「地方創生回廊」の完備

増加傾向にある外
国人旅行者への案
内、表示、Wi-Fi
整備、外国人向け
の切符設定等の対
応が必要となって
いる。

＜取組主体＞鳥羽市
＜取組内容＞

○ 10種類の全国交通系ICカード及び
三重交通ICカード「エミカ」開始

＜取組時期＞令和３年１２月から
＜取組内容＞

○ デジタル周遊きっぷ
○ デジタル特典(期間限定大人用のみ)

＜取組時期＞
○ 新型コロナウイルス感染拡大の影響に

より開始日未定

・引き続き、キャッシュ
レス決済等新モビリティ
事業に対する支援を行う
とともに、MaaSサービ
スとの連携を促し、旅行
者に対しシームレスな移
動を提供できるよう利便
向上を高める取組を推進
する。

・乗り継ぎがスムーズに行えるようになった。
・感染症予防対策として接触機会の減少につながった。
・周遊きっぷを事前に購入することが可能になり、旅行
者にとって利便性向上となる。

キャッシュレス決済、デジタルきっぷの導入により、乗換え乗り継ぎに対するバリアを軽減
するとともに、地域クーポンの配布により地域内の周遊を促す。また非接触式として、感染
症対策にも配慮を行う。

【中部ブロック(二次交通WG) NO.２】旅行者の移動の円滑化を進めるデジタルきっぷ、キャッシュレ
ス決済の環境整備に係る成果
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課題 取組の成果

地域：南知多町

概要

観光ビジョン掲載施策 2022年までのKPI

連携する省庁

【中部ブロック(二次交通WG) NO.３】中部国際空港からのから観光地へ向かう直行バスツアーの
催行に係る取組の成果

取組の効果

取組方法

今後の取組方針

「地方創生回廊」の完備

・航空路線のダイ
ヤ変更に応じた、
路線バスの時刻、
ルート変更等の柔
軟な対応が必要。
・中部国際空港か
ら主要観光地に向
かう高速バスの利
便性向上が必要。

＜取組主体＞
知多半島観光事業協会

＜取組内容＞
○ 中部国際空港セントレアから南知多

（師崎港・内海）往復バス
※途中下車可能

○ スマホを使用したデジタルチケットの配布
－海っ子バス1日乗車券
－名鉄海上観光船（フェリー）乗車券
－割引クーポン

＜取組時期＞令和４年１月２日~３１日

・引き続き、空港から主要
観光地へのアクセス性の向
上を目指す二次交通への支
援を行うとともに、二次交
通と連動した観光イベント
の実施など、地域の観光資
源とタイアップし、地域観
光の高付加価値化を目指す
事業の取組について支援を
行う。

・ツアー区分による利用者属性分析、移動商品需要
調査二次交通整備の礎とする。

中部地方の空の窓口であるセントレアから南知多町への直行バスツアーの催行（実証実験）。
南知多町は直線距離ではセントレアから近いものの、電車でのルートでは、大回りとなっており、大
きな荷物を持っている環境客へは不便である。観光地まで直接バスを運行し、環境客の利便性を高め
るとともに、周遊ツアーを組み立て滞在を促す。
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観光ビジョン掲載施策 202２年までのKPI

連携する省庁

課題

地域：下呂市

・リニア中央新幹線開
通により、岐阜県駅
が中津川市に完成予
定。下呂温泉が位置
する下呂市と馬籠・
妻籠を有する中津川
市を結ぶ国道257号
は現状でも主要な連
絡道路であるが、リ
ニア開通後はさらな
る需要が見込まれる。

概要 リニア中央新幹線の岐阜県駅開通による観光需要増加に向けて下呂⇔中津川間の
直通による移動環境整備（実証運行）。現在の乗り継ぎが発生している路線バス
ルートの所要時間を最大で約２０分短縮する。

今後の取組方針

・ルート沿線の観光
資源・体験プログラ
ムのブラッシュアッ
プ
・アフターコロナに
向け、円滑にPRを
図れるよう、情報集
約及び素材制作を行
う。

取組の成果

・乗換なしで、中津川駅から下呂駅までのアクセスを確保したことで、旅客の利
便性を高めた。
・アンケートによる利用者評判は上々であるが、コロナの影響もあり利用者数が
低い。（46件中 中津川-下呂間乗車13% 1月26日現在）
・下呂温泉郷公式アプリを活用した顧客情報のデータ収集・分析により、今後
の継続運行に向けた検討につながる。

取組方法

＜実施主体＞南飛騨観光バス
＜取組内容＞
「ＧＥＲＯぐるライナー」
名古屋発、中津川経由の下呂温泉行きのバス
＜取組時期＞令和3年11月22日~令和4年2月20日

・ルート沿線の観光魅力向上を図るため、下呂・中津川の体験プロ
グラムを集約し、国内旅行者向けパンフレットを毎年制作。
・郡上・下呂・中津川で連携を図り、インバウンド向け体験プログラム
を集約し、オンラインサイトへの商品掲載を実施した。
・ルート沿線の動画制作を実施し、情報発信を行った。

取組の効果

4

「地方創生回廊」の完備

【中部ブロック(二次交通WG) NO.10】リニア中央新幹線中間駅を中心とした二次交通整備に係
る取組の成果

中津川市(にぎわい広場) 乗 10:20

下呂（JR下呂駅前） 降 11:40

下呂（JR下呂駅前） 乗 16:00

中津川市(にぎわい広場) 降 17:20



課題 取組の成果

概要

観光ビジョン掲載施策 2022年までのKPI

連携する省庁

【中部ブロック(二次交通ＷＧ) No.11】 観光周遊を促すため主要高速道路から
市街地までのデマンドタクシーによる二次交通整備に係る取組の成果

バス停から市街地までのアクセスを確保したことで
旅客の利便性を高めた。
実証運行年度には、年間805回の運行、利用
者も延べ1,381人に上った。
２020年度から本格運行を開始したが、コロナ
禍の影響により、289人（2021年11月末時
点）と昨年度と同様に利用者は低い状況にある。

取組の効果

取組方法

バス停から市街地までデマンドタクシーを運行。
・運行主体：郡上タクシー(株)
・実証運行：2019年 4月～（１年間）
・運行開始：2020年 4月～
・旅客範囲：郡上八幡インターバス停利用者

（高速バス）

今後の取組方針

「地方創生回廊」の完備

外国人個人旅行者（ＦＩＴ）の増加に伴い、高速郡上八幡インターバス停から郡上八幡市街
地までのデマンドタクシーを配備、運行することで郡上市内への周遊の利便性を高めた。

地域：岐阜県郡上市

郡上八幡インターバス
降口から市街地まで徒
歩３０分かかるため、ＦＩ
Ｔが郡上市内を周遊す
る際に不便を来してい
る。

2021年11月末時点で、昨年度の
利用実績を上回っており、感染状
況の落ち着きに合わせて、徐々に
利用者も増えてきている。引き続
き感染防止対策を図りながら、安
全な運行を行っていく。また、観
光連盟等と協力し、同路線の利用
を高めるための広報、周知活動を
実施していく。

2020年 1,200人
2021年 1,300人
2022年 1,400人

＜目標＞ ＜実績＞

2020年 281人
2021年 289人

（11月末時点）
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課題 取組の成果

地域：静岡市内

概要

観光ビジョン掲載施策 2022年までのKPI

連携する省庁

【中部ブロック(受入環境整備WG) NO.３】観光案内看板多言語化整備に係る取組の成果

○ 清水港客船寄港数
H28 外国船 11隻 （邦船 ６隻）
H29 外国船 31隻 （邦船 10隻）
H30 外国船 26隻 （邦船 ５隻）
R01 外国船 29隻 （邦船 ８隻）
※R02 コロナ下により寄港無し（邦船 ７隻）

○ 整備箇所数（看板、ｻｲﾝ含む）
H30 新節11 既存改修６
R01 新設２ 既存改修４
R02 新設２ 既存改修５

取組の効果

取組方法

＜取組主体＞静岡市観光交流文化局
＜取組時期＞平成30年４月～令和７年３月
＜取組内容＞
○各エリアにおける観光案内サイン整備計画の策定
○整備計画に沿った多言語案内サインの整備

今後の取組方針

通信環境の飛躍的向上と誰もが一人歩きできる環境の実現
2021年 １エリア(蒲原由比)
2022年 １エリア(丸子）

＜目標＞

整備エリア数

＜実績＞
2018年 清水港周辺

静岡駅周辺
2019年 三保１
2020年 三保２

市内における観光案内看板の多言語化整備を実施
駅や港などの起点から目的地までシームレスな多言語環境実現を目指す

○ 清水港に寄港する外
国客船の乗客が、下船し
た地点から周辺観光施設
等への回遊を促進するた
めに実施した事業スキー
ムを他のエリアに横展開

○ 看板という媒体の特
性上、内容の定期的な更
新、看板躯体の老朽化、
看板等の設置場所の占用
管理等を含め、適正に維
持管理し続けること

○ 通信環境の向上等に
寄与した媒体（デジタル
サイネージ）やWEBコ
ンテンツ等への誘導

令和６年度に整備対象エリアの整
備を完了予定

・静岡市における観光案内サイン
整備・維持管理のためのガイド
ラインの策定

・来訪者のほぼ全員がスマート
フォンでいつでも検索できる時
代にあった案内サインの在り方
を検討

（2023年(日本平) 2024年(興津)）
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＜取組主体＞太平洋岸自転車道NCR指定推進協議会
〔関東・中部・近畿地方整備局、6県２政令市〕

＜取組時期＞平成３０年～
＜取組内容＞

○ 走行環境整備
○ 受入環境整備
○ 情報発信強化
○ イベントでのPR

概要

観光ビジョン掲載施策 2022年までのKPI

連携する省庁

【中部ブロック(受入環境整備WG) NO.５】太平洋岸自転車道に係る取組の成果

取組方法

今後の取組方針

広域観光周遊ルートの世界水準への改善

国土交通省

○太平洋岸自転車道は、千葉県銚子市を起点として神奈川、静岡、愛知、三重、和歌山県の各太平洋沿岸を走り、和歌山
県和歌山市に至る延長約１，４８７ｋｍの自転車道。

○令和3年5月31日ナショナルサイクルルートに指定。自転車を通じて優れた観光資源を有機的に連携するサイクルツー
リズムの推進により、日本における新たな観光価値を創造し地域創生に資する。

取組の成果課題

地域：千葉県～和歌山県

○ 各道路管理者が地域
の実情に応じ自転車通行
空間の整備を行ってきた
結果、統一感が無いなど、
効果が十分に発揮できて
いない。

【太平洋岸自転車道ルート】

○ 各地でサイクルイベント開催
静岡県：12イベント
愛知県：２イベント
三重県：２イベント

○ 各県詳細版ルートマップ作成
○ 太平洋岸自転車道HPの充実
ルートのダウンロードファイルを公表

取組の効果

○ 太平洋岸自転車
道利用者のニーズに
対応した走行環境、
受入環境の更なる充
実。

○ ポータルサイト
やサイクリングマッ
プ等の充実

○ サイクリストの
力量・スキルに応じ
たルート設定

○ 官民が連携した
協議会による定期的
なフォローアップを
実施

詳細版ルートマップ

サイクリングスタンプラリー

観光価値を創造し、地域創生に寄与する「ナショナルサイクルルート」の指定
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観光ビジョン掲載施策 202２年までのKPI

連携する省庁

【中部ブロック(受入環境整備WG) NO.10】
災害時における安全・安心確保のための体制構築に係る取組の成果

「地方創生回廊」の完備

課題

全般

・地震・風水害・雪害
等、日本において災害
はいつどこで遭遇する
かわからず、また、線
状降水帯による集中豪
雨、台風の襲来等によ
る被害の頻発化や激甚
化に伴い、災害時にお
ける外国人旅行者の安
全・安心確保に向けた
対応については、事前
準備や発災後の対応等、
自治体を中心に観光関
係者等が連携して対応
できる体制作りが望ま
れている。

概要 災害時において安全・安心確保のための体制構築を目的に、宿泊事業者・交通事業者等、業種ごとに既に作成さ
れている対応マニュアルを活かしつつ、大雨による土砂災害の観点から岐阜県下呂市、南海トラフ地震・津波の
対応の観点から三重県志摩市において、自治体を核とした観光関係者等での体制構築の検証等を行う。

今後の取組方針

・令和３年度の成果
物となる「災害時に
おける外国人旅行者
の安全・安心確保の
ために体制構築につ
いてのガイドライ
ン」を自治体や観光
関係事業者に会議等
の機会を捉え、広く
活用いただけるよう
に取り組む。

取組の成果

・地域全体で取り組むべき災害体制構築までの課程や役
割分担のポイント等をまとめた実践的なガイドラインを
作成予定

取組方法

＜取組主体＞
中部運輸局、自治体（岐阜県下呂市、三重県志摩市）、観
光関係者（観光地域づくり法人、JNTO認定観光案内所、
宿泊事業者、観光施設等）、交通事業者等
＜実施時期＞令和３年７月～令和４年３月
＜取組内容＞
〇現在の対応状況や課題の確認・整理
○関係者意見聴取のための検討会の実施
〇モニター調査
〇実践的なガイドラインの作成 【モニター調査の様子】

取組の効果

８



課題 取組の成果

地域：名古屋市内

概要

観光ビジョン掲載施策 2022年までのKPI

連携する省庁

【中部ブロック(受入環境整備WG) NO.11】ホテル誘致に係る取組の成果

取組の効果

取組方法

今後の取組方針

宿泊施設不足の早急な解消及び多様なニーズに合わせた宿泊施設の提供 ＜実績＞

2020年度 １件
2021年度 ２件
※2022年度以降未定

市内にハイレベルな国際会議の開催や海外の富裕層旅行者等の誘致及び都市のブランド力
向上に資する高級ホテルの誘致を推進する。

①高級ホテルの不足

高級ホテルは本市が国際都市
として発展していくうえで、
不可欠な社会インフラの1つで
あるが、現状、本市内に数件
しか立地していない。

②スイートルームの不足

国際会議等に参加する要人の
宿泊場所となるスイートルーム
が不足している。
(2018年時点で67室)

③観光消費額が他都市へ流出

2000年に名古屋マリオットア
ソシアホテルが開業して以降、
市内では国際的ブランドを含む
高級ホテルの立地が進んでいな
い。

・本市が掲げる高級ホテルの補助要件を満たした
新築の高級ホテルに対して、固定資産取得費用
の10％に相当する額を補助
(1件あたり最大10億円の補助：県市連携事業
である為、最大10億円)

・高級ホテルの事業認定を受けた物件に対して、
都市計画制度により容積率緩和等、規制緩和
措置を実施。

・令和2年4月に施行した「名古屋市高級ホテル
立地促進補助金」制度を運用し、3件の評価員
会を開催。３件認定済。

「名古屋市高級ホテル立地促進
補助金」の事業期間が2023年3
月末であることから、引き続き
高級ホテル誘致に向け引き続き
事業者等に向けた宣伝誘致活動
を行っていく。

第１号認定ホテル
9



課題 取組の成果

概要

観光ビジョン掲載施策 2022年までのKPI

連携する省庁

【中部ブロック(受入環境整備WG)NO.15】道の駅と民間企業(ホテル)との連携による成果

〇2021年までに、６箇所でホテル開業
〇ホテルと連携し地域が特色あるサービスを展開

取組の効果

取組方法

今後の取組方針

民間のまちづくり活動による「観光・まち一体再生」の推進

国土交通省

○観光、地域づくりについて、地域の農林水産物等の販売、着地型観光などにおいて、「道の駅」の活用が望まれている
○「道の駅」と「民間企業」の連携により、「道の駅」に隣接した宿泊特化型ホテルを拠点とした滞在型観光を提案

地域：地方部の道の駅周辺地域

〇道の駅第３ステージ（2020～
2025年）では、「地方創生・
観光を加速する拠点」へネット
ワーク化で活力ある地域デザイ
ンにも貢献することをコンセプ
トに展開（道の駅と民間企業等
との連携により元気に稼ぐ地域
経営の拠点として力を高め、新
たな魅力を発信）

○道の駅と民間企業が連携し、
「道の駅」を旅の通過点でなく
滞在型観光の拠点として提案

＜取組主体＞道の駅（関係地方公共団体）
民間企業（積水ﾊｳｽ、ﾏﾘｵｯﾄｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ）

＜取組時期＞2020年（ホテル開業） ～ 継続中
＜取組内容＞
○民間・行政の連携による「道の駅」に隣接した、宿泊特化型
ホテルの整備・運営

○宿泊者への道の駅での体験・食事等の提供

○引き続きホテル運営に加えた、地域
の特色ある取組（宿泊者へのサービス
の提供）を各道の駅で展開

新たな道の駅ネットワーク

（例）道の駅パーク七里御浜

地域食材を使った食事を道の駅で調理・提供

（例）道の駅みのかも

周辺散策ができるよう電動レンタサイクルを道の駅で用意
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課題 取組の成果

地域：中部運輸局
管内及び周辺
地域

概要

観光ビジョン掲載施策 2022年までのKPI

連携する省庁

【中部ブロック(観光資源魅力向上WG) NO.4】
地域の観光資源を活用した訪日プロモーション事業に係る取組の成果

渡航制限もあり、現地でのプロモーションの実施が難し
い中でもWEB等を活用した情報発信、オンラインセミ
ナーの開催等により、訪問先として当該地域の認知を高
めることができた。

取組の効果

取組方法
＜取組主体＞
中部運輸局、自治体、DMO、交通事業者、
その他関係協議会等

＜取組時期＞
令和3年6月～令和4年3月

＜取組内容＞
○WEB等を活用した情報発信
○メディア、KOL招請
○旅行博への出展
○オンラインセミナーの開催

今後の取組方針

インバウンドの観光促進のための多様な魅力の対外発信強化

観光庁

引き続き新型コロナウイルスに関
する市場国や国内の感染拡大状況
を注視し、コロナ感染収束後のイ
ンバウンド回復を見据え、ＤＸ等
先進的な技術を活用したコンテン
ツや受入環境等を発信する事によ
り、市場国から旅行先として選ば
れる地域として訴求していく事を
検討する。

地域の観光資源について熟知している地方運輸局が自治体や交通事業者を含む民間等と広域かつ機動的に連携し、
JNTOのノウハウ等を活用しつつ、戦略的なプロモーションを実施し、訪日外国人旅行者の中部地域への誘客を促進
する。

新型コロナウイルス
感染症拡大の影響で、
外国人旅行者が訪日
できない状況が続い
ている中で、いかに
して地域の観光資源
の魅力を発信し、ポ
ストコロナの誘客に
繋げていくかが課題
となっている。

KOL招請 WEBでの情報発信
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【中部ブロック(観光資源魅力向上WG)NO.4】
東京五輪を活用した静岡県の魅力発信に係る取組の成果

取組方法

取組の成果課題

地域：静岡県内

観光ビジョン掲載施策 2022年までのKPI

連携する省庁

インバウンドの観光促進のための多様な魅力の対外発信強化

概要

取組の効果

今後の取組方針

自転車競技開催地という
強みをを今後の誘客促進
につなげる

○海外営業代行を通じたプ
ロモーション
各国の雑誌社等に対して、

商談会やニュースレターに
より、本県情報を提供

○大会後のインバウンド誘客
促進
・サイクルツアー商品の造成
（現地ガイドと巡る富士山周
辺サイクリングなど）

新型コロナウイル
ス感染症の拡大に
より、海外からの
観客が受入が制限
される中で、自転
車競技開催地であ
り、サイクルリス
トにとっても、訪
れる価値のある本
県の魅力を、海外
にどのように伝え
るか

＜取組主体＞静岡県、静岡ツーリズムビューロ（県観光協会）

＜取組時期＞令和３年７月～９月
＜取組内容＞

①宿泊施設と連携したメディアキット配布
県内の宿泊施設７カ所に1,342セット配布

（メディアキット：観光パンフレット、市町提供の動画や
写真（USBキット）等をまとめた観光素材セット）

②JNTO（日本政府観光局）と連携した情報発信
東京都メディアブースへの出展（2日間）
場所：東京スポーツスクエア

③海外営業代行を通じた情報発信

東京2020オリンピック・パラリンピックの開催に際して、海外からの観客が制限される中、大会

後の観光誘客拡大につなげるため、静岡県を取材に訪れた海外メディアに向けて本県の魅力
を発信する取組を展開 した

「静岡がサイクリストに魅力的な地である」
などの話題で海外メディアに掲載 21件
（新聞、旅行雑誌、SNS等） 掲載例

（英Travel Daily) 1２



課題 取組の成果

コロナ禍において新しい旅のスタイ
ルとしてのサイクリングの価値も見
直されており、サイクルツーリズム
の推進は、インバウンドの本格的
な再開等を見据え、訪日外国
人旅行者等に向けた観光地とし
ての更なる魅力向上に繋がるも
のである。一方、これまで、サイク
リングを目的に伊豆半島を訪れ
た訪日外国人旅行者は極めて
限定的であることに加え、国内旅
行者に向けても、サイクリングロー
ドを拠点とした魅力的なサイクリ
ング周遊コンテンツを十分に提供
できていないことから、現状ではご
く限られた時間内でサイクリングを
楽しむことに留まり、滞在の長期
化や消費の拡大に繋がっていな
い。

概要

観光ビジョン掲載施策 2022年までのKPI

連携する省庁

【中部ブロック(観光資源魅力向上WG) NO.7】
観光地域動向調査事業に係る取組の成果

整理・分析した結果を基に、各地域へ共有することで、
当該地域の関係者が一体となった取組を促進し、観光
地としての魅力向上へ繋げる。

取組の効果

取組方法

＜取組主体＞中部運輸局
＜取組時期＞令和3年11月～令和4年3月
＜取組内容＞
○サイクルツーリズムの取組状況調査
○観光資源の洗い出し及び整理のための調査
○宿泊施設・観光施設等へ受入状況等の調査

調査結果を基に、伊豆半島でのサイクルツーリズムの推
進及び新たな旅のスタイルに対応した周遊コンテンツ造
成等に向けた課題等を整理・分析する。

今後の取組方針

広域観光周遊ルートの世界水準への改善

観光庁

伊豆半島各地域におけるサイクリング周遊コンテンツの造成やサイクルツーリズムの推進
に繋げるため、サイクルツーリズムの取組状況等の調査を実施する。

・サイクリングロードを拠点に、
伊豆半島の食や文化・自然等観
光資源を効果的に取り入れたサ
イクリング周遊コンテンツの造
成に繋げる。
・本事業の成果をサイクリング
ロードの整備等に取り組む他の
地域関係者に共有することによ
り、日本各地でのサイクルツー
リズムの推進に繋げる。
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課題 取組の成果

概要

観光ビジョン掲載施策 202２年までのKPI

連携する省庁

【中部ブロック(観光資源魅力向上WG) NO.8】
訪日グローバルキャンペーン等に対応したコンテンツ造成に係る取組の成果

・中部運輸局管内の観光地域づくり法人との連携により２事
業を実施。欧米豪の訪日無関心層及びアジア市場に訴求
する滞在コンテンツを造成。
・県市町村、民間団体、事業者等とも十分に調整し、専門
家及び外国人アドバイザーの助言のもと、訪日外国人旅行
者が参加可能な着地型ツアー･体験プログラム造成及びガイ
ド案内や充実した外国語表記など受入体制の整備の実施に
より、地域の旅行商品が充実。

取組の効果

取組方法

地方運輸局と観光地域づくり法人が連携して、訪日グローバ
ルキャンペーン等に活用できる新たな滞在型コンテンツを全国
各地域に創出するため、以下の取組を実施。
・事業対象の地域の観光資源の掘り起こし
・地域資源を活用したコンテンツの企画・立案
・モデルツアーの実施
中部運輸局では以下の２事業を実施。
①福井のZEN（禅）と食文化を活用した
福井Happiness日本文化体験プログラム造成事業
②奥三河の地域資源を活用した体験型コンテンツ造成事業

今後の取組方針

広域観光周遊ルートの世界水準への改善

観光庁

全国各地域で世界的な競争力を有する魅力ある観光地域づくりを促進するため、国と観光地域づくり
法人が連携し、訪日グローバルキャンペーン等に活用できる優良なコンテンツの造成を推進する。

欧米豪市場を中心とした、
海外旅行には頻繁に行く
が日本を旅行先として認
知・意識していない層を
ターゲットとした「Ｅｎ
ｊｏｙ ｍｙ Ｊａｐａ
ｎグローバルキャンペー
ン」等に活用できるコン
テンツが不足している状
況を踏まえ、新たな滞在
型コンテンツを各地域に
創出することが求められ
ている。地域内の消費額
向上や滞在日数の増加に
つながり、かつ、自地域
でしか体験できない現地
に訪れる動機となるよう
な付加価値の高いコンテ
ンツの造成が必要。

2019年度 2020年度 202１年度
・事業数 １３ ３ ２
・コンテンツ造成数 １０５ １２ １５

平成31年度から3年間に渡って取り組み、中
部管内18地域で132のコンテンツを造成し
た。国の主導による訪日グローバルキャン
ペーン等に対応したコンテンツ造成の取組
は令和3年度で終了する。
造成したコンテンツは各地域が主体となっ
て販売し、販売状況を踏まえて継続的な改
善を行う。
事業成果についてはHP等で公表し、他地域
での取組を促すこと等により、各地での更
なる旅行消費の拡大を図る。

（実績）

②奥三河の地域資源を活用した
体験型コンテンツ造成事業
「ここでしか採れない
セリサイトを使ったファンデー
ション作り体験」

①福井のZEN（禅）と
食文化を活用した福井
Happiness日本文化
体験プログラム造成事業
「紙の神様、岡太神社の参拝と
岩野平三郎製紙所（紙漉き見学）」 1４



課題 取組の成果

概要

観光ビジョン掲載施策 2022年までのKPI

連携する省庁

【中部ブロック(観光資源魅力向上ＷＧ) NO.10】
国立公園の「ナショナルパーク」としてのブランド化に係る取組の成果

＜期待される効果＞
○訪日外国人の受け入れ体制強化
○幅広い利用者層の獲得
○景観改善
○情報発信力強化 等

取組の効果

取組方法
＜取組主体＞伊勢志摩国立公園地域協議会
＜取組内容＞（協議会構成員の取組から抜粋）
○トイレの洋式化
○地域観光資源の多言語解説整備支援事業（観光庁事業）の活用
○ワーケーションの推進
○エコツーリズムの推進
○通景伐採
○海岸漂着物の除去・啓発活動
○横山ビジターセンター内部展示改修
○SNSによる情報発信 等

今後の取組方針

国立公園の「ナショナルパーク」としてのブランド化

環境省、国土交通省、観光庁

受け入れ環境の向上

○交通アクセス等の充実
○ユニバーサルデザイン
（多言語化含む）
○プログラムの提供体制

観光コンテンツの向上

○コンテンツの磨き上げ
○多様なコンテンツ造成

景観の保全

○眺望を阻害している樹木
○海岸・海中ゴミの対策

情報発信の強化

○国内外への効果的な情報発信

伊勢志摩国立公園の魅力を高めるとともに、訪日外国人旅行者だけではなく国内旅行者もターゲットにし
た上で、国内外からの利用者を回復させることを目指して「伊勢志摩国立公園ステップアッププログラム2025」を策
定。本プログラムに基づき、数多くの取組が多様な主体により実施された。

「伊勢志摩国立公園ス
テップアッププログラム
2025」に基づき、各者連
携して引き続き課題解決
のための取組を実施する。

伊勢志摩国立公園の訪日外国人利用者数＜目標＞

COVIT-19の影響前と
同等レベルまでに回復させる

伊勢志摩国立公園
ステップアッププログラム2025

2019年 7.1万人
↓

2025年 7.1万人

横山ビジターセンター
（令和４年3月に内部展示改修完了予定）
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課題 取組の成果

概要

観光ビジョン掲載施策 202２年までのKPI

連携する省庁

【中部ブロック(魅力向上WG) NO.16】
アドベンチャーツーリズム推進にかかるコンテンツ等造成に係る取組の成果

・中部運輸局管内の観光地域づくり法人（DMO)及び
観光関係団体との連携により３事業を実施。
・専門家及び外国人アドバイザーの助言のもと、地域の
自然・文化といった地域資源を活用し、日本の本質を深
く体験・体感できるコンテンツの造成及びガイド案内や充
実した外国語表記など受入体制の整備の実施により、消
費機会の拡大及びアドベンチャーツーリズムの推進を図る。

取組の効果

取組方法

地方運輸局と観光地域づくり法人（DMO）や観光関
係団体等が連携して、アドベンチャーツーリズムを推進する
するため、以下の取組を実施。
・外国人や専門家からの意見聴取
・日本の本質を深く体験・体験できるコンテンツの企画・
立案
・モデルツアーの実施

今後の取組方針

新たな観光資源の開拓

観光庁

2021年度
・コンテンツ造成数 11
・旅行商品企画数 11
・広域ツアー造成数 5

ウィズ・コロナ時代にお
いて、観光においても密
集を回避した旅行形態の
変化が求められる中で、
自然・文化といった我が
国の豊富な地域資源を活
用し、日本の本質を深く
体験・体感できるアドベ
ンチャーツーリズムを推
進することは、富裕層等
新たなインバウンド層へ
の訴求力が高い体験型観
光コンテンツ等を各地域
で創出することにより、
地方部を含めた全国各地
における消費機会の拡大
に繋がることが期待され
ている。

アドベンチャーツーリズム推進のため、観光地域づくり法人（DMO)や観光関係団体等の関係者と連
携しながら、富裕層等新たなインバウンド層に訴求する滞在コンテンツを造成。

・事業成果についてHP等で公表し、
他地域での取組を促すこと等によ
り、各地での更なる旅行消費の拡
大を図る。
・造成したコンテンツは、観光地
域づくり法人や観光関係団体等地
域の関係者が連携しながら継続実
施していく中で、新たな課題抽出、
更なる磨き上げや、販路の拡大を
図っていく。
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○中部管内において4箇所で取組を実施。
・神島地区（静岡県伊豆の国市）にお
いて、高水敷整正を実施。

・愛西地区（愛知県愛西市）については、

ワンド整備を実施。

○R3.3に、大井川蓬莱橋右岸かわまちづくり
計画、ぎふ長良川鵜飼かわまちづくり計画を登
録。

これまでに、直轄河川18箇所、補助河川8箇
所のかまちづくり計画を登録し、基盤整備等の
支援を実施または実施中。

○河川敷地占用許可準則に基づく、都市地
域再生等利用区域はこれまでに直轄河川6箇
所、補助河川6箇所を指定。

概要

観光ビジョン掲載施策 2022年までのKPI

連携する省庁

【中部ブロック(観光資源魅力向上WG) NO.18】かわまちづくりによる取組の成果

取組方法

今後の取組方針

景観の優れた観光資産の保全・活用による観光地の魅力向上

○かわまちづくりは、河口から水源地まで様々な姿を見せる河川とそれに繋がるまちを活性化するため、地域の景観、歴
史、文化及び観光基盤などの「資源」や地域の創意に富んだ「知恵」を活かし、市町村、民間事業者及び地元住民と河川
管理者の連携の下、河川空間とまち空間が融合した良好な空間形成を目指す。

取組の成果課題

○河川空間とまち空間が融合
した良好な空間形成し、地域
活性化および観光地として魅
力を向上させる必要がある。

＜ソフト対策＞
優良事例等に関する情報提
供のほか、河川敷のイベント広
場やオープンカフェの設置等、
地域のニーズに対応した河川
敷地の多様な利用を可能とす
る「都市・地域再生等利用区
域」の指定等を支援する。
＜ハード支援＞
治水上及び河川利用上の安
全・安心に係る河川管理施設
の整備を通じ、まちづくりと一体
となった水辺整備を支援する。

○取組地区がさらに
増えるよう支援を継
続

リバーポートパーク
（木曽川/美濃加茂市）

1７



【中部ブロック(観光資源魅力向上WG) NO.19】インフラツーリズムよる取組の成果

課題 取組の成果

【課題１】
新型コロナウイルス
感染症に伴い一定期
間の受入休止を強い
られるなど、断続的
な対応が続く中、
「旬な現場」の見学
を希望する方への対
応が必要。
【課題２】
○コロナ禍で見学者
数が減る中、より多
くの方に「旬な現
場」に興味を持って
もらうことが必要。

※約１／１０に減少
・R元年度 約10,000人
・R2年度 約 900人

概要

観光ビジョン掲載施策 2022年までのKPI

連携する省庁

○旬な現場動画再生回数 約1,200回（掲載から1ヶ月）

取組の効果

取組方法
＜取組主体＞国土交通省中部地方整備局
＜取組内容＞
【課題１への対応】
○旬な現場の動画制作・公開（YouTube）
［設楽ダム建設事業、災害対策機械］
○３Dバーチャル見学サイトを開設（丸山ダム・矢作ダム）
【課題２への対応】
○情報発信の強化（パンフレット・ホームページ）

今後の取組方針

魅力ある公的施設・インフラの大胆な公開・開放

○国土交通省では、社会資本の役割や重要性を知っていただくため、普段入ることのできない工事現場

やダムなどの施設を見学できる「インフラツーリズム」の積極的な取組を実施。

○中部地方整備局では、「旬な現場」として管内の５６箇所の現場や施設を一般の方に公開。

「旬な現場」の動画

丸山ダム
３Dバーチャル見学サイト

パンフレット・ホーム
ページの表紙や特集
ページで四季折々の
魅力を発信

下記取組を継続する。
○旬な現場の動画制作・公開
○３Dバーチャル見学
○情報発信の強化
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