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岐阜県の観光基幹産業化に向けた基本方針

（1）見つけだす!
地域に内在する観光資源を!

見つける

（2）創りだす!
地域とともに新たな!

観光資源(観光、食、モノ）を
ブラッシュアップ

（3）知ってもらう!
作り上げた観光資源を!
国内外に発信!

人に来てもらう!
（観光誘客）!

      モノを売る　　!
（ブランド化による!
販売促進）

岐阜県の!
ブランディング

観光の!
基幹産業化

観光、食、ものづくり…!
すべてにおいて!

“選ばれる岐阜県”になるために

新たな観光資源を発掘し、それらと従来の観光資源をつなぎ、
観光客が求める宿泊滞在型旅STYLE造成を官民一体で実施しな
がら同時に国内外へのプロモーションも実施する

OUTbound

INbound

岐阜の宝もの認定プロジェクト

飛騨美濃じまん海外誘客プロジェクト

◆部局横断的な連携体制の整備と、産官学民一体でのつながりの取り戻し

地域資源（人、コト、モノ、場所）の 
見直しによる 
持続可能な経済（経営）システムと地域
貢献、ミッション意識の醸成



役者に変身！体験

関ヶ原

下呂温泉

白川郷

小坂の滝

恵那峡
栗きんとん

地歌舞伎

笠置山

種蔵

天生

明知鉄道

奥飛騨温泉郷

高山

川原町 中山道

八百津
のおやつ

岩村城跡
と城下町

大垣水景
竹鼻まつり
ふじまつり

長良川鉄道

樽見鉄道

養老鉄道

郡上鮎
美濃白川
四季彩街道

養老の滝

県内をつなぎ 
面にする

<岐阜県観光資源分布図の変遷>!

2009年以前 2020年現在
What’s NEW? 
に応えられる 
ように!

岐阜の宝もの認定プロジェクト

　　新たな観光資源の地域振興活用 
       ～岐阜の宝もの認定プロジェクトによる観光資源づくり～
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審査と認定のポイント

(C)furuta nahoko

   　新たな観光資源の地域振興活用 
       ～岐阜の宝もの認定プロジェクトによる観光資源づくり～

①将来、国内外に通用する観光資源の発掘・　
認定

・県内外から寄せられた１８１１件の
「じまん」=観光資源候補の中から、
今後の観光振興に資するであろう 
「じまんの原石」を５６件選定 
!
・その中から全国に通用する観光資源
になることが期待される「岐阜の宝も
の」を6件、それに次ぐ「明日の宝も
の」 を１１件認定

岐阜の宝もの認定プロジェクト

②地域が主体となった地域資源の魅力向上に　
向けた取組の支援

③雇用創出と地域の魅力づくりを一体的に　
推進する事業の展開

目標: 
地域資源を国内外に通用する 
持続可能な観光資源に!!

２００８年より開始～現在に至る

認定されると 
各種ブラッシュアッププログラムを 

優先的な支援が受けられる仕組みとする

!
常に 

本気、本物を 
目指す!

!
地域を 

元気にする 
ために！
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   　新たな観光資源の地域振興活用 
       ～観光資源づくり～

岐阜の宝もの認定プロジェクト

１ ２ ３

４ ５ 6
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    新たな観光資源の地域振興活用 
　　～岐阜の宝もの認定プロジェクトによる観光資源づくり～

役者に変身！

芝居小屋謎解きツアー

芝居小屋ガイド

奈落の操作体験

小坂の滝 
（下呂市小坂町）

ガイド養成講座の実施

新たなターゲット層の開拓

体験メニューの多様化

地域の体験学習

自然資源を観光資源へ 
・地域に還元できる「国内外向け　　
観光資源化＝観光商品化」の実現

岐阜の宝もの第1号：小坂の滝めぐり１
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１

　新たな観光資源の地域振興活用～岐阜の宝もの認定プロジェクトによる観光資源づくり～

・自然資源のハード、ソフトインフラを地域とともに充実、整備

!
自然資源を観光資源へ



    新たな観光資源の地域振興活用 
　　～岐阜の宝もの認定プロジェクトによる観光資源づくり～

ガイド養成講座から参加した若者が、地域で会社を設立！

https://www.216works-jp.com/
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役者に変身！

芝居小屋謎解きツアー

芝居小屋ガイド

奈落の操作体験

伝統文化（文化資源）を観光資源へ 
・文化資源の「国内外向け観光商品化」による経済
効果を地歌舞伎活動に還元する仕組みづくりの整備 
・海外向け観光商品作りをはじめから目指す→積極
的に海外プロモーションへの同行を促し、主体者の
意識変革につなぐと同時に地域の意識も変える。

常時開催！ 
英語解説も

岐阜の宝もの第3号：東濃地方の地歌舞伎と芝
居小屋

3

役者に変身！体験

岐阜県らしさへの 
こだわり！

新たな観光資源の地域振興活用 
　　～岐阜の宝もの認定プロジェクトによる観光資源づくり～
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　新たな観光資源の地域振興活用 
　～岐阜の宝もの認定プロジェクトによる観光資源づくり～

3



　新たな観光資源の地域振興活用 
　　～岐阜の宝もの認定プロジェクトによる観光資源づくり～
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役者に変身！体験

ファシリテーター（第三者） 
とともに、 

地域のみなで発掘した 
地域の魅力を再編集する！

健康

モノ 
づくり

バラエティに富んだ 

地域資源のカタログ 

づくり
芸能

アート

歴史

文化グルメ

【めざす姿】　「通過型」観光地から「滞在型」観光地へ！

「中山道ぎふ１７宿歩き旅」 
・毎秋、約2ケ月にわたり中山道沿線で約50の 

���プログラムを展開！� 
�・参加しやすい料金設定�⇒�気軽に楽しめる 
�・17の宿場に豊富なメニュー�⇒�何度も訪れたくなる 
�・観光商品・サービスのテストマーケティングの場とし�
ても活用（低コスト＆低リスク）

・街道観光の新しいあり方として、地元主導型、着地型、　　 
　海外個人旅行客にも対応できる観光商品の開発 
・宿場をつなぎ岐阜県を横断する、新たな観光ルートのハー　　　　　　　 
　ド、ソフトインフラを地域とともに開発、整備

岐阜の宝もの第5号：中山道ぎふ17宿5

H28～「着地型商品」としてのブラッシュアップと 
「宣伝力・販売力」強化に向けた取組へ

文化・歴史資源を観光資源へ

　新たな観光資源の地域振興活用 
　　～岐阜の宝もの認定プロジェクトによる観光資源づくり～



　新たな観光資源の地域振興活用 
　　～岐阜の宝もの認定プロジェクトによる観光資源づくり～

岐阜の宝もの第5号：中山道ぎふ17宿 旅行ニーズ（個人・小グループ／テーマ型・

体験型）にマッチした国内外着地型観光商

品のコンテンツに！
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＜岐阜県が「世界に誇る遺産」＞!!!
　■白川郷合掌造り集落　 
　　　　　【ユネスコ世界文化遺産】 
　■本美濃紙 (日本の手漉和紙技術） 
　　　 　 【ユネスコ無形文化遺産】 
　■曽代用水　 
　　　　　   【ＩＣＩＤ世界かんがい施設遺産】 !
　■清流長良川の鮎　 
      　  【ＦＡＯ世界農業遺産】 !
　■高山祭の屋台行事、古川祭の起し太鼓、 
　　屋台行事、大垣祭の軕行事 
　　（山・鉾・屋台行事）　 
          【ユネスコ無形文化遺産　申請中】 
　■杉原リスト　 　 
           【ユネスコ世界の記憶（世界記憶遺産）申請中】

白川郷合掌造り集落（白川村） 本美濃紙（美濃市）

清流長良川の鮎!
（岐阜市、関市、美濃市、郡上市）

曽代用水（関市、美濃市）

杉原リスト（八百津町）高山祭、古川祭、大垣祭!
　 (高山市、飛騨市、大垣市）             

　世界に誇る遺産の活用　

(C)furuta nahoko



①関ケ原古戦場の再生!
　　■　「関ケ原古戦場グランドデザイン」に基づき、ハード・ソフトの整備を実施!
　　　◇グランドデザインテーマ!
　　　　　　人と大地が織りなす「ものがたり」、関ケ原!
　　　◇取組方針!
　　　　　１．「このまち、まるごと、古戦場」に生まれ変わる!
　　　　　２．歴史ファンも納得の関ケ原!
　　　　　３．物語（ストーリー）でめぐる古戦場!
　　　　　４．誰もが楽しめる古戦場!
　　　　　５．住民でもてなす関ケ原!
　　　　　６．交流と文化を育む関ケ原!
　　　　　７．外国人観光客にも楽しんでいただける関ケ原!
!
　　　●　ビジターセンター（仮称）の建設!

　　　●　史跡・案内看板の整備!
　　　●　周遊観光につながるイベント開催

関ケ原古戦場　決戦地

関ケ原駅前観光交流館

主要観光地再生による活用（関ケ原古戦場）

ビジターセンター 
外観イメージ図（仮称）



伝統工芸・匠・技術の観光活用

(C)furuta nahoko

岐阜県のモノづくりや匠体験を通じて「ここにしかないもの」を
アピール、同時に着地型観光商品『匠ツーリズム』にもつなげる



!
岐阜県を訪れる国内外からの観光客等に向けた!
岐阜のすべてが「買えるお店として　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「THE　GIFTS　SHOP」を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＪＲ岐阜駅構内に２０１４年(平成２６年)開設し、!
インテリアから雑貨、食品まで店内アイテム !

全てを「ＭＡＤＥ　ＩＮ　岐阜」!
でコーディネート!
!
匠（モノづくり）と観光をつなぐ!
ポータルにも！!
　　　　　　　　!陶磁器、紙、刃物・金属、木工・家具、繊維、
食品、プラスチックといった地場産業を中心
とした県産品約2,500 アイテムを販売。!
※訪日外国人消費税免税店!
※年間売上額（2015年）：約１億3,800万円!
※英語対応スタッフも配置

伝統工芸・匠・技術の観光活用

(C)furuta nahoko



Lietuvos

　三位一体による売れる「岐阜ブランド」づくり　

ターゲット市場＝まずはアジア、そして欧米へ

飛騨美濃じまん海外誘客プロジェクト



　三位一体による売れる「岐阜ブランド」づくり 飛騨美濃じまん海外誘客プロジェクト



地域資源の発掘が地域の持続可能な新産業化へ

地域ならではの豊かな自然環境、歴史、伝統、
生活文化体験などの着地コンテンツの提供へ



もう一度、見つめ直すために～３つのQuestions

(C)furuta nahoko




