
協議会構成メンバー

参考資料６



オブザーバー等
（日田市日本遺産活性化懇話会構成メンバー）
・日田市観光協会
・豆田伝建保存会
・豆田地区振興協議会
・日田市内関係自治会長
・豆田みゆき通り商店街
・豆田上町通り商店会・豆華会

運営方法
  将来像を実現するための取組を体系的に実施するため、経済界を代表して４市の商工会議所会頭や各教育
遺産の保護・保全・活用に主体的に取り組んでいる民間団体の代表者、国内外で活躍する教育史や文化遺産
等の専門家、４県の職員を構成員とした協議会を中心とした推進体制を組織している。
 協議会ついては、平成29年度から事務・事業により構成市で分担し、スムーズな運営をができるよう取り
組んでいる。市内部では、日本遺産を柱に関係部署と連携することとしている。
 今後は、より効率的な事業推進を図るため観光ガイドや地域の活動団体等との連携も図っていく。なお、
日田市では、構成文化財重要伝統的建造物群保存地区の豆田町に係る地元住民と観光協会・商工会議所・行
政が加わる「日田市日本遺産活性化懇話会」を創設した。

１．教育遺産世界遺産登録推進協議会

構成団体
（地方公共団体）
・水戸市（歴史文化財課、観光課、市街地整備課）
・足利市（企画政策課、広報課、財政課、観光振興課、文化課、史跡足利学校事務所）
・備前市（ｼﾃｨｾｰﾙｽ推進課、企画課、まち営業課、まち整備課、学校教育課、生涯学習課)
・日田市（観光課、文化財保護課、世界遺産推進室）
・茨城県（文化課）
・栃木県（文化財課）
・岡山県（教育庁文化財課）
・大分県（教育庁文化課）
（民間団体等）
・水戸商工会議所
・足利商工会議所
・備前商工会議所
・日田商工会議所
・豊田寛三（近世史）
・市民団体の代表（案 咸宜園平成門下生之会：協議会規約上はあるがどの市民団体の代表に出席してもらう
かは、現段階では正式には決定していない）



オブザーバー等

運営方法
 協議会の事務局を置く群馬県企画部世界遺産課が中心となり、構成文化財の所在する各市町村や
民間団体と連携をはかり、意見を調整しながら活動を継続していく。群馬県が中心となることで市
町村及び文化庁との連携が円滑となる。

２．かかあ天下ぐんまの絹物語協議会

構成団体
（地方公共団体）
・群馬県(企画部世界遺産課)
・桐生市教育委員会（文化財保護課)
・甘楽町教育委員会（社会教育課)
・中之条町教育委員会（生涯学習課)
・片品村(むらづくり観光課)

（民間団体等）
・桐生市観光協会
・中之条町観光協会
・片品村観光協会
・赤岩ふれあいの里委員会
・富岡製糸場世界遺産伝道師協会
・合資会社後藤
・森秀織物株式会社



オブザーバー等

運営方法
行政が中心となって事業の展開を行っている。

３．高岡市日本遺産推進協議会

構成団体
（地方公共団体）
・高岡市(広報統計課、総務課、産業企画課、観光交流課、共創まちづくり課)
・高岡市教育委員会(文化財課）

（民間団体等）
・高岡商工会議所
・近世高岡の文化遺産を愛する会
・寺のある町連絡協議会
・土蔵造りのある山町筋まちづくり協議会
・金屋町まちづくり協議会
・吉久まちづくり協議会
・勝興寺まちづくり協議会



オブザーバー等
（アドバイザー）
・藤平 朝雄（(一社)能登半島広域観光協会相談役）
・塚林 康治（能登文化財保護連絡協議会長）
・小林 忠雄（元北陸大学教授）

運営方法
 キリコ祭りが行われている３市３町と石川県、能登の観光協会を構成員として協議会を組織し、
その下に保存・継承部会、情報発信部会を設け、観光振興や地域の活性化を図っている。

４．日本遺産「灯り舞う半島 能登 ～熱狂のキリコ祭り～」 活性化協議会

構成団体
（地方公共団体）
・石川県（文化財課、観光企画課）
・七尾市（文化課、観光交流課）
・輪島市（文化課、観光課）
・珠洲市（文化財係、観光交流課）
・志賀町（生涯学習課、商工観光課）
・穴水町（教育委員会事務局、政策調整課）
・能登町（教育委員会事務局、ふるさと振興課）

（民間団体等）
・（一社）能登半島広域観光協会
・（公社）石川県観光連盟



オブザーバー等
（オブザーバー）
・全国街道交流会議

運営方法
 協議会の円滑な運営を図るため、各構成市町（小浜市・若狭町）に分科会を設置し、協議会審議
案件についての事前審査等を行っている。

５．小浜市・若狭町日本遺産活用推進協議会

構成団体
（地方公共団体）
・福井県 （文化振興課、ブランド営業課、観光振興課、生涯学習・文化財課、
  嶺南振興局（若狭観光・地域振興室）、若狭歴史博物館）
・小浜市（食のまちづくり課、商工観光課、文化課）
・若狭町（総合戦略課、観光交流課、産業課、歴史文化課）

（民間団体等）
・若狭湾観光連盟
・小浜商工会議所
・(株)まちづくり小浜
・いずみ町商店街
・わかさ東商工会
・若狭おばま観光協会
・川崎地区活性化計画策定委員会
・ＫＩＳＵＭＯ小浜
・小浜市の歴史と文化を守る市民の会
・小浜西組町並み協議会
・遠敷丹後街道まちなみ保存推進会
・小浜地区まちづくり協議会
・鯖街道歴史研究会
・若狭三方五湖観光協会
・若狭町伝統文化保存協会
・若狭熊川宿まちづくり特別委員会
・熊川宿観光組合
・熊川宿おもてなしの会
・若狭町語り部の会
・熊川地区地域づくり協議会
・三宅地区地域づくり協議会
・熊川公民館
・三宅公民館



オブザーバー等

運営方法
 岐阜市教育員会社会教育課が事務局として主導的役割を担い、運営している。

６．日本遺産「信長公のおもてなし」岐阜市推進協議会

構成団体
（地方公共団体）
・岐阜市（広報広聴課、450プロジェクト推進課、観光コンベンション課、歴史まちづくり課）
・岐阜市教育員会（社会教育課）

（民間団体等）
・（公財）岐阜観光コンベンション協会
・（公財）岐阜市教育文化振興事業団
・（一財）岐阜市にぎわいまち公社
・岐阜商工会議所
・岐阜市旅館ホテル協同組合



オブザーバー等
・近畿日本鉄道（株）
・三重交通（株）

運営方法
明和町斎宮跡・文化観光課が事務局となり協議会を運営・調整している。

７．明和町日本遺産活用推進協議会

構成団体
（地方公共団体）
・明和町（斎宮跡・文化観光課）
・斎宮歴史博物館

（民間団体等）
・公益財団法人国史跡斎宮跡保存協会
・国史跡斎宮跡協議会
・明和町商工会
・明和町観光協会（斎王まつり実行委員会、大淀祭典委員会、明和太鼓保存会、明和音頭保存会、
斎宮ガイドボランティア）
・明和町特産品振興連絡協議会
・明和町郷土文化を守る会
・明和町緑のまちづくり推進委員会
・史跡斎宮跡・伊勢街道まちづくり会
・斎王の舞保存会
・呉竹倶楽部



オブザーバー等

運営方法
 公益社団法人びわこビジターズビューローが日本遺産「水の文化」ツーリズム推進協議会の事務
局を担い、協議会を運営している。
 また、構成団体の担当者からなる連絡調整会議を適宜開催し、事業計画や事業内容等の検討を
行っている。

８．日本遺産「水の文化」ツーリズム推進協議会

構成団体
（地方公共団体）
・滋賀県（観光交流局、文化財保護課 ）
・大津市（観光振興課、文化財保護課）
・彦根市（観光企画課、文化財課）
・近江八幡市（文化観光課）
・高島市（観光振興課、文化財課）
・東近江市（観光物産課、歴史文化振興課）
・米原市（商工観光課、歴史文化財保護課）
・長浜市（観光振興課、歴史遺産課）

（民間団体等）
・公益社団法人びわこビジターズビューロー
・公益財団法人滋賀県文化財保護協会



オブザーバー等
無し

運営方法
・年に1回総会を開催し、事業計画及び実績報告等を行う。
・必要に応じて運営委員会を開催し、総会に付すべき事項やその運営に関することについて協議す
る。
・日本遺産魅力発信事業の事務については事務局（山城広域振興局）が中心となり実施する。

９．宇治茶の郷づくり協議会

構成団体
（地方公共団体）
・京都府（山城広域振興局）
・宇治市（歴史まちづくり推進課）
・城陽市（農政課）
・八幡市（商工観光課）
・京田辺市（産業振興課）
・木津川市（観光商工課）
・久御山町（産業課）
・井手町（産業観光課）
・宇治田原町（産業観光課）
・笠置町（企画観光課）
・和束町地域力推進課）
・精華町（産業振興課）
・南山城村（むらづくり推進課）

（民間団体等）
・(公社)京都府茶業会議所
・京都府茶協同組合
・京都府茶生産協議会
・京都やましろ農業協同組合
・日本茶インストラクター協会京都府支部
・京都府茶業連合青年団



運営方法
 篠山市日本遺産推進協議会の事務局を篠山市政策部創造都市課内に設置し、各構成団体と調整を
行い事業を遂行している。平成２８年度、文化庁の日本遺産プロデューサー派遣事業は、篠山市に
おける日本遺産魅力発信事業を外部から客観的に評価いただき、また、今後の取り組みについての
アイデアなども提案いただいたことから、非常に有意義であった。従って、今後も歴史遺産や地域
資源の活用などに精通されたアドバイザーを招へいし、外部の評価や提案なども参考にしながら取
組を進める。

・篠山市（政策部創造都市課、農都創造部商工観光課、総務部総務課）
・篠山市教育委員会（社会教育・文化財課）

（民間団体等）
・篠山市商工会
・丹波ささやま農業協同組合
・丹波篠山観光協会
・篠山市自治会長会
・篠山デカンショ節保存会
・丹波立杭陶磁器協同組合
・丹波杜氏組合
・篠山市文化財保護審議会
・篠山市伝統的建造物群保存地区保存審議会
・ＮＰＯ法人 集落丸山
・篠山金融協会
・篠山記者クラブ
・篠山市社会福祉協議会
・篠山市文化協会
・篠山市飲食業組合
・篠山市旅館組合
・神姫グリーンバス(株)篠山営業所
・ＪＲ篠山口駅

１０．篠山市日本遺産推進協議会

構成団体
（地方公共団体）

オブザーバー等
（顧問）
・京都大学名誉教授（名誉市民）

（参与）
・兵庫県教育委員会文化財課長



オブザーバー等

・オブザーバー等については、配置していない。

運営方法

・オブザーバー等については、配置していないが、協議会の構成委員として
 商工及び観光の専門知識及び経験を有する者また奈良芸術短期大学の
 学識経験者を配置、協議・調整を行いながら取組を進めている。

１１．日本遺産「飛鳥」魅力発信事業推進協議会

構成団体
（地方公共団体）
・ 奈良県（文化財保存課・文化資源活用課・ならの観光力向上課）
 ・橿原市（文化財課・世界遺産・文化資産活用課・観光政策課・企画政策課）
 ・高取町（教育委員会事務局・総合政策課・まちづくり課）
 ・明日香村（総合政策課・産業づくり課・文化財課）

（民間団体等）
・一般社団法人橿原市観光協会
・ 橿原商工会議所
・ 高取町観光協会
・ 高取町商工会
・ 飛鳥京観光協会
・ 一般財団法人明日香村地域振興公社
・ 明日香村商工会
・ 飛鳥ニューツーリズム協議会
・ 奈良芸術短期大学



運営方法
 本会は、平成15年に設立した「三徳山を守る会」が母体となり、日本遺産の認定によって三朝温
泉を含めて発展的に設立された会である。本会には規約第2条の目的を達成するため、その趣旨に
賛同した者から年会費1,000円/口として、①調査研究部会、②保護保全部会、③広報啓発部会の各
部が各事業を展開している。平成29年度以降、国庫補助事業の支援がなくなった場合でも同様の形
態で会を維持し、日本遺産の魅力を後世に継承し、広く発信することとしている。（平成28年度末
会員数：約380名）

三朝町（社会教育課、企画観光課）

（民間団体等）
・三朝温泉観光協会
・三朝温泉旅館協同組合
・三朝町商工会
・小鹿地域協議会
・三徳地域協議会
・みささ村地域協議会
・宗教法人三佛寺
・宗教法人輪光院
・宗教法人正善院
・宗教法人皆成院
・特定非営利法人ＮＰОみささ温泉
・三朝区陣所保存会

１２．日本遺産三徳山三朝温泉を守る会

構成団体
（地方公共団体）

オブザーバー等



オブザーバー等
・観光まちづくりの経験を有する者（外部アドバイザー）
  梶浦秀樹（株）庵プロデュース代表取締役
・日本遺産総合活用活性化事業支援業務委託業者（コンサル）
  （株）エブリプラン

運営方法
 観光まちづくりの経験を有する者（外部アドバイザー）の指導のもと、目標設定や事業計画のプ
ランを作成するとともに、協議会に諮って意見調整を行い、会員と連携して各種事業に取り組んで
いる。なお、イベントやシンポジウムで実施したアンケート調査結果をもとに課題を抽出し、コン
サルの意見も踏まえて翌年度事業の計画に反映させている。

１３．津和野町日本遺産推進協議会

構成団体
（地方公共団体）
・津和野町（商工観光課）
・津和野町教育委員会（文化財係、文化振興係）
・津和野町文化財保護審議会

（民間団体等）
・津和野町観光協会
・津和野町商工会
・津和野町民俗芸能保存協会



オブザーバー等

運営方法
 現在は、尾道市の担当課において事務局を担当している。
 今後は、ＤＭＯのしまなみジャパンやＮＰＯ法人空家再生プロジェクト等の他、文化財や観光、
まちおこしに積極的に取り組んでいる個人等に協議会に参画いただくとともに、協議会の事務局に
も参画いただくことを検討している。

１４．尾道市歴史文化まちづくり推進協議会

構成団体
（地方公共団体）
・尾道市（文化振興課、観光課、まちづくり推進課）
・尾道市文化財保護委員会

（民間団体等）
・尾道商工会議所
・因島商工会議所
・尾道しまなみ商工会
・（一社）尾道観光協会
・（一社）因島観光協会



オブザーバー等

運営方法
四国４県の担当者で協議会の意見を調整しながら取組を進めている。

１５．四国遍路日本遺産協議会

構成団体
（地方公共団体）
・徳島県（総合政策課、教育文化政策課）、徳島市（企画政策課）、鳴門市（文化交流推進課）、
小松島市（生涯学習課）、阿南市（文化振興課）、吉野川市（生涯学習課）、阿波市（社会教育
課）、三好市（文化財課）、勝浦町（教育委員会）、神山町（教育委員会）、牟岐町（教育委員
会）、美波町（教育委員会）、海陽町（教育委員会）、板野町（産業課）、上板町（教育委員会）
・高知県（政策企画課、文化財課）、高知市（総務課）、室戸市（生涯学習課）、安芸市（企画調
整課）、南国市（商工観光課）、香美市（企画財政課）、香南市（生涯学習課）、土佐市（総務
課）、須崎市（元気創造課）、四万十市（企画広報課、生涯学習課）、宿毛市（企画課移住定住推
進室）、土佐清水市（生涯学習課）、東洋町（総務課）、奈半利町（地域振興課）、田野町（まち
づくり推進課）、安田町（経済建設課）、芸西村（企画振興課）、中土佐町（企画課）、四万十町
（企画課）、黒潮町（総務課）、大月町（教育委員会）、三原村（総務課）
・愛媛県（地域政策課、文化財保護課）、松山市（企画戦略課）、今治市（企画課）、宇和島市
（企画情報課）、新居浜市（総合政策課）、西条市（地域振興課）、大洲市（企画政策課）、四国
中央市（企画課）、西予市（総合政策課）、久万高原町（総務課）、砥部町（企画財政課）、内子
町（自治・学習課）、愛南町（企画財政課）
・香川県（文化振興課、生涯学習・文化財課）、高松市（文化財課）、丸亀市（教育委員会総務課
文化財保護室）、坂出市（文化振興課）、善通寺市（生涯学習課）、観音寺市（文化振興課）、さ
ぬき市（生涯学習課）、東かがわ市（生涯学習課）、三豊市（生涯学習課）、宇多津町（生涯学習
課）、多度津町（教育課）

（民間団体等）
・四国八十八ヶ所霊場会
・四国経済連合会
・四国国立大学協議会
・四国大学
・徳島文理大学
・四国ツーリズム創造機構



オブザーバー等

運営方法
 年に数回の会議を開くほか、事業を進めるうえでは細やかに連絡を取り合い、協力体制の強化に
取り組む。今年度中に市内にある2つの宿泊施設に協議会への参加を依頼する予定。
 来年度以降、地元企業や民間事業主、商工会などにも声をかけて協議会に参加していただき、官
民両輪で構成文化財所有者を巻き込んだ商品開発等を積極的に展開する。

１６．太宰府市日本遺産活性化協議会

構成団体
（地方公共団体）
・太宰府市（観光経済課、経営企画課）
・太宰府市教育委員会（文化財課）

（民間団体等）
・（公財）古都大宰府保存協会
・太宰府天満宮
・観世音寺
・戒壇院



オブザーバー等

運営方法
①．事業計画・予算決算等の審議・決定を委員会で行う。
②．委員会へ図ることの調整、委員会で決定したことの円滑な実施のために行政区画毎に部会を
  設置
③．協議会の事務処理を事務局である長崎県文化振興課が行う。
④．事業の具体的な調整・協議のために、各部会の担当者と事務局の担当者で、適宜担当者会議
  を実施

１７．日本遺産「国境の島」推進協議会

構成団体
（地方公共団体）
【委員会】
・長崎県（文化振興課・観光振興課・地域づくり推進課・新幹線・総合交通対策課・壱岐振興局管
理部・教育庁学芸文化課）
・対馬市（文化交流・自然共生課、文化財保護審議会）
・壱岐市（観光商工課）
・五島市（観光物産課）
・新上五島町（文化財課・観光商工課）
【部会】
①対馬市部会（市文化交流・自然共生課、文化財保護審議会、県対馬振興局管理部地域づくり推進
課）
②壱岐市部会（県壱岐振興局管理部、市観光商工課、市教育委員会文化財課、市立一支国博物館、
県埋蔵文化財センター）
③五島市部会（市観光交流課、市教育委員会生涯学習課、市市町公室、県五島振興局地域づくり推
進課）
④新上五島町部会（町文化財課、町観光商工課、県五島振興局地域づくり推進課）

（民間団体等）
【委員会】
・（株）長崎経済研究所・（一社）五島市観光協会・（一社）長崎県観光連盟
・オリエンタルエアブリッジ（株）・（株）近畿日本ツーリスト九州・（株）五島産業汽船
・（株）JTB九州・（株）日本旅行・九州商船（株）・九州郵船（株）
・長崎空港ビルディング（株）・長崎歴史博物館・野母商船（株）
【部会】
①対馬市部会（（一社）対馬観光物産協会、対馬交通（株））
②壱岐市部会（市商工会、（一社）市観光連盟）
③五島市部会（（一社）市観光協会）
④新上五島町部会（NPO法人町観光物産協会）



オブザーバー等
（オブザーバー）
・熊本県教育庁教育総務局文化課長
（顧問）
・熊本県議会議員（地元選出3名）
（アドバイザー）
・鈴木輝隆（立正大学）
・隈研吾（建築課）
・原研哉（デザイナー）

運営方法
 決定機関は総会とする。
 既存の球磨地域文化財広域連携協議会（古社寺等の文化財の広域的な保存と活用を推進すること
を目的に、10市町村の文化財・観光・企画部署、広域行政組合、熊本県で組織する。）を人吉球磨
日本遺産活用協議会の幹事会と位置づけ、総会に提案する事項について協議調整する。
 事務局（人吉市教育委員会歴史文化課）から幹事会に提案し、総会に諮る形で協議を進める。内
容により、幹事会の中で文化財担当のみ、観光、企画及び文化財担当と招集の範囲を調整する。

１８．人吉球磨日本遺産活用協議会

構成団体
（地方公共団体）
・人吉市（歴史文化課、企画課、観光振興課）
・錦町（教育振興課、企画観光課）
・あさぎり町（教育課、企画財政課、商工観光課）
・多良木町（教育振興課、企画観光課）
・湯前町（教育課、産業振興課）
・水上村（教育課、総務課、産業振興課）
・相良村（教育課、総務課、産業振興課）
・五木村（教育課、ふるさと振興課）
・山江村（教育課、企画調整課）
・球磨村（教育課、企画振興課）
・熊本県（球磨地域振興局総務振興課）
・人吉球磨広域行政組合（広域観光課）

（民間団体等）
・人吉商工会議所・錦町商工会・あさぎり町商工会・多良木町商工会・湯前町商工会・水上村商工
会・相良村商工会・五木村商工会・山江村商工会・球磨村商工会
・人吉温泉観光協会・錦町観光協会・水上村観光協会・相良村観光協会・球磨村観光協会・湯前町
観光物産協会・多良木町観光協会
・人吉観光案内人協会・あさぎり町ふるさと案内人協会・たらぎ観光案内人協会・球磨村観光案内
人の会・五木村観光案内人の会・湯前町観光案内人協会
・相良三十三観音協議会
・熊本県建築士会人吉支部



オブザーバー等
・明確な「オブザーバー」という肩書きではないが、地域活性化戦略のために、日本遺産プロ
デューサー本田勝之助氏・小川和氏には、アドバイスをいただいている。

運営方法
・年間４回程度の全体協議会を開催し、事業運営についてのアドバイス、事業計画の承認、事業内
容の報告等をおこなっている。
・基本的に毎月１回、各市町持ち回りの会場で、各公共団体を代表する実務担当者による事業運営
についての連絡協議会をおこない、事業の円滑な運営と、意思統一をはかっている。

１９．「“伊達”な文化」魅力発信推進事業実行委員会

構成団体
（地方公共団体）
・宮城県（観光課・新産業振興課・富県宮城推進室・ｱｼﾞｱﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ課・国際企画課・広報課）
・宮城県教育庁（文化財保護課・総務課）
・仙台市（観光課）
・仙台市教育委員会（文化財課、文化観光局）
・塩竃市（観光交流課）
・塩竃市教育委員会（生涯学習課、産業環境部）
・多賀城市（商工観光課・都市計画課）
・多賀城市教育委員会（文化財課）
・松島町（教育課、産業観光課）

（民間団体等）
・宮城県観光連盟
・仙台観光国際協会
・塩竃市観光物産協会
・多賀城市観光協会
・松島町観光協会
・東北観光推進機構
・宮城県観光誘致協議会
・東日本旅客鉄道株式会社仙台支社
・河北新報社
・仙台国際空港株式会社



オブザーバー等
（オブザーバー）
・大蔵村（総務課、ジオパーク担当）
・戸沢村（総務課、ジオパーク担当）

運営方法
・県教育庁文化財・生涯学習課が中心となり事務局を担い、県及び関係市町の負担金で運営してい
る。

２０．出羽三山「生まれかわりの旅」推進協議会

構成団体
（地方公共団体）
・山形県（観光立県推進課、インバウンド・国際交流推進課、村山・庄内総合支庁観光振興室）
・山形県教育庁（総務課、文化財・生涯学習課）
・鶴岡市（観光物産課等）
・鶴岡市教育委員会（社会教育課）
・西川町（商工観光課）
・西川町教育委員会（生涯学習課）
・庄内町（商工観光課）
・庄内町教育委員会（社会教育課）

（民間団体等）
・山形県観光物産協会
・鶴岡市観光連盟
・羽黒町観光協会
・あさひむら観光協会
・月山朝日観光協会
・庄内町観光協会
・東北観光推進機構
・庄内観光コンベンション協会
・出羽三山神社
・致道博物館



オブザーバー等
（賛助会員）
・特定非営利活動法人素材広場
・（公財）野口英世記念会
（オブザーバー）
・あいづふるさと市町村圏協議会
・福島県観光交流局
・(公財）福島県観光物産交流協会
・福島県会津地方振興局
・福島県南会津地方振興局
・奥会津振興センター

運営方法
・会津若松市観光課が事務局となり、会議（総会、幹事会、部会、担当者会議等）を開催し、民間
を含む構成団体間の意見の調整を図り運営を行っている。

２１．極上の会津プロジェクト協議会

構成団体
（地方公共団体）
・会津若松市（観光課）・喜多方市（観光交流課）・南会津町（商工観光課）
・下郷町（産業課）・檜枝岐村（企画観光課）・只見町（観光商工課）
・北塩原村（商工観光課）・西会津町（商工観光課）・磐梯町（商工観光課）
・猪苗代町（商工観光課）・会津坂下町（産業課）・湯川村（産業建設課）
・柳津町（地域振興課）・会津美里町（商工観光課）・三島町（地域政策課）
・金山町（復興観光課）・昭和村（産業建設課）

（民間団体等）
観光団体：（一財）会津若松観光ビューロー・会津若松商工会議所 他１７団体
宿泊施設組合：東山温泉観光協会・芦ノ牧温泉旅館組合 他１３団体
交通事業者  ：東日本旅客鉄道㈱仙台支社・東武鉄道㈱・会津乗合自動車㈱
                      東日本高速道路㈱東北支社会津若松管理事務所 他７団体



オブザーバー等

運営方法
・協議会の下部組織として各組織の実務担当者からなる「運営部会」を設置し、事業進捗時における意見や、
次年度事業の方向性などについて、調整を図りながら取組みを進めている。

２２．日本遺産「一本の水路」プロモーション協議会

構成団体
（地方公共団体）
・郡山市（文化振興課、国際政策課、農業政策課、観光課）
・猪苗代町（企画財務課、商工観光課）
・須賀川市（文化振興課）
・本宮市（観光課）
・福島県（県中地方振興局地域づくり・商工労政課）

（民間団体等）
・安積疏水土地改良区
・公益財団法人安積歴史博物館
・東京電力ホールディングス株式会社リニューアブルパワー・カンパニー 猪苗代事業所
・合名会社開成社
・安積野開拓顕彰会
・郡山地方史研究団体連絡協議会
・国立大学法人福島大学
・一般社団法人郡山市観光協会
・郡山商工会議所
・郡山地区商工会広域協議会
・公益社団法人郡山青年会議所
・公益財団法人郡山コンベンションビューロー
・福島さくら農業協同組合郡山地区本部
・一般社団法人猪苗代観光協会
・猪苗代湖観光推進連絡協議会
・猪苗代町商工会



オブザーバー等
（オブザーバー）
・大学共同利用機関法人人間文化研究機構 国立歴史民俗博物館
・千葉県立中央博物館

運営方法
 千葉県教育庁教育振興部文化財課が事務局となり、４市で業務を分担して事業を進めている。
 各事業の統一感を取るのが難しく、また、文化財部門が事務局では、プロモーション事業の取り
まとめや民間との連携が困難である。今後は、県・４市の観光部局や民間の観光機関等が活動の中
心となることが望ましいと考えられる。

２３．日本遺産北総四都市江戸紀行活用協議会

構成団体
（地方公共団体）
・千葉県（教育庁教育振興部文化財課、環境生活部県民生活・文化課、商工労働部観光企画課、
商工労働部観光誘致促進課）
・佐倉市（教育委員会文化課、産業振興部産業振興課）
・成田市（教育委員会生涯学習課、シティープロモーション部観光プロモーション課）
・香取市（教育委員会生涯学習課、生活経済部商工観光課）
・銚子市（教育委員会生涯学習スポーツ課、産業観光部観光商工課）

（民間団体等）
・（公益社団法人）千葉県観光物産協会



オブザーバー等
（オブザーバー）
・伊勢原市観光協会
・厚木市観光振興課
・秦野市観光課

運営方法
 伊勢原市において事務局を担い、協議会で決定を踏まえ事業を実施している。今後、課題等が発
生した際には、教育旅行誘致推進の委託事業者や旅行会社の方に「アドバイザー」や「コーディ
ネーター」として協力を仰ぐことを考えている。

２４．伊勢原市日本遺産協議会

構成団体
（地方公共団体）
・伊勢原市（商工観光課、経営企画課、広報戦略課、市民協働課、農業振興課、都市政策課、国県
事業対策課、スポーツ課）
・伊勢原市教育委員会(教育総務課)

（民間団体等）
・産業能率大学
・大山阿夫利神社・宝城坊・大山寺・比々多神社
・大山先導師会旅館組合・大山飲食店物産組合
・伊勢原市商工会・伊勢原市商店会連合会・石田商工振興会
・小田急電鉄(株)・神奈川中央交通(株)・大山観光電鉄(株)
・伊勢原青年会議所・伊勢原市農業協同組合
・たかべや緑の里振興会・伊勢原市文化財保護審議会
・伊勢原市歴史文化遺産活用実行委員会



オブザーバー等
なし

運営方法
・鎌倉市歴史まちづくり推進担当内に事務局を置き、協議会の事務処理を行っている。
・事業の運営を効率的に行うため、構成団体の構成員による作業部会を設置している。

２５．日本遺産いざ鎌倉協議会

構成団体
（地方公共団体）
・鎌倉市（経営企画部、歴史まちづくり推進担当、市民活動部、文化財部）

（民間団体等）
・公益社団法人鎌倉市観光協会
・鎌倉商工会議所
・公益財団法人鎌倉風致保存会



オブザーバー等
（オブザーバー）
・新潟県立歴史博物館
・見附市（教育委員会）
・小千谷市（教育委員会）
・南魚沼市（教育委員会）
・湯沢町（教育委員会）

運営方法
 必要に応じワーキンググループを設置し、関係機関と連携しながら円滑な事業の実施に努める。

２６．信濃川火焔街道連携協議会

構成団体
（地方公共団体）
・新潟市（歴史文化課、観光政策課）
・三条市（生涯学習課、営業戦略室）
・長岡市（政策企画課）、長岡市立科学博物館
・十日町市（文化財課、観光交流課）
・津南町（文化財班、地域振興課）

（民間団体等）
・ジョーモネスクジャパン
・火焔街道博学連携推進研究会
・津南町観光協会



オブザーバー等
（プロデューサー）
WAO 生駒芳子

運営方法
 H25.10月に観光協会と（一社）小松市物産振興協会が統合し、観光と物産の両面から小松市のブ
ランド振興等の事業を展開している。
 設立時より、3つの専門委員会を設けており、日本遺産の振興についても、情報共有を図ると共
に各委員会において、日本遺産振興のための事業展開を計っている。

 ① 誘客宣伝委員会（当市誘客のための観光企画や広告宣伝）
 ② 観光資源開発委員会（当市観光資源の掘り起こしとブラッシュアップ）
 ③ 事業運営委員会（アンテナショップの運営、商品開発等）

 これらの事業を円滑に進めるべく、当社の経営体である理事会において、合意形成を図り、社全
体での日本遺産の振興に努めている。
 また、小松市より事務局に職員を派遣するなど、事業を円滑に進めるために必要な体制整備を
行っている。

２７．一般社団法人こまつ観光物産ネットワーク

構成団体
（地方公共団体）
・小松市（小松市観光交流課）

（民間団体等）
・別紙のとおり



（別紙）

職名 氏名

1 正会員 安宅町町内会 会長 円地 仁志 観光名所・施設

2 正会員 （株）ゆのくにの森 代表取締役社長 新滝淳子 観光名所・施設

3 正会員 小松天満宮奉賛会 会長 小倉 晃 観光名所・施設

4 正会員 宗教法人 安宅住吉神社 宮司 北村嘉章 観光名所・施設

5 正会員 那谷寺観光協会 会長 吉村範明 観光名所・施設

6 正会員 日本自動車博物館 館長 前田智嗣 観光名所・施設

7 正会員 ハニベ巌窟院 代表役員 都賀田明美 観光名所・施設

8 正会員 （株）アイランドゴルフ加賀 支配人 山中正史 観光名所・施設

9 正会員 小松カントリークラブ 支配人 松林廣中 観光名所・施設

10 正会員 實盛之兜保存会 会長 中山哲郎 歴史・文化

11 正会員 蓮如山史跡保存会 会長 山岸 諭 歴史・文化

12 正会員 (公財)木場潟公園協会 代表理事 藤田勝男 自然

13 正会員 大倉岳開発観光協会 会長 宮橋勝栄 自然

14 正会員 大杉谷観光協会 会長 長田政幸 自然

15 正会員 滝ケ原町鞍掛山を愛する会 会長 山下 豊 自然

16 正会員 粟津温泉観光協会 会長 辻井 祐紀恵 粟津温泉

17 正会員 小松温泉旅館観光協会 会長 松原智恵美 宿泊施設

18 正会員 木場温泉観光協会 会長 北方政信 宿泊施設

19 正会員 Hifリゾート㈱ 代表取締役 中嶋 浩 宿泊施設

20 正会員 （株）加賀観光トラベル 代表取締役 嶋田俊一郎 旅行業

21 正会員 北國観光（株） 小松支店 支店長 丸山 守 旅行業

22 正会員 （株）冨士トラベル石川 代表取締役社長 安田嘉昌 旅行業

23 正会員 小松バス（株） 取締役社長 宮岸 武司 交通

24 正会員 石川交通（株） 小松営業所 支配人 泉 邦宏 交通

25 正会員 西日本旅客鉄道（株） 小松駅 駅長 宮下良和 交通

26 正会員 北陸エアターミナルビル（株） 代表取締役社長 岡田靖弘 交通

27 正会員 （株）テレビ小松 取締役社長 縄 紘平 マスコミ

28 正会員 （株）ラジオこまつ 代表取締役社長 江口介一 マスコミ

29 正会員 鵜川印刷（株） 代表取締役 鵜川栄一 印刷・出版

30 正会員 マルト（株） 代表取締役会長 今村洋幸 印刷・出版

31 正会員 コマツ 粟津工場 粟津工場長 藤田直樹 産業

32 正会員 ジェイ・バス（株） 代表取締役社長 前田啓二 産業

33 正会員 （株）こまつ賑わいセンター 代表取締役 竹村信一 まちづくり

34 正会員 お菓子処 山口堂 代表 山口 寛 菓子

35 正会員 （株）御朱印 代表取締役 半田雅彦 菓子

№ 会員区分 会員名
代表者

区分



職名 氏名
№ 会員区分 会員名

代表者
区分

36 正会員 （株）こまや 代表取締役社長 駒田 隆 菓子

37 正会員 （株）松葉屋 代表取締役社長 那谷忠雄 菓子

38 正会員 徳田盛華堂 店主 徳田 保 菓子

39 正会員 村中製菓（株） 代表取締役社長 村中祥郎 菓子

40 正会員 山上福寿堂 代表 山上浩平 菓子

41 正会員 （有）加賀かきもち丸山 代表取締役社長 丸山宜伸 菓子

42 正会員 （有）長寿庵みのわ 代表取締役社長 橋本庄信 菓子

43 正会員 （有）長池製菓 代表取締役社長 長池 正 菓子

44 正会員 （有）のむら農産  代表取締役 野村佳史 菓子

45 正会員 （有）パンあづまや 代表取締役 東 和央 菓子

46 正会員 （有）行松旭松堂 代表取締役 行松文男 菓子

47 正会員 菓匠 生駒 代表 生駒泰明 菓子

48 正会員 鹿島屋 代表 鹿島延之 菓子

49 正会員 はまや本舗 代表 濱本浩一 菓子

50 正会員 河田 ふたば 代表 宮向健也 菓子

51 正会員 奥商店 代表 奥 秀子 食品

52 正会員 （株）あきや 代表取締役社長 明 慶太郎 食品

53 正会員 （株）黄木かまぼこ 代表取締役 黄木茂樹 食品

54 正会員 （株）竹本商店 代表取締役社長 竹本佳孝 食品

55 正会員 （株）中石食品工業 代表取締役常務 石田弘栄 食品

56 正会員 まままんま工房 代表取締役 山口早苗 食品

57 正会員 小松市農業協同組合 代表理事組合長 西沢耕一 食品

58 正会員 中出精肉店 代表 中出 壽 食品

59 正会員 （有）まるしょう 代表取締役 北村庄五 食品

60 正会員 （有）吉田水産 代表取締役 吉田博文 食品

61 正会員 （有）ふる里の味すみげん 専務取締役 角谷 亮 食品

62 正会員 山木食品工業（株） 代表取締役 山木朝恵 食品

63 正会員 （株）加越 代表取締役社長 山田英貴 地酒

64 正会員 合資会社 手塚酒造場 代表社員 手塚清明 地酒

65 正会員 合同会社 西出酒造 代表社員 西出裕恒 地酒

66 正会員 東酒造（株） 代表取締役社長 東 祐輔 地酒

67 正会員 鴻渡園 代表 鴻渡賢一 茶

68 正会員 安宅ノ関 長沖 代表取締役 長沖一雄 飲食店

69 正会員 （株）藤本 「小松味道園」 代表取締役社長 平野兼良 飲食店

70 正会員 美漢方 爽泉 店主 前田敏子 その他

71 正会員 （株）米八 代表取締役 浮田雅義 飲食店

72 正会員 （株）関戸隆祥商店 代表取締役 関戸紳晴 九谷焼



職名 氏名
№ 会員区分 会員名

代表者
区分

73 正会員 小松九谷工業協同組合 理事長 吉田幸央 九谷焼

74 正会員 とら屋陶器店 代表 打田幸男 九谷焼

75 正会員 西盛友堂 代表 西 由紀夫 九谷焼

76 正会員 西田昇竜堂 経営者 西田 昇 九谷焼

77 正会員 長峰堂 代表 西 初男 九谷焼

78 正会員 宮本泰山堂 代表 宮本敏文 九谷焼

79 正会員 手島明利堂 代表 手島吉昭 九谷焼

80 正会員 石川県九谷窯元工業協同組合 理事長 宮吉勝茂 九谷焼

81 正会員 打田平太郎商店 代表 打田紘太郎 九谷焼

82 正会員 きぬ工房 神田 代表 神田隆弘 織物

83 正会員 小松織物工業協同組合 理事長 荒木重則 織物

84 正会員 菊屋呉服店 代表取締役社長 若林正義 織物

85 正会員 山木絹織工場（シルクビート） 代表 山木彰英 織物

86 正会員 任田漆器店 店主 任田正稔 美術工芸

87 正会員 広崎建具工芸 代表者 広崎秀雄 建具

88 正会員 観音下石材（有） 代表者 橋本康容 石材

89 正会員 小松商工会議所 会頭 西 正次 その他

90 正会員 小松市 市長 和田愼司 その他

91 正会員 あんずの木 代表 斎藤和美 菓子

92 正会員 亀田饅頭店 店主 亀田 裕 菓子

93 正会員 木場フォーム印刷（株） 代表取締役社長 木場貞夫 印刷・出版

95 正会員 （有）角源海産 代表取締役 福岡秀典 食品

96 正会員 （有）ビロン 代表取締役 清水正春 食品

97 正会員 株式会社 トーン 代表取締役社長 三輪里至 菓子

98 正会員 菓子工房 Yodogawa よどがわ 代表 淀川栄美子 菓子

99 正会員 （公社）小松市シルバー人材センター 理事長 竹村信一 その他

100 正会員 （株）梶助 代表取締役社長 梶 吉久 飲食店

101 正会員 チームリアルこまつ 代表 米田未旨 その他

102 正会員 関東大小松会 事務局長 金森博寿 その他

103 正会員 いしかわ体験ランドCLUB 代表 舟津秀一郎 その他

104 正会員 小松曳山八町連絡協議会 会長 福島利雄 歴史・文化

105 正会員 匠屋 代表 伊藤由寛 飲食店

106 正会員 美術品 広岡 代表 広岡洋章 美術工芸

107 正会員 長保屋茶舗 代表 長谷部英夫 飲食店

109 正会員 Bistro DEUX et DEUX 代表取締役 田中淳也 飲食店

110 正会員 菟橋神社 宮司 上田正浩 歴史・文化

111 正会員 料亭 まつ家 代表 森 泰洋 飲食店



職名 氏名
№ 会員区分 会員名

代表者
区分

112 正会員 ホテルエアポート小松 支配人 吉田栄一 宿泊施設

113 正会員 割烹 つかさ 社長 明 昭一 飲食店

114 正会員 八十山雅子・和代美術館 代表 八十山和代 観光名所・施設

115 正会員 肴屋38 店長 山岸和彦 飲食店

116 正会員 おにぎりカフェ アルコイッポ 店長 橋本美里 飲食店

117 正会員 割烹 なか乃 代表 鵜川高行 飲食店

118 正会員 （株）丸西組 代表取締役社長 西 正次 産業

119 正会員 （株）江口組 代表取締役 江口介一 産業

120 正会員 コマツキカイ（株） 代表取締役 近江秀夫 産業

121 正会員 （株）トーケン 代表取締役 根上健正 産業

122 正会員 石川舗道（株） 代表取締役社長 堀 伸市 産業

123 正会員 CUCINA オーナーシェフ 小川達也 飲食店

124 正会員 ドメインリーダーシップ育成センター センター長 村本睦戸 その他

125 正会員 社会福祉法人こまつ育成会 理事長 久木義則 その他

126 正会員 大橋老舗 代表 小向隆夫 菓子

127 正会員 焼豚屋本舗 代表 大西良輝 食品

128 正会員 医療法人社団澄鈴会 心愛 理事長 秋山典子 その他

129 正会員 竹本 勇 竹本 勇 その他

130 正会員 たこやきベビーカステラ宮勝屋 代表 宮越勝彦 飲食店

131 正会員 南加賀広域圏事務組合 管理者 和田愼司 その他

132 正会員 いきいき竹の子東山 寺田喜代嗣 その他

133 正会員 ザ・創 山若雅和 織物

134 正会員 株式会社はじめや 代表取締役 鍋谷庄造 その他

135 正会員 お菓子処マルニシ 店主 西出隆俊 菓子

136 正会員 農事組合法人 護国寺農場 代表理事 竹村敏則 その他

137 正会員 有限会社松月苑うどん工房穂の香 代表取締役 谷口智美 飲食店

138 正会員 三草二木 西圓寺 理事長 雄谷良成 飲食店

139 正会員 居酒屋 いもたこなんきん 店長 濱田貴司 飲食店

140 正会員 居酒屋 天力 代表取締役 西出仁志 飲食店

141 正会員 株式会社 コマツインターリンク 代表取締役社長 寺田敏彦 その他

142 正会員 寿司割烹 城北南月 代表取締役 南 貴彰 飲食店

143 正会員 小松観光ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞの会「ようこそ」 会長 村田保 その他

144 正会員 たにむら平安堂 谷村勝也 菓子

145 正会員 ㈲西尾酒店 代表取締役 西尾清孝 地酒

146 正会員 NPO法人小松うどんつるつる創研 代表 石田弘栄 その他

147 正会員 本田農園 代表 本田雅弘 その他

148 正会員 医療法人社団愛康会 小松ソフィア病院 理事長 加登康洋 医療



職名 氏名
№ 会員区分 会員名

代表者
区分

149 正会員 ㈱T-FOOD 代表取締役 橘武志 菓子

150 正会員 Jamaney 代表 牛山由美子 食品

151 正会員 ㈱コムレイド 代表取締役 佐々木均 その他

152 正会員 ㈱栄食 代表取締役 長野守充 飲食店

153 正会員 ㈱パーパス 代表取締役 水野秀和 その他

154 正会員 ㈱九谷陶泉 代表取締役 山元茂雄 九谷焼

155 正会員 迎賓ヴィクトリア＆マリーズ教会 館長 井ノ山孝則 観光名所・施設

156 正会員 北森・岸共同企業体 代表取締役 岸省三 その他

157 正会員 島内たたみ店合同会社 代表 島内智唱 その他

158 正会員 ㈱プロフーモ 代表取締役 古田成史 食品

159 正会員 建築研究室セクションアール 代表 野尻順滋 食器

160 正会員 九谷焼体験工房 ギャラリー＆カフェ良山 代表 山下好弘 九谷焼

161 正会員 有限会社ジャパンファーム 代表取締役 生水敏雄 食品

162 正会員 株式会社 三輪 代表取締役 三輪 毅 織物

163 正会員 特定非営利活動法人まちづくり小松 理事長 山本 義之 食品

164 正会員 株式会社下坂石材 中澤 和歌子 産業

165 正会員 有限会社アルバ 取締役社長 今度 孝 食品

166 賛助会員 （公財）小松市施設管理公社 理事長 山上重幸 その他

167 賛助会員 小松市校下女性協議会 会長 酒井恵美子 その他

168 賛助会員 小松市公民館連合会 会長 後藤英司 その他

169 賛助会員 小松市文化協会 会長 北畠能房 その他

170 賛助会員 （社福）小松市社会福祉協議会 理事長 中田豊司 その他

171 賛助会員 小松市ボランティア連絡協議会 会長 黒崎ゆかり その他

172 賛助会員 （公社）小松青年会議所 理事長 押野了享 その他

173 賛助会員 小松中心商店街振興組合連合会 会長 高野哲郎 その他

174 賛助会員 タイムズカーレンタル 小松空港前店 店長 小坂美樹 交通

175 賛助会員 こまつSATOYAMA協議会 会長 生水 茂 その他

176 賛助会員 ノルディックウオーク協会 会長 吉田 晋 その他

177 賛助会員 木場潟を美しくする会 会長 山本政廣 自然

178 賛助会員 こまつ日本花の会 会長 宮﨑紀代二 自然

179 賛助会員 木場潟フローラの会 会長 合場加代子 自然

180 賛助会員 （株）小松高田製作所 代表取締役 藤井公祥 産業

181 賛助会員 石川県立小松商業高等学校 校長 北本泰則 その他

182 賛助会員 ヒーリング・スペース パンゲア 代表 竹端海煌 その他

183 賛助会員 アミーゴ アミ 店長 道券久恵 飲食店

184 賛助会員 老松 代表取締役 長崎小夜子 宿泊施設

185 賛助会員 カフェレストラン キャンティ 店主 安田隆幸 飲食店



職名 氏名
№ 会員区分 会員名

代表者
区分

186 賛助会員 （有）珍龍 代表取締役 前田俊夫 飲食店

187 賛助会員 温泉すーぱー 代表 西出久義 食品

188 賛助会員 ハイパーホテル小松 代表取締役 吉田俊一 宿泊施設

189 賛助会員 原町文化財保存会 代表 林 成人 歴史・文化

190 賛助会員 和食屋 南 店主 南 広司 飲食店

191 賛助会員 酒房 うさぎ 店主 小酒都津里 飲食店

192 賛助会員 かまど 小松店 代表取締役 吉田俊一 飲食店

193 賛助会員 地中海料理 夢屯 代表 寺本都芳 飲食店

194 賛助会員 レストラン Minyowl みにょーる オーナー 後藤 稔 飲食店

195 賛助会員 ル シュヴァリエ 代表 野崎幸広 飲食店

196 賛助会員 中佐中店 代表取締役 三津野豊麻呂 飲食店

197 賛助会員 乾山 本廣寺 代表役員 藤伊 滋 観光名所・施設

198 賛助会員 建聖寺 住職 田中進英 観光名所・施設

199 賛助会員 小松木工クラブ 会長 宮本 孝 美術工芸

200 賛助会員 山下米穀店 社長 山下利樹 食品

201 賛助会員 草房 御稜威 代表 青木稜朗 その他

202 賛助会員 肉料理レストラン 北一亭 代表取締役 北村浩一 飲食店

203 賛助会員 かが森林組合 代表理事組合長 田中隆平 産業

204 賛助会員 餃子菜館 清ちゃん 代表 高輪 清 飲食店

205 賛助会員 御料理 いち川 店主 市川靖司 飲食店

206 賛助会員 （株）小松パワートロン 代表取締役 富田美乃則 産業

207 賛助会員 板前割烹 小松 有川 代表 有川義雄 飲食店

208 賛助会員 桂木商会 代表 桂木武彦 その他

209 賛助会員 小松製瓦株式会社 代表取締役 池田利明 産業

210 賛助会員 町屋ばる 山水悠 オーナー 牛山由美子 飲食店

211 賛助会員 カフェ＆バール エムラインマーケット オーナー 牛山由美子 飲食店

212 賛助会員 宗教法人 大王寺 住職 北原華蓮 観光名所・施設

213 賛助会員 長八寿司 店主 村井義和 飲食店

214 賛助会員 串茶屋民俗資料館 館長 古田政敏 歴史・文化

215 賛助会員 エンジュ 代表 八木由美子 その他

216 賛助会員 ステーキハウス 小がわ 代表社員 小川 正 飲食店

217 賛助会員 寿し割烹 竹屋 代表 額見英雄 飲食店

218 賛助会員 村のcafé 代表 村中 實 飲食店

219 賛助会員 一山楼 代表 作本昌宏 飲食店

220 賛助会員 大くぼ旅館 代表取締役 大窪栄一 宿泊施設

221 賛助会員 九谷良山堂 代表 山下完征 九谷焼

222 賛助会員 ビジネスホテル大地 代表 田辺進二 宿泊施設



職名 氏名
№ 会員区分 会員名

代表者
区分

223 賛助会員 葭島神社 宮司 浮見雅樹 観光名所・施設

224 賛助会員 (有)有明 小松お多福 代表取締役 桑名謙輔 飲食店

225 賛助会員 STAND BAR 月光亭 経営者 細川千鶴 飲食店

226 賛助会員 ゴルフクラブ・ツインフィールズ 支配人 和久田茂明 観光名所・施設

227 賛助会員 （株）曽田製作所 代表取締役 曽田國忠 産業

228 賛助会員 北陸電力（株） 小松支社長 塚﨑勝訓 産業

229 賛助会員 有限会社 ひょうたん寿し 代表取締役 清水英樹 飲食店

230 賛助会員 有限会社 寿司福助 代表取締役社長 野澤勝男 飲食店

231 賛助会員 スパイスカフェ エスライン 経営者 明円良則 飲食店

232 賛助会員 料亭 一浪 代表取締役 土定靖之 飲食店

233 賛助会員 ボンネット型特急電車保存会 事務局長 岩谷淳平 観光名所・施設

234 賛助会員 亀甲健デザイン事務所 代表 亀甲健 その他

235 賛助会員 リストランテ・ジン 店長 菊池なお子 飲食店

236 賛助会員 社会福祉法人なごみの郷 理事長 荒田 稔 その他

237 賛助会員 大杉ミュージカルシアター ガートウエストハウト 観光名所・施設

238 賛助会員 金澤女子店舗 安本須美枝 その他

239 賛助会員 和紙作家 堀江 美佳 堀江美佳 美術工芸

240 賛助会員 こまつ地美絵実行委員会 会長 西 正次 その他

241 賛助会員 有限会社橋本石材 代表取締役 橋本 新二 その他

242 賛助会員 あらきカメラ 代表 新木 肇 その他



オブザーバー等

運営方法
協議会の下に委員会を設置し、委員会意見を調整したうえで協議会に諮り運営を進める

２８．木曽地域文化遺産活性化協議会

構成団体
（地方公共団体）
・塩尻市（ブランド観光課）、塩尻市教育委員会（生涯学習スポーツ課）
・木曽町（観光交流課）、木曽町教育委員会
・上松町（総務課、産業観光課）、上松町教育委員会
・木祖村（商工観光課）、木祖村教育委員会
・王滝村（村おこし推進課）、玉滝村教育委員会
・大桑村（産業振興課）、大桑村教育委員会
・南木曽町（産業観光課）、南木曽町教育委員会
・長野県教育委員会（文化財生涯学習課）

（民間団体等）
・木曽観光連盟
・木曽広域連合（地域振興課）
・木曽地域振興局（商工観光課、企画振興課）木曽建設事務所（整備建築課）
・長野県商工会連合会木曽支部
・塩尻商工会議所
・木曽郡文化財保護連絡協議会
・（公財）妻籠を愛する会
・奈良井区文化振興委員会
・木曾平沢町並み保存会
・木曽馬保存会



オブザーバー等
（オブザーバー）
・NPO法人全国街道交流会議

運営方法
飛騨匠についての普及啓発事業を長年実施してきた飛騨木工連合会から副委員長を選出して実際

の事業を主導し、学識経験者がもう一人の副委員長として学術的な質を担保をし、伝統産業団体と
意見の調整を図りながら事業を実施している。ＰＲ手法等については観光商工団体の意見を取り入
れてより効果的なＰＲにつなげている。

２９．飛騨の匠ブランド開発事業委員会

構成団体
（地方公共団体）
・高山市（観光課、文化財課）

（民間団体等）
・飛騨木工連合会
・飛騨春慶連合協同組合
・飛騨一位一刀彫協同組合
・高山料理組合
・高山市景観
・町並保存連合会
・飛騨・高山観光コンベンション協会
・飛騨高山旅館ホテル協同組合
・高山商工会議所
・女性会
・飛騨地域地場産業振興センター



オブザーバー等
（オブザーバー）
・淡路信用金庫（総合企画部）
・淡路広域行政事務組合

（プロデューサー）
・中川 悠（株式会社ＧＩＶＥ＆ＧＩＦＴ 代表取締役）

運営方法
地域の歴史文化を活かした地域づくりの経験を有する者をプロデューサーとして委員会に配置す

ることで、構成団体間の意見調整を行いながら事業の推進を図る。

３０．淡路島日本遺産委員会

構成団体
（地方公共団体）
・洲本市（企画課、商工観光課）
・洲本市教育委員会（生涯学習課）
・南あわじ市（ふるさと創生課、商工観光課）
・南あわじ市教育委員会（社会教育課）
・淡路市（まちづくり政策課、商工観光課）
・淡路市教育委員会（社会教育課）
・兵庫県淡路県民局（県民交流室・未来島推進課）

（民間団体等）
・一般財団法人淡路島くにうみ協会
・一般社団法人淡路島観光協会
・一般社団法人淡路青年会議所(社会開発委員会）



オブザーバー等

運営方法
2町6村の自治体、民間団体で構成されており、年１回総会を開催し各取組等を報告している。事務
局を吉野町とし、総会や幹事会等の調整を行う。また、月1回程度、自治体幹事が集まる幹事会を
開催して連携をとっている。各団体との調整はその団体が属する市町村が行っている。
補助金とは別に各町村から負担金を徴収し、都度必要な物品や旅費等の支出に充てる。

３１．吉野地域日本遺産活性化協議会

構成団体
（地方公共団体）
・吉野町（産業観光振興課）
・下市町（総務課）
・黒滝村（企画政策課）
・天川村（地域政策課）
・下北山村（地域創生推進室）
・上北山村（地域振興課）
・川上村（地域振興課）
・東吉野村（地域振興課）
・奈良県（奈良の観光力向上課、南部東部振興課、文化資源活用課、林業振興課）
・奈良県教育委員会（文化財保存課）

（民間団体等）
・（一社）吉野ビジターズビューロー・吉野町商工会・吉野中央森林組合
・下市町観光協会・下市町商工会・下市町森林組合
・黒滝村商工会・黒滝村森林組合
・天川村商工会・大峯山洞川温泉観光協会・天川村森林組合
・下北山村商工会・下北山観光協会
・上北山村商工会・上北山村観光協会
・吉野きたやま森林組合・吉野かわかみ社中
・川上村商工会・川上村森林組合
・東吉野村観光協会・東吉野村商工会



オブザーバー等
・西日本旅客鉄道株式会社和歌山支社
・熊野交通株式会社
・一般社団法人日本旅行業協会和歌山地区

運営方法
和歌山県商工観光労働部観光振興課内に事務局を置き、関係市町等と連携の上、運営を行ってい

る。

３２．熊野灘捕鯨文化継承協議会

構成団体
（地方公共団体）
・和歌山県（観光振興課・東牟婁振興局・県立文書館）・和歌山県教育委員会（文化遺産課）
・新宮市（商工観光課）・新宮市教育委員会（文化振興課）
・那智勝浦町（観光産業課）・那智勝浦町教育委員会（生涯学習課）
・太地町（産業建設課）・大地町教育委員会
・串本町（産業課）・串本町教育委員会（教育課）

（民間団体等）
・（公社）和歌山県観光連盟
・新宮市観光協会
・那智勝浦町観光協会
・太地町観光協会
・串本町観光協会
・古座観光協会
・南紀勝浦温泉旅館組合
・三輪崎郷土芸能保存会
・古座川河内祭保存会
・熊野水軍古座河内祭の夕べ実行委員会



オブザーバー等

運営方法
将来像を実現するための取り組みを体系的に実施するため、日本遺産プロデューサー等に助言い

ただきながら、取り組みを進める。そして、エリア全体の取り組みに継続性を持たせるためＤＭＯ
を設立する。

また、各取り組みを行うに当たって必要な関係機関と協議会の円滑な連携を図るコーディネー
ター役を関係行政機関で構成する大山山麓観光推進協議会事務局が担う。

３３．日本遺産大山山麓魅力発信推進協議会

構成団体
（地方公共団体）
・米子市（経済部観光課）
・江府町（奥大山まちづくり推進課）
・伯耆町（商工観光課）
・大山町（観光商工課）

（民間団体等）
・米子市観光協会
・江府町観光協会
・伯耆町観光協会
・大山町観光協会
・サントリー
・コカコーラ・ウエストジャパン



オブザーバー等
（オブザーバー）
・島根県(しまね暮らし推進課、教育庁文化財課)
・株式会社田部
・公益財団法人可部屋集成館
・公益財団法人絲原記念館
・公益財団法人鉄の歴史村地域振興事業団

運営方法
事務局（雲南市産業観光部観光振興課）が会議を招集。年１回の総会及び必要に応じて担当者課長
及び担当者で構成する企画調整会議を開催。
日本遺産事業に関しては、適宜、構成市町商工会（商工会議所）、観光協会及び構成市町に所在す
る観光事業者で構成する日本遺産活用プロジェクトチーム会議を開催している。
また、年１回程度、オブザーバーが集う鉄の道文化館意見交換会を開催し、相互に情報共有ができ
る機会を設けている。

３４．鉄の道文化圏推進協議会

構成団体
（地方公共団体）
・安来市教育委員会（文化財課）
・奥出雲町（地域振興課）
・雲南市（観光振興課）

（民間団体等）
・安来市観光協会
・奥出雲町観光協会
・一般社団法人雲南市観光協会
・安来市商工会議所
・安来市商工会
・奥出雲町商工会
・雲南市商工会



オブザーバー等
（アドバイザー）
丁野 朗（東洋大学国際観光学部客員教授）

運営方法
日本遺産や地域振興について専門知識を有する者をアドバイザーとして協議会に配置すること

で、協議会の意見を調整しながら取組を進める。また、旧軍港四市と歴史的に関わりの深い防衛省
とも連携して進める。

３５．旧軍港市日本遺産活用推進協議会

構成団体
（地方公共団体）
・横須賀市（観光企画課）
・横須賀市教育委員会（生涯学習課）
・呉市（企画課、観光振興課、文化振興課、秘書広報課）
・呉市教育委員会（学校教育課）
・佐世保市（観光課）
・佐世保市教育委員会（社会教育課）
・舞鶴市（観光まちづくり室観光商業課、地域づくり・文化スポーツ室文化振興課）

（民間団体等）
・(一般社団法人)横須賀市観光協会
・(一般社団法人)呉観光協会
・(公益財団法人)佐世保観光コンベンション協会
・(一般社団法人)舞鶴観光協会
・横須賀商工会議所
・呉商工会議所
・佐世保商工会議所
・舞鶴商工会議所
・横須賀集客促進実行委員会



オブザーバー等
・日本遺産「村上海賊」魅力発信アドバイザー 村上典吏子
  (平成29年7月1日から）

因島村上家当主であり、映画、TV、イベントプロデューサー、放送作家である村上氏をアドバイ
ザーに委嘱して、事業に対する助言や国内外への情報発信等を推進する。

運営方法
一般財団法人しまなみジャパンに、協議会に参画頂くとともに、協議会事務局にも参画いただけ

ることを検討している。

３６．村上海賊魅力発信推進協議会

構成団体
（地方公共団体）
・今治市（観光課）
・今治市教育委員会事務局（文化振興課）
・今治市文化財保護審議会
・尾道市（文化振興課、観光課、因島総合支所しまおこし課）
・尾道市文化財保護委員会

（民間団体等）
・今治商工会議所
・越智商工会
・しまなみ商工会
・公益社団法人今治地方観光協会
・尾道商工会議所
・因島商工会議所
・尾道しまなみ商工会
・一般社団法人尾道観光協会
・一般社団法人因島観光協会



オブザーバー等
【ファシリテーター】
・リクルートライフスタイル
【パートナー企業】
・佐賀銀行・親和銀行・松浦鉄道・ＪＲハウステンボスホテルオークラ・佐賀ターミナルビル（佐
賀空港）

運営方法
全体方針の決定を行う協議会総会のほか、全体方針の下で具体的な施策を検討・実行する担当者

会議、必要な事務作業を行う事務局（佐賀県・長崎県）により運営を行う。協議会担当者会議は、
肥前地域の魅力づくりを検討するコンテンツ委員会、実際の事業を実施する事業委員会と役割分担
を行い、効率的な事業展開を図っている。また、地域民間のパートナー企業を募り、広報面や事業
実施時の人的な協力など、効率的かつ地域一体となった事業を展開している。

平成29年度は、京都府与謝野町の観光協会事務局長として、実際に地域資源の観光商品化に尽力
経験のあるファシリテーターのもと、ワークショップ形式でニーズに基づく具体的な着地型文化観
光商品の造成、販売に取り組む。

３７．「肥前窯業圏」活性化推進協議会

構成団体
（地方公共団体）
・佐賀県（文化課、文化財課）
・長崎県（県北振興局企画振興課、同商工労政課）
・唐津市（商工ブランド課）・伊万里市（まちづくり課）・武雄市（観光課、文化課）
・嬉野市（うれしの温泉観光課）・有田町（商工観光課）
・佐世保市（商工物産課）・平戸市（文化交流課）・波佐見町（商工振興課）

（民間団体等）
・唐津焼協同組合・唐津やきもん祭り実行委員会・伊万里鍋島焼協同組合・伊万里観光協会・武雄
市観光協会・武雄市商工会・嬉野温泉観光協会・肥前吉田焼窯元協同組合・有田観光協会・有田ま
ちづくり公社・佐世保観光コンベンション協会・三川内陶磁器工業協同組合・平戸観光協会・松浦
史料博物館・波佐見焼振興会・波佐見町観光協会



オブザーバー等
（オブザーバー）
・檜山振興局
・檜山教育局
・北洋銀行江差支店
・道南うみ街信用金庫江差支店

（アドバイザー）
・北海道教育大学函館校

運営方法
江差町の観光によるまちづくりを進めるために関係者の連携を図り、地域の様々な課題に対処す

るため、専門的な知見を有する北海道教育大学函館校からの助言をもらいながら、取組を進める。

３８．江差町観光まちづくり協議会

構成団体
（地方公共団体）
・江差町（追分観光課）

（民間団体等）
・江差観光コンベンション協会
・江差商工会
・ひやま漁業協同組合江差支所
・新函館農業協同組合江差支店
・江差建設協会
・江差町民芸団体連絡協議会
・江差町歴まち商店街協同組合
・江差地域活性化協力隊
・江差町町内会連合会
・一般財団法人開陽丸青少年センター
・江差追分会
・江差観光ガイド協会



オブザーバー等

運営方法
昨年度の日本遺産申請手続きにおいて前協議会事務局として各自治体間の連絡・調整を行い、北前
船ストーリーや地域活性化計画の内容を十分に理解している㈱ANA総合研究所を再度、事務局とし
て協議会に配置することで、協議会内での意見を調整しながら取組を進める。

３９．北前船日本遺産推進協議会

構成団体
（地方公共団体）
松前町（商工観光課、教育委員会文化社会教育課）
函館市（観光部コンベンション推進課、経済部商業振興課、教育委員会生涯学習部文化財課、

教育委員会市立函館博物館）
鰺ヶ沢町（観光商工課、教育委員会教育課）
深浦町（観光課、教育委員会教育課）
秋田市（観光文化スポーツ部観光振興課・文化振興課）
酒田市（総務部市長公室、商工観光部観光振興課、教育委員会社会教育文化課）
新潟市（観光・国際交流部国際・広域観光課、観光・国際交流部観光政策課、

文化スポーツ部歴史文化課）
長岡市（観光・交流部観光企画課、教育委員会教育部科学博物館）
加賀市（観光戦略部観光交流課、経済環境部商工振興課、教育委員会文化財保護課）
敦賀市（産業経済部観光振興課・商工貿易振興課）
南越前町（観光まちづくり課）
野辺地町（地域戦略課、歴史民俗資料館）
にかほ市（商工観光部観光課、教育委員会文化財保護課）
宮津市（企画部観光定住課、教育委員会社会教育課）
鳥取市（経済観光部観光戦略課、教育委員会文化財課）

（民間団体等）
松前観光協会、（一般社団法人）函館国際観光コンベンション協会、
（一般社団法人）鰺ヶ沢町観光協会、深浦町観光協会、
（公益財団法人）秋田観光コンベンション協会、（一般社団法人）酒田観光物産協会、
（公益財団法人）新潟観光コンベンション協会、
（一般社団法人）長岡観光コンベンション協会、（一般社団法人）寺泊観光協会、
（一般社団法人）加賀市観光交流機構、南越前町河野観光協会、
（一般社団法人）敦賀観光協会、
松前商工会、函館商工会議所、鰺ヶ沢商工会、深浦商工会、松前商工会、函館商工会議所、
鰺ヶ沢商工会、深浦商工会、秋田商工会議所、酒田商工会議所、新潟商工会議所、
寺泊町商工会、加賀商工会議所、山中商工会、南越前町商工会、敦賀商工会議所



オブザーバー等

運営方法
文化財・産業・観光・金融関係団体等により協議会を構成し、各分野としての意見を調整するとと
もに、関係機関と連携を図りながら取組みを進める。

４０．鶴岡「サムライゆかりのシルク」推進協議会

構成団体
（地方公共団体）
・鶴岡市（政策企画課）
・鶴岡市教育委員会（社会教育課）

（民間団体等）
・鶴岡商工会議所
・出羽商工会
・鶴岡織物工業協同組合
・鶴岡市観光連盟
・鶴岡市文化財保護審議会
・(公財)致道博物館
・(公財)克念社
・松ヶ岡開墾場
・鶴岡市金融協会



オブザーバー等
（オブザーバー）
・行田商工会議所青年部
・行田青年会議所
・学校法人ものつくり大学
・ＮＰＯ法人ぎょうだ足袋蔵ネットワーク
・ＮＰＯ法人魅力創造倶楽部
・ＮＰＯ法人行田観光物産会

運営方法
 関係行政団体をはじめ、市内の商工団体、地縁団体及び構成文化財所有者等で構成し、日本遺産
を通じた地域活性化に係る事業について協議を行う。また、構成団体以外に、地域でのまちづくり
活動等に携わる団体にオブザーバーとして参加してもらい、意見をいただきながら取組みを進め
る。

４１．行田市日本遺産推進協議会

構成団体
（地方公共団体）
・行田市（企画政策課）
・埼玉県（利根地域振興センター、さきたま史跡の博物館）

（民間団体等）
・行田商工会議所
・南河原商工会
・行田市観光協会
・行田市商店会連合会
・行田市自治会連合会
・行田市自治会女性部連絡会
・行田市文化財保護審議会
・「足袋のまち行田」活性化推進協議会
・東日本旅客鉄道株式会社高崎支社
・秩父鉄道株式会社
・株式会社武蔵野銀行



オブザーバー等
 協議会の運営について助言ができる顧問を置くことができることとしている。

運営方法
 協議会構成団体の事務担当者において、綿密な連絡をとりながら事業を進める。
 また、必要な場合は文化庁から派遣される地域プロデューサーと連絡、相談しながら取り組みを
進めていく。

４２．忍びの里伊賀甲賀忍者協議会

構成団体
（地方公共団体）
・甲賀市（観光企画推進課）
・甲賀市教育委員会（歴史文化財課）
・伊賀市（観光戦略課）
・伊賀市教育委員会（文化財課）

（民間団体等）
・甲賀市観光協会
・信楽町観光協会
・一般社団法人伊賀上野観光協会



オブザーバー等
・海の京都観光推進協議会の構成団体等
 京都府観光連盟、各市町商工団体（商工会議所、商工会）
 丹後織物工業組合、京都府漁業協同組合
 京都丹後鉄道 （WILLER TRAINS（株））、丹後海陸交通 (株)、ＪＲ西日本
 京都銀行、京都北都信用金庫
 福知山公立大学 他

運営方法
 各市町観光協会が統合参加し、金融機関や旅行会社等から外部人材を招聘の上、民間経営の視点
に立ったビジネス的手法によるマーケティングや着地型旅行商品・地元産品の開発、観光プロモー
ション、人材育成等を実施

 各市町の観光協会をＤＭＯの地域本部として位置付け、地域の事業者との連携を進め、ＤＭＯの
業務執行にも参画する「観光地域づくりマネージャー」を各地域に設置するとともに、定期的な本
部長会議を開催し、ガバナンス強化と組織内の情報共有・連携を進め、官民・産業・地域間の連携
促進と合意形成を図っている。

 今後、平成30年度以降の事業実施に向け、関係自治体や観光関係者、織物関係者、地域の活性化
に取り組む住民組織などの幅広い関係者の参画を得た連絡調整会議を立ち上げ、日本遺産を活用し
た地域の活性化に向けた意識の醸成や意見の集約を進める予定。

４３．一般社団法人 京都府北部地域連携都市圏振興社（通称：海の京都 ＤＭＯ）

構成団体
（地方公共団体）
・京都府（企画理事、広報課、商工労働観光部、農林水産部、建設交通部、文化スポ
 ーツ部、丹後広域振興局、中丹広域振興局）
・福知山市（まちづくり観光課）
・舞鶴市（観光商業課）
・綾部市（観光交流課）
・宮津市（企画政策課、観光交流課、教育委員会（社会教育課））
・京丹後市（企画政策課、商工振興課、教育委員会（文化財保護課））
・与謝野町（企画財政課、観光交流課、教育委員会（社会教育課））
・伊根町（企画観光課）

（民間団体等）
・各市町観光協会（福知山市観光協会は、平成29年11月から参画予定）
・海の京都観光推進協議会会長



オブザーバー等

運営方法
 将来像を実現するための取組を実施するため、平成24年度より本街道沿道自治体(1府1県10市町
村)で組織している「竹内街道・横大路 ～難波から飛鳥へ日本最古の官道「大道」～活性化実行
委員会」内に、日本遺産を通じた地域活性を目的とした専門部会を組織し、大阪府都市整備部が総
合プロデュースして、取組を進める。
 また、文化庁の日本遺産プロデューサー派遣事業の活用をはじめ、地域活性化の実績者や有知識
者などの参画により、取組を進める。

４４．竹内街道・横大路～難波から飛鳥へ日本最古の官道「大道」～活性化実行委員会

構成団体
（地方公共団体）
・大阪市(建設局 企画部 企画課、教育委員会事務局 総務部 文化財保護課、
経済戦略局 観光部 観光課)
・堺市(建設局 土木部 土木監理課、文化観光局 文化部 文化財課、
文化観光局 観光部 観光企画課)
・松原市(都市整備部 みち・みどり整備室、市民生活部 観光課、
教育委員会事務局教育総務部 文化財課)
・羽曳野市(市長公室 政策推進課、生涯学習室 文化財保護課、生活環境部 観光課)
・太子町(総務部 総務政策課、まちづくり推進部 にぎわいまちづくり課、
教育委員会事務局 生涯学習課)
・葛城市(産業観光部 商工観光課、教育委員会 歴史博物館)
・大和高田市(企画政策部 企画広報課、教育委員会事務局 生涯学習課)
・橿原市(魅力創造部 観光政策課、まちづくり部 道路河川課、
教育委員会事務局 文化財課、今井町並保存整備事務所)
・桜井市(まちづくり部 観光まちづくり課、教育委員会事務局 文化財課)
・明日香村(産業づくり課、教育委員会 文化財課)
・大阪府(都市整備部 事業管理室、交通道路室、富田林土木事務所、
府民文化部 都市魅力創造局 企画・観光課、教育庁 文化財保護課、
環境農林水産部 中部農と緑の総合事務所、住宅まちづくり部 都市空間創造室)
・奈良県(観光局 ならの観光力向上課、教育委員会事務局 文化財保存課)
（民間団体等）
大阪観光局、堺観光コンベンション協会、羽曳野市観光協会、
太子町観光・まちづくり協会、葛城市観光協会、一般社団法人 橿原市観光協会、
一般社団法人桜井市観光協会、飛鳥京観光協会、てんのうじ観光ボランティアガイド協議会、
NPO法人 大阪観光ボランティアガイド協会、
NPO法人 堺観光ボランティア協会、まつばらまちの案内人、
ＮＰＯ法人 フィールドミュージアムトーク史遊会、観光ボランティア【太子街人の会】、
葛城市観光ボランティアガイドの会、橿原市ボランティアガイドの会、
桜井市観光ボランティアガイドの会、大阪芸術大学、大阪産業大学



オブザーバー等
（銀の馬車道ネットワーク協議会オブザーバー）
・姫路市シティープロモーション推進課

（鉱石の道推進協議会オブザーバー）
・神戸大学、兵庫県立大学環境人間学部

運営方法
 事業の実効性や推進力を高めるため、協議会の中に県並びに６市町、銀の馬車道ネットワーク協
議会代表、鉱石の道推進協議会代表、神戸新聞社、神姫バス、但陽信用金庫を加えた「幹事会」・
「担当者会議」を設置し、展開を図っている。

４５．日本遺産「銀の馬車道・鉱石の道」推進協議会

構成団体
（地方公共団体）
・姫路市（企画主管課・文化財主管課・観光主管課・産業経済主管課）
・福崎町（企画主管課・文化財主管課・観光主管課・産業経済主管課）
・市川町（企画主管課・文化財主管課・観光主管課・産業経済主管課）
・神河町（企画主管課・文化財主管課・観光主管課・産業経済主管課）
・養父市（企画主管課・文化財主管課・観光主管課・産業経済主管課）
・朝来市（企画主管課・文化財主管課・観光主管課・産業経済主管課）
・兵庫県中播磨県民センター（県民交流室）
・兵庫県但馬県民局（地域政策室）

（民間団体等）
銀の馬車道ネットワーク協議会、姫路商工会議所、姫路市商工会、福崎町商工会、
市川町商工会、神河町商工会、朝来市商工会、（公社）姫路青年会議所、
（公社）姫路観光コンベンションビューロー、福崎町観光協会、市川町観光協会、
神河町観光協会、生野町観光協会、（特非）姫路コンベンションサポート、兵庫県道路公社、
近畿日本ツーリスト（株）、（株）ＪＴＢ西日本、東武トップツアーズ（株）、
（株）日本旅行、山陽電気鉄道（株）、西日本旅客鉄道（株）、神姫バス（株）、
朝日新聞社、神戸新聞社、産経新聞社、日刊工業新聞社、毎日新聞社、読売新聞社、
ＮＨＫ、（株）サンテレビジョン、（株）ラジオ関西、時事通信社、
姫路ケーブルテレビ（株）、播磨リビング新聞社、但陽信用金庫、（株）大陸、
光洋製瓦（株）、（株）シルバー生野、兵庫県立大学、播磨学研究所、
兵庫県立大学環境人間学部、姫路日仏協会、兵庫県ヘリテージマネージャー、
家島観光事業組合、（一社）馬車道ひめじ応援の会、鉱石の道推進協議会、
三菱マテリアル（株）生野事業所、エコマネジメント（株）明延事業所、全但バス（株）、
但陽信用金庫、（株）シルバー生野、（株）キャメル、やぶ市観光協会、生野町観光協会、
朝来市あさご観光協会、和田山町観光協会、養父市商工会、朝来市商工会、
いくのライブミュージアム、兵庫県道路公社、J-heritage、「鉱石の道」明延実行委員会、
神子畑区、日本精鉱（株）中瀬製錬所、中瀬金山会



オブザーバー等

運営方法
和歌の浦日本遺産活用推進協議会規約に基づき運営を行う。また、円滑で効果的な実施を図るた
め、総会の下に幹事会を置き、事業の具体化検討並びに関係者間の調整を行う。

４６．和歌の浦日本遺産活用推進協議会

構成団体
（地方公共団体）
・和歌山県（観光振興課）
・和歌山県教育庁（文化遺産課）
・和歌山市（観光課）
・和歌山市教育委員会（文化振興課）
・海南市（産業振興課）
・海南市教育委員会（生涯学習課）

（民間団体等）
・公益社団法人和歌山県観光連盟
・一般社団法人和歌山市観光協会
・和歌の浦観光協会
・海南市観光協会
・一般財団法人和歌山県文化振興財団



オブザーバー等
（オブザーバー）
和歌山県観光振興課
和歌山県教育庁文化遺産課

運営方法
 湯浅固有の歴史文化を物語るものとしての日本遺産「「最初の一滴」醤油醸造の発祥の地 紀州
湯浅」を整備・活用し、まちづくり、文化遺産保護、観光振興等を行うことで地域の活性化を図る
ため、関係団体により協議会を構成し、事務局を湯浅町まちづくり企画課に置いて運営する。

４７．湯浅町日本遺産推進協議会

構成団体
（地方公共団体）
・湯浅町（まちづくり企画課、ブランド戦略推進室、産業観光課）
・湯浅町教育委員会（生涯学習係）
・和歌山県（有田振興局地域振興部）

（民間団体等）
・湯浅町商工会
・湯浅町観光協会
・湯浅町歴史文化財活用実行委員会
・紀陽銀行湯浅支店



オブザーバー等
（プロジェクト会議構成団体）
・出雲観光協会
・出雲商工会
・出雲商工会議所
・島根県農業協同組合出雲地区本部
・神門通りおもてなし協同組合
・日御碕土産品店組合
・日御碕民宿組合

運営方法
 市内各分野の団体で構成するプロジェクト会議を設置し、協議会での決定事項及び意見等を具
体化する際の助言及び事業実施時の協力を仰ぐ。

４８．出雲市日本遺産推進協議会

構成団体
（地方公共団体）
・出雲市（財政部・経済環境部・市民文化部・大社支所）
  事務局：経済環境部（観光課）・市民文化部（文化財課）

（民間団体等）
・大社地域自治協会
・大社地域コミュニティセンター
・日御碕振興委員会



オブザーバー等

運営方法
・協議会の各構成団体から推薦された者で構成する幹事会を設置し，協議会の意見を
 集約，調整しながら取り組みを進める。

４９．倉敷市日本遺産推進協議会

構成団体
（地方公共団体）
・倉敷市，倉敷市教育委員会
 （くらしき情報発信課，企画経営室，観光課，商工課，建設局，文化財保護課の
  職員で構成する「日本遺産推進室」を企画財政局企画財政部企画経営室内に設置）
・倉敷市議会

（民間団体等）
・倉敷市歴史文化基本構想等審議会
・公益財団法人 大原美術館
・公益社団法人 倉敷観光コンベンションビューロー
・公益財団法人 倉敷市文化振興財団
・倉敷商工会議所
・児島商工会議所
・玉島商工会議所
・つくぼ商工会
・真備船穂商工会
・西日本旅客鉄道 株式会社 岡山支社
・公益社団法人 岡山県バス協会
・日本郵便 株式会社 備中東部地区連絡会



オブザーバー等
（プロデューサー）
・高橋孝治（六古窯日本遺産ブランディング事業委託者）

運営方法
 全国・世界に８００店舗を展開するＳＰＡ（製造小売業）の社内デザイナーとして、 １１年間
市場の動向や商品開発してこられた経験があり、現在、常滑焼のコーディネーターとしても経験を
有する高橋孝治氏に「六古窯プロデュース」していただき、協議会の意見と調整しながら取組を進
める。

５０．六古窯日本遺産活用協議会

構成団体
（地方公共団体）
・備前市（ｼﾃｨｾｰﾙｽ推進課、企画課、まち営業課、まち整備課）
・備前市教育委員会（学校教育課、生涯学習課)
・越前町（商工観光課）
・越前町教育委員会（生涯学習課）
・瀬戸市（産業課、文化課、まるっとミュージアム課、せとまちブランディング推進プロジェクト
チーム）
・瀬戸市教育委員会（学校教育課）
・常滑市（商工観光課）
・常滑市教育委員会（生涯学習スポーツ課）
・甲賀市（商工労政課）
・甲賀市教育委員会（歴史文化財課）
・篠山市（商工観光課）
・篠山市教育委員会（文化財課）
・岡山県（教育庁文化財課、産業労働部観光課）

（民間団体等）
・常滑市観光協会
・備前商工会議所
・越前焼工業協同組合
・愛知県陶磁器工業協同組合
・信楽焼振興協議会
・丹波立杭陶磁器協同組合



・
（オブザーバー）
高知県（教育委員会文化財課、観光振興部地域観光課、産業振興推進安芸地域本部）

（地域プロデューサー）
中村茂生（安田町教育委員会、文化振興企画員）

運営方法
・事務局は、会長所在の安田町に置き、他の4町村の職員も事務局員に参加
・事務局会議は毎月２回開催し、事業の進捗を図っている
・事業の実施については、５町村で分担
・協議会にブランド部会、活性化策部会、ゆず部会、林鉄部会を設置し、今後の事業につて検討
・地域プロデュサーを置き、全体の調整を行っている

５１．中芸のゆずと森林鉄道日本遺産協議会

構成団体
（地方公共団体）
・奈半利町（地域振興課）
・田野町（まちづくり推進課、教育委員会）
・安田町（中山支所、地域創生課）
・北川村（産業課課、教育委員会）
・馬路村（地方創生課、産業建設課、教育委員会）

（民間団体等）
中芸地区森林鉄道遺産を保存・活用する会、なはり浦の会、田野まちづくり塾・衆、
中山を元気にする会、北川村観光協会、馬路村観光協会、
高知県旅館ホテル生活衛生同業組合東部支部、一般社団法人高知県東部観光協議会、
四国森林管理局、馬路村農業協同組合、土佐あき農業協同組合



オブザーバー等

運営方法
 有識者、住民代表、大学生、民間企業等の幅広い人員で協議会を設置。
 総会の他に３つのワーキンググループ（ホームページ作成ＷＧ、人材育成ＷＧ、普及啓発ＷＧ）
を設置し、民間委員の意見を調整しながら取組を進める。

５２．関門海峡日本遺産協議会

構成団体
（地方公共団体）
・北九州市（市民文化スポーツ局文化部、産業経済局観光にぎわい部）
・下関市（教育委員会教育部、観光・スポーツ部）

（民間団体等）
・北九州市立大学 地域戦略研究所 教授
・下関市立大学 経済学部経済学科 准教授
・（株）サンレー
・（公財）下関市文化振興財団
・門司区自治総連合会
・下関市まちづくり協議会 （中東地区・彦島地区・長府地区・西部地区）
・西南女学院大学 WILL
・下関市立大学 経済学部 公共マネジメント学科
・九州旅客鉄道（株）
・南部町郵便局
・（株）スターフライヤー
・西日本旅客鉄道（株）
・毎日新聞西部本社
・KRY山口放送局
・山口フィナンシャルグループ（山口銀行・北九州銀行）



オブザーバー等

運営方法
 各組織の代表等からなる協議会の下に、観光推進部会、食と農推進部会、文化財保存推進部会の
３つの専門部会を設置し、それぞれの事業を振り分け取り組んでいる。

５３．菊池川流域日本遺産協議会

構成団体
（地方公共団体）
・玉名市（文化課、ふるさとセールス課、農林水産政策課）
・山鹿市（社会教育課、商工観光課、農業振興課）
・菊池市（生涯学習課、商工観光課、農政課）
・和水町（社会教育課、商工観光課、農林振興課）
・熊本県（県北広域本部振興課、農林水産部農業普及振興課、県立装飾熊本県立装飾古墳館学芸
課）

（民間団体等）
玉名商工会議所、玉名市商工会、山鹿商工会議所、山鹿市商工会、菊池市商工会、
和水町商工会、玉名観光協会、山鹿温泉観光協会、平山温泉観光協会、菊鹿町観光協会、
菊池観光協会、和水町観光協会、玉名農業協同組合、玉名市大浜町農業協同組合、
鹿本農業協同組合、菊池地域農業協同組合、玉名ブランド物産協会、山鹿市物産館連絡協議会、
山鹿市物産振興協会、菊池市第3セクター連絡協議会、菊池市物産振興協会、玉名歴史研究会、
横島町文化財保存顕彰会、山鹿市文化財保護協会、菊池川自然塾、菊水史談会、
国土交通省菊池川河川事務所



オブザーバー等
（地域活性化会議メンバー）
・倉迫淳也（株式会社samisamiラボ（ドローン販売・撮影）代表）
・小野友美子（中津市しもげ商工会）
・三ヶ田佳隼（中津市しもげ商工会）
・田部陽士（平田郵便局長）
・梶原豊美（山国の歴史と文化を守る会事務局）
・台亮嗣（台酒店）
・戸倉江里（雑誌編集、デザイナー、移住者）
・奥村隆一（中津耶馬渓観光協会事業課長）
・木村通（近畿日本ツーリスト中津旅行センター代表）
・佐藤隆（玖珠町観光協会会長）
・梅木逸美（道の駅童話の里くす駅長）
・角井仁紀（玖珠町文化財調査委員会委員長）
・尾方秀則（機関庫活性化事務局）
＊メンバーは固定せず、会議内容に応じて今後も増える可能性あり。

運営方法
協議会と別に、地域活性化会議を設け、地域住民や観光協会に参加してもらい、協議会は
地域活性化会議の意見をすいあげ、事業実施には地域活性化会議メンバーも参加する仕組
み。

計画では「地域活性化の経験豊富なアドバイザーを設置し、協議会に助言を序来ない、地
域活性化会議メンバーの自立化へ向けて導く。」としているが、現時点でアドバイザーの
設置にまでいたっていない。わからないところは日本遺産プロデューサーに相談をしてお
り、アドバイザーを設置した場合、船頭が二人いる関係にならないかの懸念があるため。

５４．中津玖珠日本遺産推進協議会

構成団体
（地方公共団体）
・中津市（社会教育課、観光推進課）
・玖珠町（社会教育課、商工観光振興課、まちづくり推進課、総合戦略室）

（民間団体等）
・中津商工会議所
・中津市しもげ商工会
・玖珠町商工会


