
令和2年3月30日現在

No. 都道府県 名称 申請団体名（協議会名）

1 栃木県 『日光の社寺』 日光市多言語解説整備支援事業検討協議会

2 群馬県 『富岡製糸場と絹産業遺跡群』 群馬県

3 山梨県 『富士山-信仰の対象と芸術の源泉-』 山梨県富士山世界文化遺産保存活用推進協議会

4 岐阜県 『白川郷・五箇山の合掌造り集落』 多言語解説協議会（仮称）

5 京都府 『古都京都の文化財』 総本山　仁和寺（予定)

6 兵庫県 『姫路城』 姫路市

7 奈良県 『古都奈良の文化財』 古都奈良の文化財多言語解説整備推進協議会

8 和歌山県 『紀伊山地と霊場と参詣道』 那智勝浦町多言語解説整備支援事業地域協議会（予定）

9 島根県 『石見銀山遺跡とその文化的景観』 石見銀山多言語解説協議会

10 広島県 『原爆ドーム』 広島市

11 山口県 『明治日本の産業革命遺産』 萩・外国の方に分かりやすい解説文整備推進協議会

12 福岡県 『「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群』 「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群保存活用協議会

13 長崎県 『長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺跡』 「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」保存活用実行委員会

14 沖縄県 『琉球王国のグスク及び関連遺産群』 「琉球王国のグスク及び関連遺跡群」世界遺産登録20周年記念事業実行委員会

15
北海道、青森県、

秋田県、岩手県
『北海道・北東北を中心とした縄文遺跡群』 縄文遺跡群世界遺産登録推進会議

16 北海道 阿寒摩周国立公園 阿寒摩周国立公園満喫プロジェクト地域協議会

17 北海道 知床国立公園 羅臼町

18 北海道 釧路湿原国立公園 （仮称）釧路市多言語化推進協議会

19 宮城県 三陸復興国立公園 種差海岸インフォメーションセンター運営協議会

20 福島県 磐梯朝日国立公園 月山ビジターセンター運営協議会

21 栃木県 日光国立公園 環境省関東地方環境事務所

22 神奈川県 富士箱根伊豆国立公園 環境省関東地方環境事務所

23 長野県 中部山岳国立公園 中部山岳国立公園南部地域利用推進協議会

24 長野県 上信越高原国立公園 環境省信越自然環境事務所

25 三重県 伊勢志摩国立公園 伊勢志摩国立公園地域協議会

26 島根県 大山隠岐国立公園 大山隠岐国立公園

27 香川県 瀬戸内海国立公園 瀬戸内海国立公園香川県地域多言語化対応協議会

28 宮崎県、鹿児島県 霧島錦江湾国立公園 霧島錦江湾国立公園地域協議会

29 鹿児島県 一般社団法人あまみ大島観光物産連盟

30 鹿児島県 徳之島多言語解説協議会

31 鹿児島県 屋久島国立公園 公益財団法人屋久島環境文化財団

32 沖縄県 慶良間諸島国立公園 環境省沖縄奄美自然環境事務所

33 北海道 さっぽろ雪まつり、さっぽろオータムフェスト　等 札幌市（予定）

34 北海道 大雪　森のガーデン、上野ファーム、真鍋庭園　等 北海道ガーデン街道協議会

35 宮城県 松島湾、多賀城跡附寺跡、壺碑　等 株式会社インアウトバウンド仙台・松島

36 秋田県 白神山地、がろう大滝、五能線　等 あきた白神観光連絡調整協議会

37 山形県 黒川能、藩校致道館、大宝館　等 鶴岡市

38 東京都 増上寺 大本山　増上寺

39 神奈川県 報国寺 宗教法人　報国寺

40 神奈川県 建長寺 建長寺多言語解説整備協議会

41 神奈川県 鶴岡八幡宮 鶴岡八幡宮

42 新潟県　 長岡花火、摂田屋地区、悠久山公園・郷土資料館　等 「越後長岡」観光振興委員会

43 福井県 永平寺 永平寺町多言語化推進協議会（予定）

44 山梨県 身廷山久遠寺、ワイン 公共財団法人 やまなし観光推進機構(地域連携DMO)

45 静岡県 アメイジングガーデン浜名湖、はままつフラワーパーク　等 浜名湖ガーデンツーリズム推進会議

46 滋賀県　 三井寺、石山寺、近江神宮、延暦寺　等 湖信会　（滋賀県大津市　大津湖都十社寺）

47 京都府　 西陣織会館、大将軍八神社、北野天満宮　等 西陣地域多言語解説整備推進協議会

48 京都府　 大悲閣千光寺、保津川、松尾大社　等 嵐山エリア周辺観光協議会（仮称）

49 京都府　 石清水八幡宮、松花堂庭園、善法律寺　等 八幡市多言語解説整備推進協議会（予定）

50 京都府 愛宕念仏寺 奥嵯峨観光協議会

51 京都府 天橋立、伊根の舟屋群、智恩寺　等 一般社団法人 京都府北部地域連携都市圏振興社（海の京都ＤＭＯ）

52 兵庫県 書寫山圓教寺（西国三十三カ所） 書寫山圓教寺観光振興協議会（予定）

53 島根県、鳥取県 松江城、出雲文化伝承館、米子城跡　等 中海・宍道湖圏域多言語解説協議会 （予定）

54 岡山県 岡山後楽園 岡山県後楽園事務所

55 広島県　 大久野島、町並み保存地区(重要伝統的建造物群保存地区)　等 竹原市多言語解説協議会（予定）

56 広島県
呉市豊町御手洗伝統的建造物群保存地区、

海事歴史科学館（大和ミュージアム）　等
呉市多言語解説協議会（予定）

57 徳島県 阿波おどり、阿波人形浄瑠璃　等 徳島市地域観光資源多言語解説整備プロジェクトチーム

58 徳島県　 樫原の棚田、田中家住宅、かや茅葺き民家花野邸　等 かみかつ棚田未来づくり協議会

59 香川県 直島、栗林公園、玉藻公園　等 公益社団法人香川県観光協会

60
香川県、徳島県、

愛媛県、高知県
四国遍路八十八箇所 一般社団法人　四国八十八ヶ所霊場会

61 佐賀県 九州陶磁文化館、柿右衛門窯、黒牟田応法丸尾煙突群地域　等 有田インバウンド多言語解説整備協議会

62 佐賀県　 嬉野温泉、嬉野温泉湯豆腐、塩田津の町並み　等 嬉野市多言語解説協議会(予定）

63 熊本県 熊本城、水前寺成趣園、小泉八雲熊本旧居　等 熊本市

64 大分県 海地獄、別府市竹細工伝統産業会館 別府市　B-bizLINK

65 宮崎県 青島、宮崎神宮、鵜戸神社　等 青島を中心とする宮崎神話多言語解説整備協議会（仮称）

※実施予定地域に関しては、変更の可能性がございます。

※その他の地域には、社寺、城郭、歴史景観、庭園・公園、伝統芸能、祭、温泉、食文化等が含まれています。

国

立

公

園

　

（

1

7

地

域

）

そ

の

他

　

（

3

3

地

域

）

奄美群島国立公園

令和2年度地域観光資源の多言語解説整備支援事業　実施地域一覧
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