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「地域資源を活用した観光地魅力創造事業」の支援地域を選定しました 

 ～地域の魅力を高める取組みを支援します～ 
 

 

観光庁では、地域の観光資源を世界に通用するレベルまで磨き上げることを目的として、地

域の関係者が総力を結集し、地域づくり施策と観光振興策を一体で実施する取組みを支援して

います。 

平成 27 年度より「地域資源を活用した観光地魅力創造事業」を開始し、今年度においては、

4 月 28 日から 5 月 27 日まで事業対象地域の公募を行い、このたび、全国 34 地域が選定され、

中部運輸局管内からは、以下の 2地域が選定されましたのでお知らせします。 

 今後、選定された地域について、その土地の自然や歴史・文化、食などの資源を活用した、

滞在コンテンツの充実・強化、受入環境整備、交通アクセスの円滑化などの取組みに対して、

中部運輸局と地域が一体となり事業を支援（必要な経費の総額の 2 分の 1 以内の金額を予算の

範囲内で負担）し、地域の魅力を高めます。 

 なお、全国の選定地域等は、別紙資料をご覧ください。 

 
【中部運輸局管内で選定された2地域】 

主な事業実施地域 申請者（協議会名） 地域づくりのテーマ･コンセプト 
福井県小浜市 まちづくり小浜推進 

協議会 
『若狭湾の食と伝統的町並みを生かした 

小浜市の地域活性化』 
 ～鯖街道（日本遺産）の起点であった賑わいを 

体感できる滞在型観光地への創生～ 
愛知県西尾市 にしお観光まちづくり 

協議会 
『ずっと遊んでいたい西尾』 

～「西尾らしい・ならでは」を活かした滞在および 
周遊型観光の推進～ 

 
別添資料 
 別紙１ ：支援選定地域一覧 
 別紙２ ：支援選定地域一覧（日本地図） 
 別紙３ ：地域資源を活用した観光地魅力創造事業 事業概要 

 

＜お問い合わせ先＞ 
中部運輸局 観光部 観光地域振興課 

担当   渥美、山本 
TEL：０５２－９５２－８００９（直通） 

＜同時発表＞ 
静岡県県政記者クラブ、福井県県政記者クラブ 



番号 都道府県 主な事業実施地域
申請者

(協議会名）
地域づくりのテーマ・コンセプト

1 北海道 木古内町 木古内町観光推進協議会（仮）
『１８０年の時を紡ぐ、今を生きる観光まちづくり』
～伝統神事で願う新しい人生（たび）のはじまり～

2 北海道 倶知安町 倶知安夏季スキー場利用推進協議会
『ニセコサマーステイ』
～夏のスキー場利用によるマウンテンリゾート活性化の確立にむけて～

3 北海道 帯広市 十勝ファームツーリズム等推進協議会
『「食・農・野」融合型の体感・滞在型ツーリズムの推進』
～ダイナミックな帯広エリアで感動の瞬間(とき)を～

4 北海道 釧路市 釧路インバウンド誘致推進協議会
『Ｓｕｐｅｒ　Ｆａｎｔａｓｔｉｃ　ＫＵＳＨＩＲＯ』
～世界トップクラスの自然に抱かれ自然と共生文化を体感するカムイの休日～

5 青森県 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢白神グリーンツーリズム推進協議会
『津軽藩物語』
～北前船で栄えた津軽藩の白神街道を訪ねる　～

6 福島県 会津若松市 会津若松市国際観光推進協議会
『サムライ文化と商人文化が息づく魅力ある城下町』
～東北の城下町を探訪する～

7 福島県 福島市 ふくしま健康レシピ開発協議会
『阿武隈峡を利用した運動・健康ツーリズム』
～クライミングスポーツとウォーキングを軸とした観光拠点整備事業～

8 栃木県 日光市
鬼怒川・川治温泉
インバウンドまちづくり塾

『温泉宴会文化と豊かな自然が織りなす“東京の奥座敷”体験』

9 群馬県 富岡市 富岡市観光資源活用協議会
『富岡製糸場を核としたインバウンド向け観光魅力の発信』
～外国人観光客を誘客し周遊できる地盤づくりの促進～

10 東京都 千代田区 AKIBA観光協議会
『日本最古にして最大のメディアタウン - 秋葉原 - 』
～戦後から現代までのメディアの歴史と変容を秋葉原文化から「見て」「感じて」「体験す
る」観光事業の創造～

11 東京都 品川区 天王洲活性化懇談会
『水辺空間魅力創造事業』
～水辺環境を生かしたリゾートアイランド計画・都心型の観光地創造～

12 新潟県 妙高市 妙高観光推進協議会
『観光地　妙高の復活』
～妙高版DMOによる観光地域づくり～

13 長野県 山ノ内町 WAKUWAKUやまのうち　まちづくり協議会
『温泉資源等を活用した、山ノ内町の地域活性化』
～スノーモンキーをフックとした、国内外からの誘客促進～

14 長野県 松本市 松本市アルプス観光協会
『アルプス山岳郷DMO主導による国立公園の周遊観光の確立』
～エコウォーク＆サイクルを軸としたカーフリーリゾート形成に向けて～

15 長野県 阿智村 阿智村版DMO推進協議会
『日本一の星空』のブランディングによる世界水準のＤＭＯの構築と観光を
基軸にした持続可能な地域づくりの推進

16 富山県 立山町 立山町マーケティング推進協議会
『立山信仰が奏でる音と水の安らかなひととき』
～誰もが安心・快適に過ごせる環境づくりを目指して～

17 愛知県 西尾市 にしお観光まちづくり協議会
『ずっと遊んでいたい西尾』
～「西尾らしい・ならでは」を活かした滞在および周遊型観光の推進～

18 福井県 小浜市 まちづくり小浜推進協議会
『若狭湾の食と伝統的町並みを生かした小浜市の地域活性化』
～鯖街道（日本遺産）の起点であった賑わいを体感できる滞在型観光地への創生～

19 京都府 京都市 元離宮二条城・魅力創造推進協議会
世界遺産・二条城の観光コンテンツとしての質向上
～二条城が牽引する文化財の観光資源としての開花～

20 京都府 木津川市 木津川市プロデュースプロジェクト
『KAMO（加茂） ni  Come on　幻の都 恭仁京（くにきょう）があった木津川市を舞台に同志
社大学生が木津川市内中学生と挑む インバウンド事業』

21 京都府 宮津市 海の京都天橋立地区協議会
『海のみやこの物語』
～天橋立まち灯り～

22 大阪府 箕面市 箕面観光魅力創造事業推進協議会
『箕面版着地型観光推進事業』
～箕面ならではの観光地域づくり～

23 奈良県 明日香村 明日香観光マーケティング会議
『「日本発祥の地」を体験するためのプログラム改善プロジェクト』
～日本トップクラスの文化財・歴史的風土の村が一丸となって、滞在型観光地としての魅
力強化に向け取り組む～

24 和歌山県 白浜町 ALL白浜“ここでしかできない旅”実行委員会
『南紀白浜温泉の魅力を活かしたインバウンド観光の促進』
～ALL白浜で外国人旅行者の満足度･リピート率向上に取り組む～

25 鳥取県 倉吉市 倉吉まち魅力開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ実行委員会
『ポップカルチャーの活用による世界に直結するまちづくり』
～レトロとクールの融合・調和による観光誘客～

26 広島県 安芸太田町 三段峡Re-Bornﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ準備委員会
『特別名勝「三段峡」新生プロジェクト』
～開峡から100年、今後も「癒しの峡谷」として後世に残すために～

27 山口県 萩市 萩観光魅力創造推進協議会
『萩まちじゅう博物館で体感するゆったり・じっくり観光』
～　明治維新150年に向けた誘客促進　～

28 山口県 防府市 防府市観光資源活性化協議会
『“幸せます”のまちづくり』
～幕末維新から現代へ～

29 愛媛県 松山市 松山はいく国際化推進委員会
『HAIKU（国際俳句）ブランディング事業』
～世界へ、そして１００年後の未来へ　俳都・松山がいま動き出す～

別紙１



番号 都道府県 主な事業実施地域
申請者

(協議会名）
地域づくりのテーマ・コンセプト

30 佐賀県 有田町 有田観光まちづくり協議会
『400年の歴史が育んだ文化・ひと・食が“うつわ”に拡がる 有田旅百貨』
～観光まちづくりに向けた新たなARITAの魅力づくり～

31 長崎県 長崎市 長崎市アジア・国際観光推進に係る官民連携協議会
『世界遺産登録候補資源と関連資産を活用した観光地の魅力創造』
～新たな魅力創造と持続可能な受入態勢の整備～

32 宮崎県 日南市 日南市観光推進連携協議会
『ようこそ日南へ！外国クルーズ船寄港を生かした地域活性化』
～外国人観光客への快適な観光地づくりと体験型・交流型観光の推進～

33 鹿児島県 指宿市 いぶすきの農漁村力協働推進協議会
『路線バス×お得なチケット⇒指宿INAKA深発見プログラム開発プロジェクト』
～外国人観光客をも魅了する指宿市農漁村エリアの集客交流事業の確立～

34 沖縄県 竹富町 八重山諸島星空information H2O
星空ホスピタリティ・滞在型観光と世界発信
～国内初・星空保護区プロジェクト～



H28 地域資源を活用した観光地魅力創造事業 採択地域（全34件）

新規案件

【記載事項】

京都市

木津川市

宮津市

萩市

防府市

倉吉市

安芸太田町

松山市

竹富町

有田町

長崎市

日南市

指宿市

倶知安町

釧路市

帯広市

木古内町

鰺ヶ沢町

会津若松市

福島市

富岡市

西尾市

小浜市

立山町

阿智村

松本市

山ノ内町

妙高市

千代田区

品川区

継続案件

白浜町
明日香村

日光市

箕面市
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地域資源を活用した観光地魅力創造事業

○歴史的景観、美しい自然、海洋資源、豊かな農山漁村、魅力ある食文化等の観光資源を活かした着地型旅行商品と、体制づくり、
受入環境整備、二次交通の充実等の施策を一体的に支援することにより、観光地域づくりを推進。

計画の策定（数値目標、取組体制、事業内容等）

マーケティングの実施

地域の魅力を高める取組の実施

観光関係者による取組

・着地型旅行商品の造成
・地産地消の推進
・街歩き、見所を理解するための
ガイドの育成
・宿泊施設の魅力向上

・観光地周遊バスの実証運行
・美観の維持、トイレ改修
・遊休施設を活用した情報発信、
商品販売機能の強化

①滞在コンテンツの充実・強化 ②地元での消費拡大

④外国人受入環境整備③来訪者の利便性等向上

・着地型旅行商品の
予約システム の構築
・地域の農産品等を
活かした、名産品の開発

・観光案内の多言語表記化
・Wi-Fi環境の整備
・免税店の導入検討

等

協議会：単一市町村、観光協会、交通事業者、地域づくりの取組を実施
する者等により構成

取
組
の
評
価
を
踏
ま
え
た
計
画
の
見
直
し

国
に
よ
る
パ
ッ
ケ
ー
ジ
支
援

支援内容

個別事業の実施に必要な経費の総額の２分の１以内の金額を
予算の範囲内で負担する。

二次交通の確保

遊休施設を活用した
情報発信・商品販売施設

近隣駅

無料公衆無線
LANの整備

i

協議会等

対象地名産品の開発

体験型・交流型滞在プログラムの
企画・開発・提供

案内ガイドの育成・研修
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