
①持続可能な観光地経営モデル形成事業

各地域における課題

「日本版持続可能なガイドライン（JSTS-D）」や「手引き」の実践を通じて、持続可能な観光地経営のモデルを形成し、その取組の全国展開を図る。

＜混雑＞

＜マナー違反＞

「日本版持続可能な観光ガイドライン」の役割

日本版持続可能な観光
ガイドライン(JSTS-D)

② 持続可能な観光を実践する地域人材の育成・創出事業

③持続可能な観光サービスを提供する地域の事業者における取組の促進事業

観光地の混雑 観光地の渋滞

観光客のゴミを拾う住民 観光地での通行妨害

令和４年度予算：150百万円

世界的に「持続可能な観光（サステナブルツーリズム）（※）」への関心が高まる中、我が国が世界の旅行者から選ばれる観光
地となるよう、モデル形成を通じた地域におけるマネジメント体制の構築等を通じて、オーバーツーリズムやカーボンニュート
ラルにも対応した持続可能な観光の推進を図る。

（※）国際観光機関（UNWTO）における「持続可能な観光（サステナブルツーリズム）」の定義：
訪問客、業界、環境および訪問客を受け入れるコミュニティーのニーズに対応しつつ、現在および将来の経済、社会、環境への影響を十分に考慮する観光

① 自己分析ツール

観光政策の決定、観光計画の策定に資するガイドライ

ンとして活用

② コミュニケーションツール

地域が一体となって持続可能な地域/観光地づくりに取

り組む契機に

③ プロモーションツール

観光地としてのブランド化、国際競争力の向上

観光を活用した持続可
能な地域経営の手引き
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「持続可能な観光推進モデル事業」の概要



「持続可能な観光推進モデル事業」の体系

「住んでよし、訪れてよし」の持続可能な観光地域づくりを実現するため、モデル地域の形成、地域人材
の育成、地域の事業者の取組の推進を図る。

目的C

①持続可能な観光地経営モデル形成事業

＜アの支援内容＞

○ 地域のアセスメントレポート作成
○ 国際認証機関の公認研修プログラムの実施
○ アドバイザー派遣 等

②持続可能な観光を実践する地域
人材の育成・創出事業

③持続可能な観光サービスを提供する
地域の事業者における取組の促進事業

＜支援内容＞

○ 国際認証機関の公認研修プログラムの実施
○ 先進地域の取組の紹介
○ ワークショップ、意見交換会の開催
○ 最終報告会の開催・修了証の交付 等

＜支援内容＞

○ アドバイザー派遣
○ シンポジウム・セミナーの開催
○ マッチング支援 等

観光に関する計画やビジョンの策定に取り組む地域

ア）各地域のステップに応じた取組を推進し、地域が一体となって持続可能な観光を推進するための体制の構築を支援する。
イ）また、「社会経済」「文化」「環境」の各分野における、持続可能な観光を実現するための実証を支援する。

• 地方公共団体、DMOにおいて
、持続可能な観光に関する旗
振り役・部署間の調整等を担
う人材の育成を図る。

• 地域の宿泊・旅行業者、交通事業者
、農林水産業者その他の地場の事業
者等が一体となって、持続可能な観
光の推進に係る機運の醸成や取組の
推進を図る取組を支援する。

＜イの支援内容＞

○ アドバイザー派遣
○ 実証事業の実施に要する物品等の導入
○ 実証事業の結果の分析 等

具体的な施策を実施する
とともに、分析・改善する地域

地域課題解決のために具体的な施策を検討する地域

目的B

目的A

持続可能な観光に取り組む地域の裾野を
広げるとともに、世界に誇れる地域を育成
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① 持続可能な観光地経営モデル形成事業: 選定一覧

（ア）マネジメント体制構築支援地域

（イ）実証事業実施地域

番号 都道府県 市区町村 申請団体
1 岐阜県 中津川市 中津川市観光局
2 岡山県 真庭市 (一社)真庭観光局

3 鹿児島県
奄美大島
（奄美市、瀬戸内町、龍郷町、宇検村、大和村）

(一社) あまみ大島観光物産連盟

番号 都道府県 市区町村 申請団体
1 岐阜県 下呂市 (一社) 下呂温泉観光協会

2 鹿児島県
奄美大島
(奄美市、瀬戸内町、龍郷町、
 宇検村、大和村)

(一社) あまみ大島観光物産連盟

【目的A】 【目的B】

【目的C】
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番号 都道府県 市区町村 申請団体
1 北海道 富良野市 富良野市
2 埼玉県 秩父市 (一社) 秩父地域おもてなし観光公社

3 石川県

能登半島
(珠洲市、七尾市、羽咋市、
輪島市、穴水町、志賀町、
能登町、宝達志水町)

(一社) 能登半島広域観光協会

4 岐阜県 高山市 高山市
5 岐阜県 中津川市 中津川市観光局
6 静岡県 熱海市 熱海市
7 香川県 丸亀市 丸亀市
8 愛媛県 今治市 今治市

番号 都道府県 市区町村 申請団体
1 岩手県 遠野市 (一社) 遠野市観光協会
2 東京都 墨田区 (一社) 墨田区観光協会
3 新潟県 佐渡市 佐渡市
4 三重県 明和町 (一社)明和観光商社
5 徳島県 美馬市 (一社) 美馬観光ビューロー
6 香川県 土庄町 土庄町
7 愛媛県 大洲市 (一社) キタ・マネジメント
8 高知県 室戸市 室戸市

9 福岡県
北九州市、
下関市

(一社) 海峡都市関門DMO

10 長崎県 佐世保市 佐世保市
11 長崎県 雲仙市 くにみツーリズム協議会



②持続可能な観光を実践する地域人材の育成・創出事業：選定一覧
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番号 都道府県 市区町村 申請団体

13 山梨県 山梨市 やまなし観光推進機構

14 三重県 明和町 （一社）明和観光商社

15 静岡県 藤枝市 藤枝市

16 奈良県 山添村 山添村観光協会

17 和歌山県 和歌山市 加太観光協会

18 高知県 幡多郡 （一社）幡多広域観光協議会

19 香川県 高松市 （一社）四国ツーリズム創造機構

20 福岡県 福岡市 福岡市

21 長崎県 南松浦郡 （一社）新上五島町観光物産協会

22 鹿児島県 知名町 おきのえらぶ島観光協会

23 沖縄県 浦添市 （一社）浦添市観光協会

24 沖縄県 北谷町 北谷ツーリズムデザインラボ

番号 都道府県 市区町村 申請団体

1 青森県 十和田市 （一社）十和田奥入瀬観光機構

2 青森県 弘前市 （公社）弘前観光コンベンション協会

3 青森県 弘前市 （一社）ClanPEONY 津軽

4 青森県 弘前市 弘前市

5 岩手県 陸前高田市 道の駅高田松原

6 宮城県 栗原市 （一社）栗原市観光振興協会

7 宮城県 大崎市 鳴子温泉もりたびの会

8 千葉県 我孫子市 我孫子市

9 東京都 青梅市 青梅市

10 東京都 青梅市 株式会社USPジャパン

11 新潟県 佐渡市 佐渡市観光交流機構

12 石川県 羽咋市 株式会社能登風土



③持続可能な観光サービスを提供する地域の事業者における取組の促進事業：選定一覧

番号 都道府県 市区町村 申請事業者群・団体等の名称 実施主体

1 北海道 ニセコ町 ニセコ町持続可能な観光推進事業者連絡会準備会（仮称） 株式会社ニセコリゾート観光協会

2 栃木県 日光市 日光サステナブルツーリズム推進協議会 一般社団法人関東観光広域連携事業推進協議会

3 山梨県 北杜市
八ヶ岳観光圏 観光地域づくりプラットフォーム
一般社団法人八ヶ岳ツーリズムマネジメント

一般社団法人八ヶ岳ツーリズムマネジメント

4 静岡県 伊東市 ITOまなびやStation 株式会社エムシープランニング

5 京都府 京都市 京都サステナブル・ツーリズム・プラットフォーム（仮称） 株式会社JTB京都支店

6 熊本県 阿蘇市 阿蘇カルデラツーリズム推進協議会 阿蘇カルデラツーリズム推進協議会

7 鹿児島県 与論町 一般社団法人ヨロン島観光協会 一般社団法人ヨロン島観光協会


