
４　観光振興系

テーマ 事業名 目的・概要 連携団体

1 情報発信、PR 青函広域観光推進協議会
青森県と道南両地域の広域観光を振興することを目的に、ＨＰによる観光情報の発信や広域観光ルートの設定及び情報
提供を行う。

北海道、青森県、JR・JAL・ANA他

2 情報発信、PR
ブランド力向上・北海道新幹線開業を契機と
したＰＲ方策の検討

北海道新幹線開業を全国に発信し、４道県が連携した道県産品のＰＲ方策を検討する。 北海道、青森県、岩手県、秋田県、

3 情報発信、PR 十和田湖観光推進会議
青森県、秋田県が共有する十和田湖を中心とした観光コースづくり、キャンペーンの実施、ＰＲ活動等を共同で実施す
ることにより、観光客の誘致促進、受入態勢整備を行う。

青森県、秋田県

4 情報発信、PR
北東北３県観光立県推進協議会
（北東北３県の観光物産展の開催）

北東北三県の認知度向上，周遊・滞在観光の促進，国際観光の推進
（三県共同のホームページ開設などインターネット活用により、リアルタイムな情報発信体制を強化する。）

青森県、岩手県、秋田県

5 情報発信、PR 冬季観光の振興
冬季観光の振興に向け、多彩な冬季観光商品を開発し「冬こそ北東北」のイメージ形成を促進するとともに、交通アク
セスの整備に努める。

青森県、岩手県、秋田県

6 情報発信、PR
仙台・宮城観光キャンペーン推進協議会
（H21～）

DCで培った成果と理念を踏襲した短期集中型の観光キャンペーンを県内市町村や関係団体，ＪＲ東日本と協力して実施
する（H22キャンペーン期間　10月～12月）※他県市町村は賛助会員扱い

宮城県、一関市、平泉町、山形市、天童市、最上町、
福島市、伊達市、県内市町村、JRほか

7 情報発信、PR
最上・雄勝・大崎連携交流事業
（H11～）

最上・雄勝・大崎の３圏域が連携し、合同ＰＲイベント（東北のへそ観光まつり）の開催、圏域内周遊モデルコースの
検討、観光情報発信ツールの検討を行う。

宮城県、秋田県、山形県

8 情報発信、PR
栗駒山麓三県広域連携事業
（H16～）

３地域が連携し，栗駒山麓に点在する温泉を中心とした観光PR事業の推進及び共通課題の検討を行う。 岩手県、宮城県、秋田県

9 情報発信、PR
仙南・県北地方交流促進事業
（H19～）

宮城県仙南地域，福島県県北地域における県際交流を推進する。平成19年度から観光パンフレット等の相互配置を実
施。

宮城県、福島県

10 情報発信、PR 北陸新幹線関係アンテナショップ連携事業
北陸新幹線の金沢延伸を踏まえ、各県のアンテナショップが連携して相互誘客を行い、それぞれの魅力を広く発信する
ことにより、新幹線を利用した広域周遊観光の促進を図る。

福井県、石川県、富山県、新潟県、長野県

11 情報発信、PR 羽田空港６県市観光情報センター運営協議会
羽田空港国際線ターミナルに首都圏６県市（埼玉県、千葉県、神奈川県、さいたま市、横浜市、川崎市）共同で設置し
た観光情報センターにパンフレット等を配架し、情報発信する。

埼玉県、神奈川県、千葉県、横浜市、川崎市、さいた
ま市

12 情報発信、PR 日本忍者協議会設立準備会
忍者を日本固有の文化、資産としてブランディング化し、国内外から「忍者」を利用した観光誘客を行い、地域経済の
活性化を図るため、平成27年３月協議会発足のため準備会を発足。

神奈川県、長野県、三重県、滋賀県、佐賀県、小田原
市、上田市、伊賀市、甲賀市

13 情報発信、PR
国際観光地にふさわしい屋外広告物検討プロ
ジェクトチーム

富士箱根伊豆交流圏構想に位置づけられた「魅力的な公共空間の景観づくり」を実現するために、国際観光地にふさわ
しい屋外広告物への取り組みを進めるため

山梨県、富士河口湖町、山中湖村、静岡県、富士宮
市、神奈川県、小田原市、箱根町

14 情報発信、PR 「吉野・高野・熊野の国」事業

世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」をはじめとした紀伊半島の豊かな資源を活用し、観光振興と地域活性化を図るた
め、三重県、奈良県、和歌山県の三県が連携して、対外的ＰＲに取り組む。
＜主な取組実績＞
平成26年度　 熊野古道世界遺産登録10周年のため、都市部でのマスコミ、交通事業者、旅行関係者等を対象としたイベ
ントによる三県の魅力の発信、雑誌やＨＰでの情報発信や宿泊クーポンの発行などの誘客プロモーションを実施。

三重県、奈良県、和歌山県
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15 情報発信、PR
世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」を核と
した紀伊地域の活性化

紀伊地域において、奈良県、三重県、和歌山県の３県に跨る世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」を核とし、３県が連
携して広域的な観光振興施策を実施することにより、観光入込客の増加など地域の活性化を図る。

三重県、奈良県、和歌山県

16 情報発信、PR 三重県・奈良県・島根県連携事業 記紀神話や古代歴史、遷宮等をテーマにした観光ＰＲを合同で行う。 三重県、奈良県、島根県

17 情報発信、PR 岡山・香川広域観光協議会による連携

・H3年に岡山、香川両県が共同で各種観光事業を推進することにより両県への観光客誘致を図るために設立。
・高速道路を利用した県外からの観光客を対象に、お薦めの観光ルートをはじめ、ドライブ観光に必要な情報を紹介す
る広域観光マップ（５万部）を作成。（Ｈ23）
・岡山・香川両県の島を紹介するガイドブック「島で遊ぼ！」（１万部）を作成。（Ｈ24）
・若い女性の目線で瀬戸内海の魅力をＷＥＢで発信する「瀬戸内ガール」が魅力発信を実施。（Ｈ24）

岡山県、香川県

18 情報発信、PR 鳥取・岡山広域観光協議会による連携

・H21年に鳥取、岡山両県が共同で各種観光事業を推進することにより両県への観光客誘致を図るために設立。
・「鳥取・岡山ドライブマップ」の作成（Ｈ25改訂）
・首都圏観光ＰＲ事業（Ｈ26 とっとり・おかやま新橋館）
・高速道路ＳＡを活用した観光ＰＲ（Ｈ25 三木ＳＡ、Ｈ26　加西ＳＡ）
・ポータルサイトを活用した情報発信

鳥取県、岡山県

19 情報発信、PR 山陰観光推進協議会
鳥取県と、島根県が連携し、「山陰」の認知度向上と観光誘客の推進を目的とし、観光誘客を推進するために必要な事
業、情報発信事業等を実施

鳥取県、島根県、公益社団法人鳥取県観光連盟、公益
社団法人島根県観光連盟、鳥取県経済同友会、島根経
済同友会

20 情報発信、PR 四国グリーン・ツーリズム推進協議会
「四国はひとつ」を合言葉に、グリーン・ツーリズム体験指導者の育成や四国グリーン・ツーリズム八十八か所新マッ
プの作成、「思いっきり四国！88癒しの旅。キャンペーン」の開催などスケールメリットを活かした情報発信を実施。

香川県・徳島県・高知県・愛媛県

21 情報発信、PR 四国４県の観光情報発信の連携
○四国各県に出店しているコンビニ各社等との連携により、本事業で用意した専用ラックを店舗内に設置し、どの県に
おいても各県一押しの観光情報（チラシ・パンフレット）を入手できるようにする。

高知県、香川県、徳島県、愛媛県

22 情報発信、PR 九州観光戦略プロジェクト
九州への国内観光需要を喚起するとともに、急速に成長するアジアをはじめとする世界の観光需要を取り込むため、九
州一体の観光プロモーションを強化する。特に海外からのインバウンド誘客の取組を強化することにより、九州経済の
活性化、雇用機会の増大などにつなげる。

山口県、福岡県、大分県、佐賀県、長崎県、宮崎県、
熊本県、鹿児島県、沖縄県

23 情報発信、PR 「奄美・琉球」観光交流連携体制構築事業
世界自然遺産登録を目指す鹿児島県の奄美、徳之島、沖縄県のやんばる、西表地域の観光プロモーションを両県で連携
して行う。

鹿児島県、沖縄県、奄美群島広域事務組合、鹿児島県
観光連盟、沖縄観光コンベンションビューロー

24 イベント開催
ブランド力向上・商談会、展示会への協働出
展等

４道県が合同で首都圏や海外における大規模商談会・展示会への共同出展を検討する。 北海道、青森県、岩手県、秋田県、

25 イベント開催
青函連携「食と観光」タイアップキャンペー
ン

北海道新幹線開業を契機として，北海道道南地域と連携した物産観光フェア等を開催する。 北海道、青森県

26 イベント開催 東北六県観光展 東北六県の観光等を広域的に紹介宣伝し関西圏からの誘客を目指すもの。 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
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27 イベント開催 山形・宮城・福島の観光展（H18～）
山形県と宮城県が共同で観光展を実施し，両県の魅力的な観光地のPR及び広域観光ルートの紹介を行うことにより，両
県後明度並びにイメージの向上を図り，関西圏からの一層の誘客を目指す。宮城・山形の二県で行っていた観光展を三
県共同に拡充し実施検討中。

宮城県、山形県、福島県

28 イベント開催 仙台・やまがた交流連携促進会議（H14～）
「仙山交流味祭ｉｎせんだい」を春と秋の年２回、「仙山交流味祭りinやまがた」を年に１回、開催する。また，市町
村レベルでの交流推進を目的とした，「仙台・やまがた相互交流支援事業」も昨年度に引き続き取り組む。両圏域の市
町村等庁舎内における観光パンフレットの相互展示にも継続して取り組む。

宮城県、山形県、仙台都市圏・村山地域内市町村

29 イベント開催 産業観光スタンプラリー実行委員会
愛知・岐阜・三重の三県連携で三県の産業をテーマとした施設を巡るスタンプラリーを実施し、広域で観光客の誘致を
図る。

愛知県、(社)愛知県観光協会、岐阜県、(社)三重県観
光連盟

30 イベント開催 観光、物産振興、文化振興等に関する連携

観光連携及び物産の販路拡大、文化振興等を図るため、三県が連携して取り組む。
＜主な取組実績＞
・島根・三重連携講座を実施
・日本橋神話プロジェクトの実施（H25.10.22～3.15に5回の講座、島根と三重への各フィールドワーク、シンポジウ
ム）
・三館文化交流事業の実施（H27.2　奈良県立万葉文化館研究員による講座を三重県斎宮歴史博物館で実施）
・古代歴史文化賞にかかる取組
発表会・賞贈呈式（H26.10）、古代歴史文化賞記念シンポジウム（H27.1）、
共同調査研究組織・協議会発足（H26.11）、第１回研究集会（H27.3）
・「三重テラス」オープンにかかるパネル展示（共同キャンペーン）の実施
（H25.9.19～10.1）
・三館（三重、島根、奈良）共通プレゼントキャンペーンの実施（H26.2.20～3.16）
・「イオンモール幕張新都心」での三重県フェアにおける連携物販の実施(H26.2.20～23)

三重県、奈良県、島根県

31 イベント開催 観光展の開催に関する連携

東海環状自動車道西回りルートの沿線活性化に向け、平成25年に、岐阜県、三重県の産業・観光担当部局の若手職員で
構成する「産業連携推進チーム」を設置し、観光展の開催などに連携して取り組む。
＜主な取組実績＞
平成27年2月　物産観光展「西美濃・北伊勢フェア」の開催（イオンモール東員）

岐阜県、三重県、西回り沿線自治体（岐阜県12市町、
三重県10市町）、イオンリテール株式会社

32 イベント開催 「海の市・山の市2014真庭」
南北及び東西の自動車道が交わり、中国・四国地域との経済的・文化的交流の拠点として期待される真庭市を会場に、
観光資源のＰＲや地域特産物の販売等を実施した。
（平成26年９月28日開催）

鳥取県、島根県、岡山県、香川県、高知県

33 イベント開催 岩手・鳥取・徳島連携事業「怪フォーラム」
世界妖怪協会（水木しげる会長）が、妖怪文化の普及に貢献した地域として「怪遺産」に認定している、岩手県遠野
市、鳥取県境港市、徳島県三好市のある３県が、連携や交流を深めながら、情報発信と地域活性化の推進や観光誘客を
図る。

鳥取県、岩手県、徳島県

34 イベント開催
瀬戸内国際芸術祭2013の広域連携事業等によ
る連携

・広域連携事業登録による相互広報連携
　①中原浩大展 自己模倣(岡山県立美術館)(H25年度)
　②吉井川流域アートプロジェクト廻遊－海から山から－(H25年度)
・瀬戸内国際芸術祭鑑賞パスポート提示による入館料割引き
(岡山県立美術館)(H25年度)

岡山県、香川県等

35
インフラ整備、

活用
環日本海クルーズ推進協議会

日本海側に位置する港湾及びその背後地域との観光地等の連携により、環日本海クルーズの振興を図り、日本海側地域
の経済成長と、我が国の観光立国施策の推進に寄与することを目的とする。

北海道、秋田県

36
インフラ整備、

活用
広域周遊観光推進事業

国道46号及び国道341号、八幡平アスピーテラインを結び、「桜と雪の回廊観光キャンペーン」、「秋の紅葉と温泉観
光キャンペーン」を実施し、広域観光ルート設定による周遊観光を促進する。

岩手県、秋田県、観光協会

37
インフラ整備、

活用
雫石・田沢湖・角館地域誘客促進事業実行委
員会

国道４６号及び秋田新幹線で繫がる仙北・雫石エリアへの観光誘客を促進する。 岩手県、秋田県

38
インフラ整備、

活用
仙南・置賜交流促進事業
（H18～）

国道113号で結ばれている両地域のそれぞれの地域資源を活かした広域連携による観光振興を軸とした事業連携の検討及
び情報の共有・発信。

宮城県、山形県

39
インフラ整備、

活用
湯けむりライン協議会 陸羽東線沿線の観光資源の開発及び磨き上げ、各産業間の連携及び戦略的かつ効果的な情報の発信 宮城県、山形県
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40
インフラ整備、

活用
北関東磐越五県知事会の観光面での連携・交
流拡大事業

北関東自動車道の全線開通により、北関東磐越五県を取り囲む大きなループが完成したことから、これらを活用して、
５県全体で観光客を呼び込み、交流人口の拡大・観光振興を図ることを目的に、５県共同ホームページの設置、海外か
らの観光誘客、農産物販路拡大等に取り組んでいる。

福島県・茨城県・栃木県・群馬県・新潟県

41
インフラ整備、

活用
社会資本総合整備事業（広域連携２）

【目　的】茨城県県北・県西地域と栃木県県東・県南地域においては，豊かな自然や多様な観光地が数多く分布してい
る一方で，人口減少や少子高齢化が顕著で，地域の活力が減少しているところである。このため，観光バスなどの大型
車のすれ違いが困難な幅員狭小箇所や見通しの悪い箇所の道路整備を実施し，茨城・栃木両県境に広がる観光圏域への
アクセス性を高めることにより，当地域の広域的な観光振興を促進させ，地域の活性化を図る。
【連携内容】広域観光，周遊観光ルート形成のため，観光拠点へのアクセス道路を整備するとともに，両県の周遊観光
ルート形成調査を茨城県，栃木県が共同で実施。

茨城県、栃木県

42
インフラ整備、

活用
栃木群馬長野広域的観光活性化計画

巨大な観光需要を抱える首都圏の周縁部に位置する特性を最大限に活かし、関越道、上信越道、北関東道から観光地へ
のアクセスを強化するとともに、民間と連携した観光ＰＲや沿道環境美化活動に広域で取り組むことにより、世界遺産
等の歴史的文化遺産や豊かな自然環境が有機的に連携した広域的な観光活性化を図る。

群馬県・栃木県・長野県

43
インフラ整備、

活用
北陸新幹線沿線６県連携事業 北陸新幹線金沢延伸に伴い、沿線６県で広域観光のＰＲを行うことで首都圏・関西圏からの誘客促進を図る。 埼玉県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、長野県

44
インフラ整備、

活用
北陸新幹線　新潟県・長野県観光ＰＲ実行委
員会

北陸新幹線長野・金沢間の開業に伴い、新潟県及び長野県が連携して観光ＰＲすることにより、関西地域からの観光誘
客の促進を図る。

新潟県、長野県

45
インフラ整備、

活用

【社会資本整備総合交付金（広域連携事
業）】高速交通ネットワークを軸とした石川
～福井における広域観光活性化計画

温泉や優れた自然景観、歴史・文化施設など、数多くの観光拠点施設を有する石川県と福井県が密接に連携し、優れた
地域資源の充実を図るとともに、北陸新幹線の金沢開業、中部縦貫自動車道の整備促進等、石川県と福井県の高速交通
体系が大きく進展することを契機として、高速交通ネットワークを軸とした観光拠点施設同士を連絡する広域的な周遊
観光ルートを整備することにより、観光交流人口を増大させ、地域振興を図る。また、両県が連携して、広域的な観光
PRを実施することにより、広報活動の効率化を図る。

福井県、石川県

46
インフラ整備、

活用
グランドサークルプロジェクト（北陸新幹線
金沢開業に向けた、海外誘客広域連携事業）

北陸新幹線を活用した新たなゴールデンルートを確立するため、ルートの魅力向上、情報発信を図る。
国（北陸運輸局）長野県、新潟県、富山県、岐阜県、
福井県、滋賀県、埼玉県、群馬県、石川県、東日本旅
客鉄道(株)、西日本旅客鉄道(株)

47
インフラ整備、

活用
石川県・長野県観光連携事業

平成27年3月の北陸新幹線長野‐金沢間開業に伴い、石川県・長野県が連携し広域観光の推進にかかる事業を実施し、両
地域への誘客促進を図る。

石川県、長野県

48
インフラ整備、

活用
いばらき・とちぎ広域観光推進協議会

茨城空港及び茨城県と栃木県を結ぶ高速道路網を活用した広域的な観光施策に関する研究・検討を進め、茨城空港を利
用した国内観光客の誘致を促進することにより、茨城県と栃木県の観光振興を図る。

栃木県、茨城県

49
インフラ整備、

活用
中部国際空港観光案内実施協議会 中部国際空港における国内外からの観光客に対する観光案内の整備を推進する。

愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、福井県、名古屋
市、各観光関係団体

50
インフラ整備、

活用
鳥取岡山EV・PHV普及連携プロジェクト

鳥取・岡山両県において整備が進んでいる充電インフラを活用しながら、両県エリアをＥＶ・ＰＨＶで移動するエコド
ライブ・グランプリを開催することにより、ＥＶ・ＰＨＶの環境に優しい特性や優れた走行性能と「電欠なく安心して
ドライブできる両県の走行環境」をアピールし、ＥＶ・ＰＨＶの一層の普及促進を図るとともに、両県の優れた自然環
境や観光資源を紹介し、ドライブ観光を促進する。

鳥取県・岡山県

51
インフラ整備、

活用
与島活性化検討会 瀬戸大橋の与島において、集客施設の誘致などを検討し、瀬戸大橋の利用促進や与島の活性化を図る。

香川県、香川県観光協会、坂出市、本州四国連絡高速
道路㈱

52
インフラ整備、

活用

四国４県、四国ツーリズム創造機構、ＮＥＸ
ＣＯ西日本との連携による高速道路周遊型企
画割引の実施

○四国エリアでの高速道路が乗り放題となる周遊型企画割引にあわせ、四国４県で情報発信していくほか、周遊を高め
るためのキャンペーンを行う。
・チラシ、ポスター等の広報ツール制作費
・雑誌やメディア等を活用したＰＲ費

徳島県、香川県、愛媛県、高知県
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53 スポーツ トップアスリートの育成に向けた取組の推進
スポーツ指導者を対象とする北海道・北東北スポーツ科学サミットを開催し、講演や４道県パネリストによるシンポジ
ウム等を通じ、今後のスポーツ科学の在り方について検討を行った。４道県のスポーツ関係者・指導者の意識啓発が図
られるとともに、今後、情報交換を継続していくつながりが醸成された。

北海道、青森県、岩手県、秋田県

54 スポーツ 北海道・北東北スポーツ科学サミット 北海道と北東北３県が連携してスポーツ科学支援体制を整備するとともに，スポーツ科学活用の推進を目的とする。 北海道、青森県、岩手県、秋田県

55 スポーツ 冬季国体の連携開催等にかかる検討
３県連携によるスキー、スケート、アイスホッケー３競技会の分散した形での「競技別開催」の可能性及びその実施体
制について検討を進める

青森県、岩手県、秋田県

56 スポーツ
2020年オリンピック・パラリンピック大会に
向けた多言語対応協議会

2020年オリンピック・パラリンピック東京大会の開催に向け、都市力の向上のために欠くことのできない標示・標識等
の多言語対応の強化・推進のため、国の関係行政機関、関係地方公共団体、関係機関、民間団体及び企業等が相互に連
携・協働して取り組むことを目的として設置

東京都、内閣官房ほか

57 スポーツ
関東観光広域連携キャンペーン事業推進協議
会

2020年東京オリンピック・パラリンピックをにらみ，関東地方における外国人旅行者の受入環境整備の推進及び関東地
方の国際的な観光認知度の向上を図ることを目的に設置

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

58 スポーツ 木曽三川ウルトラマラソン実行委員会
マラソン及び関連行事を主催することで、自然の恵みあふれる木曽三川の周知と水防意識の啓発、さらには愛知・岐
阜・三重の地域のつながりを深める。

岐阜県、愛知県、三重県、海津市、羽島市、愛西市、
桑名市、岐阜陸協、愛知陸協、三重陸協、中日新聞
社、ＣＢＣテレビ

59 スポーツ PRIDE OF 中四国
中国、四国地方のＪリーグクラブとホームタウン自治体が連携し、地域間交流の促進を図るため、チームの順位予想や
スタンプラリー、試合会場における各県の観光、特産品のＰＲを実施する。

中国・四国のＪリーグ所属６チームとホームタウン自
治体（徳島県、香川県、高松市、丸亀市、愛媛県、岡
山県、岡山市、鳥取県、鳥取市、山口県、山口市）

60 スポーツ 四国アイランドリーグplus優秀選手表彰
四国アイランドリーグplusを地元から一層盛り上げていくとともに、四国の魅力を全国に向けて情報発信していくた
め、４県が連携してリーグで活躍した選手を表彰する。

香川県、愛媛県、高知県、徳島県

61 観光圏の形成
「津軽海峡交流圏」北海道・青森県連絡調整
会議

北海道道南地域と青森県で「津軽海峡交流圏」を形成し、圏域内の交流の活発化や圏域外からの交流人口の拡大と停留
時間の質的・量的拡大を図る。

北海道、青森県

62 観光圏の形成 ブナの学校運営協議会
青森県、ＪＲ東日本秋田支社との３者による連携組織「ブナの学校運営協議会」を運営し、世界遺産白神山地を核とし
た誘客促進を目的としている。

青森県、秋田県、JR

63 観光圏の形成 日本海きらきら羽越観光圏推進協議会
日本海側の10市町村で観光圏を形成し、その観光地の魅力の増進により国際競争力を高め、内外からの観光客の来訪、
滞在を促進する。併せて，羽越本線の活性化に向けた事業を実施。

秋田県、山形県、新潟県、市町村・関係団体

64 観光圏の形成
観光による三県の観光資源のPR 山形・庄内・福島・新潟空港等を活用した広域的な観光ネットワークを形成し、相互の交流人口の拡大と、外国人観光

客及び国内観光客の誘客を促進することにより，３県の観光振興を図る。
山形県、福島県、新潟県

65 観光圏の形成
北関東磐越五県広域観光推進協議会
(H19～)

五県を結ぶ高速道路網及び福島・茨城・新潟の各空港等を活用した広域的な観光ネットワークを形成することで、相互
の交流人口の拡大と国内外からの観光客の誘致を促進する。

福島県、新潟県、栃木県、茨城県、群馬県
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66 観光圏の形成 八ヶ岳観光圏整備推進協議会
観光地相互間の連携によって観光圏を形成し、その観光の魅力の増進により国際競争力を高め、内外からの観光客の来
訪及び滞在を促進することを目的とする。

山梨県、長野県、北杜市、富士見町、原村、各種観
光・商工団体等

67 観光圏の形成
長野-新潟スノーリゾートアライアンス実行
委員会

白馬エリア・志賀高原エリア・野沢温泉エリア、妙高高原エリアが共同してスノーリゾートへの誘客が見込める国・地
域からの観光客誘致を図る。

一般社団法人白馬村観光局、山ノ内町観光連盟、野沢
温泉観光協会、一般社団法人妙高市観光協会、新潟県
国際観光テーマ地区推進協議会、東日本旅客鉄道株式
会社長野支社、東日本旅客鉄道株式会社新潟支社、長
野県、一般社団法人信州・長野県観光協会

68 観光圏の形成 茨城・山梨広域観光推進協議会
茨城県と山梨県を結ぶ高速道路網等を活用した広域的な観光ネットワークを形成し，相互の交流人口の拡大と，外国人
観光客及び国内観光客の誘客を促進することにより，茨城県と山梨県の観光振興を図ることを目的に設置

茨城県，山梨県

69 観光圏の形成 北関東三県広域観光推進協議会
北関東三県を結ぶ高速道路網及び茨城空港を活用した広域的な観光ネットワークを形成し、外国人観光客及び国内観光
客の誘客を促進することにより、三県の観光振興を図る。

栃木県、茨城県、群馬県

70 観光圏の形成
岐阜・滋賀交流圏域における観光振興による
広域的地域活性化計画

岐阜県岐阜・西濃地域、滋賀県湖北地域は、これまで魅力的な観光資源へのアクセスが不便であったが、名神高速自動
車道、北陸高速自動車道上にスマートインターチェンジが開設される予定となり、観光客を誘致しやすい環境が整備さ
れつつある。加えて、東海環状自動車道西回りの開通が見込まれていることから、当該地域においても各地の主要拠点
を結ぶアクセス道路の整備や、インターチェンジ周辺地域の交通機能の強化等、広域的な地域の活性化に資する事業を
推進する。

滋賀県、岐阜県

71 観光圏の形成
【社会資本整備総合交付金（広域連携事
業）】歴史街道を軸とする福井滋賀交流圏域
における広域観光活性化計画

福井県と滋賀県は「鯖街道」、「北国街道」、「塩津街道」といった歴史街道で結ばれており、周辺には多くの歴史的
遺産を有しているほか、豊かな自然景観を生かした観光施設が多数存在している。中部北陸圏の知名度向上を図る「昇
竜道プロジェクト」とあわせて、これらの歴史街道から各観光拠点のアクセス強化を図り、広域的な観光活性化に向け
た基盤を整備することにより、福井県、滋賀県における観光入込客数の増加など、地域の活性化を図る。

福井県、滋賀県

72 観光圏の形成 広域観光交流圏促進事業

世界ジオパークネットワーク（ＧＧＮ）加盟の山陰海岸ジオパークが拡がり、鳥取砂丘、天橋立や城崎温泉を始めとし
た著名な観光地が点在する鳥取・京都・兵庫３府県の日本海側地域の観光資源をネットワーク化し、長期滞在型の一大
広域観光交流圏を形成し国内外からの誘客促進の強化を図るとともに、交流人口の拡大による地域の活性化を推進す
る。

京都府・兵庫県・鳥取県

73 観光圏の形成 山陰海岸ジオパーク圏域広域観光活性化計画
鳥取・兵庫に分布するジオサイトや観光地間のアクセス強化等によって山陰海岸ジオパークの魅力を高め、周遊観光を
促進し、広く県外からの来訪者の増加を図ることにより、広域的な地域活性化をめざす。

兵庫県、鳥取県

74 訪日外国人誘致 国際観光の振興
国際観光の振興に向けて、三県で「外客来訪促進計画」を策定し、国際観光テーマ地区を中心に受け入れ体制の整備を
図り、海外向けのＰＲを強化する。

青森県、岩手県、秋田県

75 訪日外国人誘致 北前国際観光ルート開発事業
海外、特に日本海沿岸ルートの観光素材を紹介し、当地域の認知度向上と旅行商品の造成を促進するため、台湾旅行会
社の企画担当を招請

青森県、秋田県、新潟県
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76 訪日外国人誘致
栃木・南東北国際観光テーマ地区推進協議会
（S63～）

「外客来訪促進計画」（４県共同策定）に基づく外国人観光客の誘致促進を図る。
※その他：栃木県

宮城県、山形県、福島県、栃木県

77 訪日外国人誘致 上信越国際観光テーマ地区推進協議会
群馬県、新潟県、長野県が共同で策定した「外客来訪促進計画」に基づき、外国人観光客の誘客を促進すること等によ
り国際観光の振興を図ること。

群馬県・新潟県・長野県、各県外客来訪促進地域の区
域(市町村)及び民間事業者

78 訪日外国人誘致
三県（群馬県・埼玉県・新潟県）知事会議の
相互観光の推進

新潟空港等を活用した外国人観光客の誘客活動等を実施。
各県主催のイベントを活用し３県合同で観光ＰＲを実施。 群馬県・埼玉県・新潟県

79 訪日外国人誘致 海外観光客誘客推進協議会
富山県等関係団体との連携・協力により、「立山黒部アルペンルート」を活用した各県の観光地を台湾にＰＲするとと
もに、台湾からの観光客誘致を推進する。

(公社)富山県観光連盟、長野県、岐阜県、立山黒部貫
光株式会社営業推進部

80 訪日外国人誘致 「富士箱根伊豆国際観光テーマ地区」
　外客誘致法に基づき、富士箱根伊豆地域を外客促進地域（国際観光テーマ地区）とし、外国人観光客の誘客促進を図
る。

山梨県、静岡県、神奈川県、関連市町村、民間事業者
（鉄道会社等）

81 訪日外国人誘致
東京・東北地域の連携による外国人旅行者誘
致推進協議会

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催と更にその先を見据え、東京を訪れた外国人個人旅行者が東北
地域を訪れるよう、東京と東北地域の強みを生かした東京を基点とする観光ルートを設定し、訪日旅行の新たな魅力を
海外に向けて広く発信することにより、東京と東北地域双方への旅行者誘致を促進する事業の実施に向けて合意形成を
図ることを目的として設置

東京都、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県、仙台市、全日本空輸株式会社、日本航空株式
会社、東日本旅客鉄道株式会社

82 訪日外国人誘致 １都２県広域観光振興事業 １都２県における外国人誘客の増加（対象は主に米国） 国（関東運輸局）、東京都、千葉県、埼玉県

83 訪日外国人誘致 茨城・千葉国際観光テーマ地区推進協議会 「外客来訪促進計画」に基づき，外国人観光客の誘客を促進することにより国際観光の振興を図ることを目的に設置 茨城県，千葉県

84 訪日外国人誘致
縦断コールデンルートを活用した外国人観光
客誘客事業

関東運輸局では、連携先と共に、東京を起点として埼玉・群馬・新潟（以下「三県」という。）を結ぶ観光ルート「縦
断ゴールデンルート」をテーマに、世界遺産を始めとする各県エリアの観光地、温泉、食等の周遊観光ルートの確立を
目的に、外国人観光客誘客事業を実施する。

国（関東運輸局）、埼玉県、群馬県、新潟県、東日本
旅客鉄道(株)

85 訪日外国人誘致 昇竜道プロジェクト推進協議会
主に中華圏から中部北陸9県へのインバウンドを推進するための課題、魅力的な観光資源が凝縮している中部北陸圏の海
外へのプロモーション、中部北陸圏によるおもてなしの心と受入環境のレベルアップについて、関係者が、効果的に、
かつ、一体感を持って自主的に取り組む。

中部運輸局、中部地方整備局、北陸信越運輸局、北陸
地方整備局、大阪航空局中部空港事務所・小松空港事
務所、中部経済産業局、東海農政局、北陸農政局、東
海総合通信局、国土交通省国土政策局広域地方課、富
山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛
知県、三重県、滋賀県、34市、経済団体、観光団体等

86 訪日外国人誘致 東海地区外国人観光客誘致推進協議会
東海地区への外国人観光客の誘致を図るため、VJCの地方連携事業等により、海外の旅行代理店や外国人プレス等の招
聘・ファムトリップ等を行う。

岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、名古屋市始め34市
町村、観光関係7団体

87 訪日外国人誘致 山陰国際観光協議会
山陰地方で広域的に外国人観光客の受入体制の整備、広報宣伝、国際定期便及び国際チャーター便の利用促進等を行う
ことにより、国際観光の増進を図ることを目的に設置

鳥取県、島根県
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88 訪日外国人誘致
広域観光周遊ルート形成計画「スピリチュア
ルな島～四国遍路」

2020年に向けて外国人観光客の誘客に取り組む

四国ツーリズム創造機構、徳島県、香川県、愛媛県、
高知県、㈱ＪＴＢ中国四国、四国経済連合会、四国電
力㈱、四国旅客鉄道㈱、全日本空輸㈱、日本航空㈱、
㈱日本旅行等

89 訪日外国人誘致
四国一周サイクリングルート外客誘致促進事
業

海外メディア等を招請し、四国一周サイクリングルートをPRすることで、海外からのサイクリストの誘客を図る。 四国運輸局、高知県、愛媛県

90 訪日外国人誘致 国際観光の推進
○ビジットジャパンキャンペーンを実施する四国運輸局と連携し、四国インバウンド・フェアを開催
○平成２７年６月に香港ITE2015、８月にシンガポールNATASに出展予定。9月に四国インバウンド・フェアにおいて商談
会や取材を予定。

徳島県、香川県、愛媛県、高知県

91 訪日外国人誘致
YOKOSO!KAGOSHIMA（海外誘客強化）事業
宮崎県との連携による台湾からの誘客推進

海外誘客強化の１つとして，台湾からの南九州への誘客について，宮崎県と連携して取組を推進 宮崎県、鹿児島県

92 その他 東北観光推進機構（H19～） 東北観光の認知度向上と国内・海外観光客等の誘致を推進し，観光産業の振興と東北経済の発展に寄与する。
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、
新潟県、JR他

93 その他 東北への国内外観光客誘致 東北６県、新潟県及び仙台市、民間により設立された「東北観光推進機構」において各種事業を展開
青森県、岩手県、秋田県、宮城県、福島県、山形県、
新潟県、、仙台市、民間

94 その他 アクションプランの策定 北東北の観光振興に取り組むべき施策の基本指針となるアクションプランを策定する。 青森県、岩手県、秋田県

95 その他 鳥海国定公園観光開発協議会 鳥海国定公園及びその周辺地域の観光振興及び観光資源の保護に関する施策を推進する。 秋田県、山形県、市町村・関係団体

96 その他 宮城･山形観光推進協議会（H2～） 観光客の誘致促進を図り，両県経済の活性化に寄与する。 宮城県、山形県

97 その他 やまがた的グリーン・ツーリズム推進事業 着地型旅行を地域ぐるみで組織的に受け入れるため地域間の連携体制を強化し受け入れ態勢を整備 宮城県、山形県

98 その他
会津・米沢広域観光の推進（置賜広域観光
推進事業）

会津・米沢観光圏における活動支援等（レトロバス「マスコットくん」の運行支援） 山形県、福島県

99 その他 観光（おもてなし向上等）に関する連携

愛知県（名古屋市）、岐阜県、三重県の３県で、各県のおもてなし研修に相互に参加し、交流を図る。
＜主な取組実績＞
平成25年12月　おもてなし愛知県民会議の開催（名古屋市）
平成26年1月　「みえの旅」バリアフリー観光研修会の開催（伊勢市）
平成26年2月　 岐阜県おもてなし研修会の開催（高山市）

愛知県、岐阜県、三重県、名古屋市
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100 その他 中部広域観光推進協議会
中部地域の広域観光や産業観光の振興を促進するために、国、地方自治体の意見・助言を得つつ、幅広い関係者がそれ
ぞれの立場をこえて観光振興に資する具体的な方策について検討、推進する。

愛知県・静岡県・岐阜県・三重県・富山県・石川県・
福井県・長野県・滋賀県（９県）名古屋市・静岡市・
浜松市（３市）、中部経済連合会、北陸経済連合会、
各県観光協会・観光連盟、各県商工会議所連合会、名
古屋商工会議所、日本観光協会中部支部、ＪＲ東海、
ＪＲ西日本、名古屋鉄道、近畿日本鉄道、日本航空名
古屋支店、全日本空輸名古屋支店、豊田自動織機、八
十二銀行、北國銀行　など

101 その他 ひょうご・おかやまツーリズムバス H14年度から、岡山、兵庫県が指定する観光施設等をめぐる両県以外の団体によるバス旅行へ助成。 兵庫県、岡山県

102 その他 鳥取県中部・岡山県北部連携会議

・従来から観光振興・産業振興等で交流がある岡山県北部と鳥取県中部で、観光・産業分野でのさらなる連携を通じた
地域活性化を目的に、岡山県美作県民局・鳥取県中部総合事務所・近接する８市町村・商工会議所・観光協会等を構成
メンバーとした連携会議を本年度から開催している。
（第１回会議　平成26年５月28日　鳥取県中部総合事務所）
（第２回会議　平成26年10月９日　倉吉体育文化会館）

鳥取県、岡山県

103 その他 四国西南地域観光連絡協議会
愛媛・高知両県及び四国西南地域に位置する関係市町、団体が相互提携して広域観光行政の推進並びに事業の健全な発
展を図る。

愛媛県、宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町、愛媛県
観光物産協会、
高知県、宿毛市、土佐清水市、四万十市、黒潮町、三
原村、高知県観光コンベンション協会

104 その他 四国ツーリズム創造機構
「四国はひとつ」という認識と総合的な観光戦略のもと、四国の認知度向上や国内・海外観光客の誘客の促進、魅力あ
る観光地づくりなどの諸事業を、官民一体となって効果的かつ円滑に実施し、四国の観光産業の振興と経済の発展、地
域の活性化や国際化に寄与することを目的に設置。

香川県、徳島県、愛媛県、高知県、(株)JTB中国四国、
四国電力(株)、四国旅客鉄道(株)、全日本空輸(株)、
日本航空(株)、(株)日本旅行、アサヒビール(株)四国
統括本部※駐在職員のみ記載

105 その他 （一社）九州観光推進機構
九州観光戦略を実行する機関として，九州地域における魅力ある観光地づくりと国内・海外観光客の九州への誘致を推
進することを目的に設置

九州各県，民間企業・団体

106 その他 九州西南部地域における広域的な観光活性化
九州西南部（長崎、熊本、宮崎、鹿児島）の交通拠点、拠点施設間のアクセス道路、観光案内及び観光PRなどを広域的
に連携して整備することで観光資源の発掘及び国際観光化を図り、観光活性化を図る。

熊本県、宮崎県、鹿児島県、長崎県

107 その他 南九州広域観光ルート連絡協議会 南九州３県の観光行政及び観光事業の発展を図る。 熊本県，宮崎県，鹿児島県

108 その他 関西圏修学旅行誘致事業 南九州3県が一体となって，関西圏からの修学旅行誘致を行う。 鹿児島県，熊本県，宮崎県，JR西日本
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