
８「観光・地域産業等の様々な分野」と連携した事業

（２）具体的な事業の事例

総計 内、市町村予算額 エリア 人口（人）

千葉市
第14回稲毛あかり祭

夜灯(よとぼし)

夜灯実行委員

会

稲毛商店街振興

組合、公益財団

法人千葉市産業

振興財団、京成

電鉄株式会社 等

子どもから高齢者まで、地域の方が制作した灯ろうを街中

に展示する祭り。地元商店街が中心になり、稲毛が遠浅の

海だった頃、カンテラのあかりを灯して行った「夜灯漁」

を今に伝えようと始まった。千葉市民ギャラリー・いなげ

指定管理者による企画提案業務として参加。

83

（※千葉市民

ギャラリー・い

なげの事業費）

24

（※千葉市民

ギャラリー・い

なげの予算額）

2006

稲毛あかり祭「夜灯」の会場の一つとして参

加。「秋休み子ども美術講座(千葉市民ギャラ

リー・いなげ主催)」及び地域の小学校4校と連

携し、子どもたちが制作した灯ろう約400丁を庭

園に展示し、地域振興に寄与した。

2日間の開催予定であったが、雨天のため1日の

開催となった。

新型コロナウィルス感染症の状況を踏まえ、検

討中。
ベイ 982,149

市川市
「文化の街かど回遊マップ」

の配布
市川市 ー

文化資源の活用として「文化の街かど回遊マップ」を市内4

エリアについて作成し、各文化施設や観光案内所等を通じ

て配布している。

（非公開） （非公開） ー
「文化の街かど回遊マップ」を街歩き等に活用

してもらっている。
ー 現存分を配布次第終了予定。 ベイ 498,069

習志野市 市民まつり「習志野きらっと」

習志野市民ま

つり実行委員

会

習志野商工会議

所、習志野市商

店会連合会他

市民手づくりによるまつり。「市民の手で習志野らしさと

ふるさと意識を育み、まつりの次世代への継承」を目的と

している。市内各種団体による演奏・きらっとサンバ・踊

り等の発表の機会となっている。

（非公開） （非公開） 1994

例年5万人程度の来場者があり、市民の間にも本

市の夏の風物詩として定着している。「市民の

手で習志野らしさとふるさと意識を育み、まつ

りの次世代への継承」という目的は順調に進め

られていると考える。

令和2年度は、東京2020大会の当初予定時期を踏

まえて、11月開催に変更していたが、新型コロ

ナウイルス感染症の影響により協議中。

同左 ベイ 174,173

八千代市
八千代市における観光振興に

関する連携協定
八千代市

京成バラ園芸株

式会社，秀明大

学観光ビジネス

学部

市・京成バラ園・秀明大学観光ビジネス学部が観光分野で

連携・協力し、相互の人的・物的資源の活用により、市の

観光振興と人材育成に寄与することを目的とする。

（非公開） （非公開） 2020

新型コロナウイルス感染症の影響により、打合

せ等は未だ制限されているが、バラ鉢を公共施

設に寄付するなど、連携協定により関係を深め

ることができた。

新型コロナウイルス感染症の影響により、打合

せ等は未だ制限されている。

今後も連携等を通して、市の観光振興に役立て

たい。
ベイ 199,055

浦安市 浦安ガイドブック作成
浦安市商工観

光課

浦安観光コンベ

ンション協会

浦安のまちの魅力・観光情報を効果的に発信することで、

滞在中に必要な情報を提供するだけでなく、来訪や市内で

の回遊を促すことを目的として、観光ガイドブックを作成す

る。堀江水準標石・市指定有形文化財「旧宇田川家・大塚

家住宅」等の文化資源を含めた観光資源の情報を掲載して

いる。

4,730 4,730 ー

堀江水準標石・市指定有形文化財「旧宇田川

家・大塚家住宅」等の文化資源を、市民や訪日

外国人を含む観光客等へ向けて広く紹介するた

めの有効なツールとなっている。

新型コロナウイルス感染症の影響による観光客

数の激減に伴い、観光客によるガイドブックの

利用が激減している。

新型コロナウイルス感染症による状況を踏まえ

ながら、ガイドブック作成の検討する。
ベイ 171,381

松戸市
ジャパンポップカルチャー

カーニバルイン松戸

JPCC実行委員

会

松戸まちづく

り会議など

アニソン・コスプレ等のポップカルチャーを楽しむための

イベントを通年展開している。市内にある寺院や河川敷等

の地域資源を撮影場所として活用し、コスプレイベントを

開催。市内の祭り等と同時開催することでより一層の集客

を図り、若い層の交流人口拡大と街のブランディングを図

ることを目的とする。

（非公開） （非公開） 2014

市内外から多くの人が参加し、地域の活性化に

つながった。また、参加者が松戸の魅力をSNS

等で発信し、若い層の交流人口の拡大につな

がった。

新型コロナウイルス感染症の影響により、3月の

イベントを中止した。

コスプレなどのポップカルチャーに開かれた街

であるという市のイメージを、より広くＰＲす

る。

東葛飾 493,532

野田市 観光ガイドブックの作成 野田市

野田市観光協

会、ＴＥＡＭの

だ円陣プロジェ

クトチーム市内

巡りチーム

文化資源を活用したA4判の冊子型・英語併記のガイドブッ

クを作成。観光モデルコース作成のため、観光協会の協力

により観光モニターツアーを実施し、参加者からの意見を

観光ガイドブックに反映した。

（非公開） （非公開） 2018
新型コロナウイルス感染症の影響により、ガイ

ドブックの市外配布を延期。

新型コロナウイルス感染症の影響により、ガイ

ドブックの市外配布を延期。

市外に広く配布し、野田の観光をＰＲしてい

く。
東葛飾 152,572

流山市 流山史跡ガイドウォーキング
流山市教育委

員会

ＮＰＯ法人流

山史跡ガイド

の会

「ＮＰＯ法人流山史跡ガイドの会」の案内により市内の史

跡をめぐり、流山の歴史を再発見する事業。年2回、春と秋

に実施し、毎回異なるコースをめぐっている。

ー ー 2009

参加者からは、初めて知ることが多いと好評で

あり、流山の歴史や史跡に興味を持つきっかけ

になっている。平日開催で参加者が高齢者に偏

りがちであったため、令和元年度は土・日曜日

に開催し、春の回は親子対象として参加者層の

拡大を図った。

ー

令和2年度は4月に実施を予定していたが、新型

コロナウイルス感染症の影響により中止とな

り、今後の実施は未定である。

東葛飾 197,554

我孫子市 旧武者小路実篤邸跡 一般公開

三協フロンテア株

式会社、アビシル

ベ、川村学園女子

大学、我孫子市教

育委員会

我孫子の景観

を守る会

三協フロンテア株式会社が持つ「旧武者小路実篤邸跡」を

一般公開するにあたり、展示品の貸出・準備、当日の進捗

管理等行った。

ー ー 2018

秋のみの公開であったが、継続かつ回数を増や

してほしいとの要望がある。来場者は幅広い世

代に渡っており、文化財の周知に役立った。

ー 未定 東葛飾 130,640

成田市
成田市御案内人

市川海老蔵プロジェクト

成田市シティ

プロモーショ

ン部観光プロ

モーション課

松竹株式会

社、松竹ナビ

株式会社、

3TOP株式会社

「成田屋」の屋号を名乗る市川宗家と成田山新勝寺は、江

戸元禄以来、初代團十郎の時から成田山不動尊信仰の絆で

結ばれており、その関係は現在も続いている。このことか

ら、十一代目市川海老蔵丈を「成田市御案内人」に任命

し、日本の伝統芸能・文化と連動しながら、本市の魅力を

配信するとともに、市川宗家（歌舞伎）との親和性を成田

市民のみならず、国内外に発信することにより、人の流れ

を生む新たな観光施策とする事業である。

（非公開） （非公開） 2015

令和元年度観光入込客数：1,574万人

「成田市観光基本戦略」の計画目標と比べ95万

人増となっており、一定の効果を得られたもの

と評価している。

新型コロナウイルス感染症の影響により、安

心・安全を最優先に考慮し、令和元年度第4回歌

舞伎講座（3月7日）を中止した。

令和2年度はイベント等実施未定である。

令和3年度以降も継続予定 北総 132,323

市町村参考情報
市町村名 主催 連携団体 概要 開始年度 結果への評価

特殊事情（台風・新型コロナウイルス感染症・

東京2020大会延期による影響等）
今後の実施予定事業名

総事業費（千円）
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市町村参考情報
市町村名 主催 連携団体 概要 開始年度 結果への評価

特殊事情（台風・新型コロナウイルス感染症・

東京2020大会延期による影響等）
今後の実施予定事業名

総事業費（千円）

佐倉市 文化財施設管理運営事業 佐倉市

文化財ボラン

ティアガイド

佐倉

文化財施設(武家屋敷・旧堀田邸・佐倉順天堂記念館)を、

市民をはじめ全国からの見学者に公開し、佐倉の文化や歴

史を紹介する。施設を佐倉フィルム・コミッションのロケ

地として活用する。

27,773 27,773 ー

文化財施設の管理運営を行い、通年開館した。

（令和元年度：306日開館、来館者：年間約

38,000人）

映画・ドラマ等の撮影を受け入れた（年間実績

15件）。

台風による施設の破損及びそれによる臨時休

館、新型コロナウイルス感染症の影響による臨

時休館があった。

今後も文化財施設の管理運営に努めるるととも

に、映画･ドラマ等の撮影を受け入れ、佐倉市の

情報発信に努める。

北総 170,125

旭　市 幽学の里で米づくり交流事業
旭市都市農漁

村交流協議会

千葉県海匝農業

事務所、JAちば

みどり、市川市

第三地区子供会

他参加団体

「史跡大原幽学遺跡」の田んぼで田植えから収穫までを、

都市部に住む人々に体験していただく。収穫祭を開催し餅

をついたり地元のお囃子を楽しんでもらったりと交流して

いる。

（非公開） （非公開） 2007

大原幽学遺跡と共に、市及び本市の特産品をPR

したり、知ってもらうきっかけとなった。スー

パーに旭市産のものがあれば買うという声もい

ただいた。今後、宿泊・道の駅への立ち寄りな

ど、交流の幅を広げたい。内容等の固定化が課

題である。

令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の影響

により中止。
毎年開催予定 北総 63,876

八街市 やちまた落花生まつり

やちまた落花

生まつり実行

委員会

八街市、八街市

観光農業協会、

やちまた未来、

八街商工会議所

落花生部会

本市特産の落花生・八街生姜ジンジャーエール等の試食・

即売や新鮮野菜等の販売のほか、市内キッズダンスグルー

プのダンス・歌唱、各種落花生ゲーム等のステージイベン

トを実施。落花生をはじめとする本市の特産品や本市の魅

力を市内外にPRするとともに、市外からの観光客を誘致す

ることを目的とする。

2,754 2,754 2017
令和元年度は台風15号の影響により中止となっ

た。

令和元年度は台風15号の影響により中止。

令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響に

より中止。

未定 北総 66,737

印西市 指定文化財公開事業
各文化財所有

者、保存会等
ー 無形民俗文化財や天然記念物等の一般公開。 （非公開） （非公開） ー

例年、見学者が多く、文化財への理解・関心を

深めることができている。
ー

新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえなが

ら、公開の再開を検討中。
北総 102,191

香取市
日本遺産北総四都市江戸紀行

活用推進事業

日本遺産北総

四都市江戸紀

行活用協議会

千葉県、佐倉

市、成田市、香

取市、銚子市、

各地観光協会・

商工会議所など

北総地域は、百万都市江戸に隣接し、関東平野と豊かな漁

場の太平洋を背景に、水運と街道が江戸の経済や生活を支

えるとともに、江戸文化を取り入れた独自の町として発展

した。城下町佐倉・門前町成田・利根水運の河岸で香取神

宮の参道の起点である佐原・港町銚子の4市は、東京近郊に

ありながら4種の町並みや風情を残す、世界から一番近い

「江戸」を体感できる都市である。そうした魅力を体験・

発信するための事業を実施している。

850 100 2016

県をはじめ各市や民間団体と連携する良い機会

になっているが、観光関係の効果は定量化する

ことが難しい。

夏頃までのイベント出展中止が相次いでいる。

新型コロナウイルス感染症の状況によるが、10

月に今治市で日本遺産フェスティバルが予定さ

れている。各市・県主催の文化財に係るイベン

トがあれば出展予定。

北総 72,122

栄　町 国指定史跡 公開事業
栄町教育委員

会

栄町文化財サ

ポーター

町所在の国指定遺跡である「龍角寺古墳群・岩屋古墳」龍

角寺本尊の公開事業。（11月3日、3月）
（非公開） （非公開） 2012

人的支援等、現状では文化財サポーターの協力

がなくては事業の実施ができない状況である。
令和2年度の実施は未定。 ー 北総 20,028

神崎町 発酵の里こうざき酒蔵まつり 実行委員会 町内酒蔵

3月に町内にある2軒の酒蔵が連携し、中心街を歩行者天国

にし、酒蔵では無料試飲が行われ、路上では町内外から出

店者が地域特産物販を行っている。当町の特色を生かした

「発酵」をテーマとした出店も多く、全国から毎年5万人以

上が訪れている。

（非公開） （非公開） 2009

開始から10年を超え、周辺市町への酒蔵祭りの

認知度が高まった。「発酵」に関心の高い来場

者や出店者が全国から訪れ、神崎町の知名度の

向上に繋がっている。絞られたテーマのためリ

ピーターが多く、事業の定着に成功している。

令和元年度は新型コロナウイルス感染症の影響

により中止
ー 北総 5,739

多古町 『多古町ぶらり散歩』発行
多古町教育委

員会
ー

町内各地区の遺跡・史跡・神社仏閣・鉄道路線の跡・自

然・景観等の見所を、地区ごとにパンフレットにして紹

介。令和元年度はこれかを合冊にした。

（非公開） （非公開） 2017
観光客へのPR、町民の町の歴史への理解・関心

の資料となる。
ー 多言語化版をデジタル公開予定。 北総 13,904

芝山町 芝山はにわ祭
芝山はにわ祭

実行委員会

芝山町観光協会、

千葉県教育委員

会、公益社団法人

千葉県観光物産協

会、成田国際空港

株式会社、九十九

里地域観光連盟、

芝山町商工会 等

地元の小中学生がメインに古代人に扮し、儀式やパレード

を行い、最後に古代人から現代人にメッセージを残して昇

天する。時空を越えて降臨する古代人による祭礼や、巫女

の舞など幻想的な儀式に魅了される。また、例年大人気の

大もち投げ大会など各種ステージイベントも目白押しで、

賑わう屋台では多彩な味覚を楽しめる。同時に産業祭も実

施。

（非公開） （非公開） 1982

芝山町を代表する祭であるが、開催方法・内容

の再検討が必要な時期にきている。

開催場所や駐車場、アクセス方法にも課題があ

る。

令和元年度は、台風被害の影響により中止。
令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の影響

を状況を踏まえて検討中。
北総 6,966

匝瑳市 飯高檀林跡観光ガイド事業 匝瑳市
匝瑳市観光協

会

「飯高檀林跡」の駐車場に観光案内所を設置し、観光ガイ

ドを配置している。お土産の物販やガイドツアーを行って

いる。

2,725 2,725 2009

歴史や周辺の観光スポットの説明を受けること

で、文化資産である飯高檀林跡全体

の理解が深まるとともに、観光客の満足度向上

につながっている。

ー 今後も引き続き実施予定 九十九里 34,740

山武市
県指定史跡：伊藤左千夫の生家の

公開、春・秋の茶会

山武市歴史民

俗資料館

唯心会、山武

市歴史民俗資

料館

県指定文化財である「伊藤左千夫の生家」を活用し、春と

秋の2回左千夫生家でのお茶会を開催している。
120 120 2001

リピーターが多く、県指定文化財の周知にも

なっている。

令和2年度は春の茶会「ゆづりは茶会」は中止と

なった。

通年であれば秋に「錦風茶会」を開催するが、

新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえて検

討中。

九十九里 48,702

大網白里市 文化フェスタｉｎ本國寺
文化フェスタ

実行委員会
ー

千葉県指定史跡「宮谷県庁跡」本圀寺の講堂を会場とし

て、芸術鑑賞の公演を開催。
245 245 2003

県指定史跡「宮谷県庁跡」の活用事業として好

評であったが、主催団体役員の高齢化により、

令和元年で終了となった。

ー 新たな事業の立ち上げが必要。 九十九里 47,806

一宮町
特別公開「玉前神社・一宮町の”

宝物”～一宮藩と加納家」

一宮町教育委

員会

千葉県立中央

博物館大多喜

城分館

郷土の偉人・加納久宜公の没後100年事業の一環として実

施。当町には博物館等の施設がないため、近隣の県立博物

館を会場に、同館との共催で約2か月間特別展示を実施し

た。

665 665 2019

会期が令和元年12月から令和2年2月初頭

会期中来館者：約8,400人

一宮の歴史のＰＲにつながった。

会期中の休館はなかったが、台風の影響による

風評被害や新型コロナウイルス感染症の状況が

来館者数にも影響した。

ー 九十九里 11,650
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特殊事情（台風・新型コロナウイルス感染症・

東京2020大会延期による影響等）
今後の実施予定事業名

総事業費（千円）

睦沢町 観月の夕べコンサート
睦沢町教育委

員会

後援：千葉県教

育委員会、協

力：睦沢町観光

協会

国指定重要文化財「木造大日如来坐像」と町指定文化財

「妙楽寺本堂」をライトアップし、コンサートを行う。
（非公開） （非公開） 2003

町外からの申込みやリピーターも多く、毎年好

評をいただいている。

新型コロナウイルス感染症の影響により集客を

しての開催は行わない。代替案として、無観客

状態での演奏の様子を動画配信する案を協議

中。

令和3年度は通常どおり開催予定。 九十九里 6,815

館山市 小谷家住宅保存活用支援基金
館山市、小谷

家

青木繁「海の

幸」誕生の家と

記念碑を保存す

る会

ふるさと納税による寄附金を小谷家住宅保存活用支援基金

に積み立て、館山市指定文化財(建造物)「小谷家住宅」の

保存修理事業に補助を行う。

557 557 2012

修理事業を実施した小谷家住宅は青木繁「海の

幸」記念館として一般への公開を開始した。公

開開始後も修繕を行い保存や活用を行ってい

る。

台風により一部瓦が破損し修繕を行った。新型

コロナウイルス感染症の影響により休館してい

る。(令和2年6月18日現在)

台風への対策等の修繕を計画している。 南房総 44,894

南房総市 史跡里見氏城跡岡本城跡整備事業
市教育委員会

生涯学習課
ー

令和元年度に保存活用計画書を策定し、それに基づいて今

後は整備事業を実施していく。令和元年度はＪＲ・企画部

局の了承のもと、駅舎やバスターミナルに史跡の概要を掲

示した。史跡単独のページを市のホームページ内に作成す

るなど情報発信事業を開始した。

2,600 2,600 2014

従来、史跡に関して発信する機会を設けていな

かったため、今後も継続していく必要

がある。

ー
保存活用計画書に基づいて、今後も整備事業を

実施していく。
南房総 35,883

いすみ市 文化財マップ作製 いすみ市 ー

国の重要文化財、県指定を含む市の指定文化財や様々な企

画や展示を行っている文化施設等を掲載したマップの作

製。

（非公開） （非公開） 2007

数多くの傑作を残した「波の伊八」の市内にあ

る作品の紹介等により、市の指定文化財をPR

し、観光客を誘致している。

新型コロナウイルス感染症の影響により、文化

財を見に来る方は減少している。

内容の改訂や在庫状況を踏まえて作製してい

く。
南房総 35,864

市原市 地磁気逆転地層保存活用事業
市原市教育委

員会

市原市観光協

会

国指定天然記念物「養老川流域田淵の地磁気逆転地層」の

保存と活用を行い、市内のみならず市外、県外からの集客

を図る。

（非公開） （非公開） 2017

地元団体によるガイドの実施と仮設ガイダンス

施設の設置により来場者が増えているが、地層

周辺の見学環境の整備が課題である。

新型コロナウイルス感染症の影響により、3月5

日から仮設ガイダンス施設を休館した。
ー

かずさ

臨海
269,424

君津市 20世紀遺産の継承事業 君津市 ー

本市のＰＲや地域づくりを進めるために、20世紀に建造・

発掘・発見されたもので建物・道・橋・風景・文化遺産等

の中から選定した、31件の20世紀から引き継ぐ遺産につい

て、保存管理している団体・個人に対して奨励金を交付す

る。また、老朽化の見られる標柱の修繕を行う。

（非公開） （非公開） 2000

選定された遺産のうち、定期的な維持管理が必

要な遺産の保全を行っている団体・個人に対し

て奨励金を支給した。また、老朽化の影響で倒

壊した指定標柱の修繕を行ったほか、観光資源

として活用した。

台風の影響で、指定標柱や誘導看板が倒壊し

た。

令和元年度と同等の奨励金の支給と、老朽化や

台風の影響等で倒壊した指定標柱・誘導看板等

の修繕を行う。また、観光資源としても引き続

き活用していく。

かずさ

臨海
81,989

富津市 第二海堡上陸ツアー

東京湾海堡

ツーリズム機

構

横須賀市、富

津公園管理事

務所

政府の施策である「魅力ある公的施設・インフラの大胆な

公開・開放」の取組として、立入禁止だった「第二海堡」

への上陸ツーリズムが検討され令和元年度から本格的に上

陸ツアーが実施されている。富津岬沖にある人工要塞「第

二海堡」に上陸し、砲台・防空指揮所等の遺構をガイドの

解説を聞きながら巡るツアーである。

（非公開） （非公開） 2019

事業開始によりメディアに取り上げられる機会

や問い合わせが増えたが、横須賀市側からのツ

アー催行数が多いため、富津市側からの催行数

を増やすことが課題である。

新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年

2月下旬～6月30日のツアーは中止。7月以降も現

時点で旅行事業者からの予約数は以前に比べて

減少している。

ツアーは７月から再開しているが、横須賀市側

からの発着が多い状況が続いている。

富津市側の発着港は年間の使用回数に制限があ

るため、催行数を増やすためにも制限の緩和等

について港の管理者と協議が必要である。

かずさ

臨海
42,673


