
【周遊ルート】 ～ 美し国・美し旅 大紀町 ～【地域の食】

【５ヶ年計画の定量目標】

一般社団法人 大紀町地域活性化協議会（三重県大紀町）

〇大紀町は日本人の心のふるさとである伊勢神宮と熊野三山を結ぶ熊野古道伊勢路沿

いに位置し「伊勢に七度、熊野に三度」といわれたように、古来から人々がめざした聖地。

〇農林漁業体験民宿と連携した農泊を推進。

〇美味しい食材と豊かな自然に恵まれた「美（うま）し国」で、お伊勢参りを終えた後に疲れ
た体を癒す食旅「美（うま）し旅」を提供する。
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KPI R１ R6
外国人旅行者 600人 900人

【特産松阪牛のすき焼き】

大紀町は、松阪牛の中で
もわずか4％しか肥育され
ていない特産松阪牛にこ
だわった「牛飼いの匠」が
多い地域。その希少な特
産松阪牛のすき焼きを、農
家民宿で体験しながら気
軽に食べられる。

【天然鮎料理】

水質日本一の清流流域に
昔から伝わる郷土料理で、
鮎を素焼きにし藁を束ねた
「ほで」に刺し乾燥させた鮎
を保存食や出汁に使用。

【べっこう寿司】

熊野灘沿岸で収穫される
三重ブランドの伊勢真鯛や
ブリを使った、漁村の郷土
料理「べっこう寿司」。

農林漁業体験民宿到着

野菜やキノコの収穫体験

湧水を汲んで釜戸でご飯
づくり

食旅【天然鮎料理編】

松阪牛のすき焼きづくり

食旅【松阪牛のすき焼き編】

農林漁業体験民宿到着

川釣りや釣り堀体験

鮎の串刺し体験

囲炉裏を囲んで鮎料理



越えｍ

（一社）京都府北部地域連携都市圏振興社【海の京都DMO】（京都府北部地域）

○ ⾷をつかさどる豊受⼤神のふるさととしての歴史を持ち、⾷の源流にまつわる
多くの神話や伝説が伝承されている。海・⾥・⼭に恵まれた良質な⾷材を活⽤し
た⾷⽂化を「海の京都」として推奨。

○ ⾥⼭での農村体験や漁村での漁業体験の他、農家・漁家⺠宿や農家レストラン、
農家⺠宿のオーベルジュ化等、農林⽔産業の１０次産業化を⽬指した取組を実施。

馬瀬川鮎
餅本膳料理

【周遊ルート】「海の京都・⾷の源流」
〜海・⾥・⼭に育まれた⾷の王国〜

【地域の⾷】
○海・里・山の食材
を保存する伝統料
理や、日本食の源
流ともいえる郷土
食が豊富。

KPI H28（現在） H33
外国人旅行者 45,411人 115,000人

【５ヶ年計画の定量⽬標】
（へしこ）

（丹後ばら寿司）

（ブリしゃぶ）

１．「海の京都」ゴールデンルート
（天橋立、府中、伊根）

天橋立、伊根舟屋群散策、ブ
リしゃぶ、漁家民宿

２．ジオの恵みと郷土料理を楽し
む食を満喫する旅

琴引浜、ばら寿司体験、フルー
ツ狩り体験、焼きガニ 、旅館・
農家民宿

３．食の源流 酒蔵（ブルワリー）
・ワイナリーめぐり

元伊勢籠神社、月の輪田、
１０酒蔵、天橋立ワイナリー、丹
後王国「食のみやこ」

４．海・里・山の四季とくらしを体
感する旅

へしこ、舞鶴港とれとれセンタ
ー、舞鶴赤れんがパーク、ジビ
エ料理、農家民泊

「海の京都」ゴールデンルート

「海・里・山の四季とくらしを体感する旅食の源流 酒蔵（ブルワリー）・ワイナリーめぐり

ジオの恵みと郷土料理を楽しむ食を満喫する旅



（一社）森の京都地域振興社【森の京都DMO】（京都府）

【周遊ルート】
～ 都・京都を支えた森と里山の恵み」体感周遊ルート ～

4.綾部酒蔵めぐりとオリジナル酒ラベル作り

1.「森の京都」ゲートウェイ

２.日本の原風景と食文化体験

３.伝統文化とワイナリーめぐり

５.地元ガイドとめぐる鬼伝説・パワーｽポットめぐりと
地野菜を使った絶品イタリアン

亀岡市＜座禅体験と保津川下り＞
亀岡駅～宗蓮寺にて座禅体験と法話～松正にて精進料理
の昼食～保津川下りで嵐山へ

美山かやぶきの里散策～京都丹波高原国定公園ビジターセンター
（伝統食調理体験）～枕川楼（ジビエ料理+翌朝調理体験）

東和酒造（繊細な女性杜氏のつくる日本酒体験～若宮酒造（原酒
にこだわる蔵）+黒谷和紙でオリジナル酒ラベル作り体験～「ふしみや」
で丹波の京野菜と若狭の魚介をふんだんに使った会席料理の昼食

癌封じ寺で説法～和知人形浄瑠璃鑑賞～
丹波ワインにてワイナリー見学と地元産鹿肉を使った
特製丹波産鹿ローストコースの昼食

鬼獄稲荷神社～酒呑童子の里～
毛原：イタリアンランチ～和紙伝承館
～元伊勢三社めぐり

【地域の伝統食】

亀岡市＜歴史と自然＞
亀岡駅～出雲大神宮（正式参拝）～丹波国分寺～七谷川和らぎの道～
千歳車塚古墳～へき亭（京都牛と地野菜のすき焼き）

【福知山・山ふぐ】 【南丹市・ぼたん鍋】

【鯖のなれ寿司】 【福知山市・黒豆の粕漬】

〇都・京都を支えた歴史と文化が息づく「絆」の森と里山で、５市町で伝承されてきた「伝統
食・行事食」を整理し、祭りや歴史とともに発信する。

〇地域の伝統食を、季節に合わせ、店舗で提供できる仕組みを構築する。
〇地域の伝統食等を祭りや行事と一緒に体験できる仕組みを構築する。

・ 地鶏のすき焼き （亀岡市）
・とり貝寿司（亀岡市）
・栗おはぎ （京丹波町）
・耳うどん（京丹波町）
・山菜の天ぷら（綾部市）
・茶カフェ（綾部市）

【そのほかの伝統食】

(KPI)
項目
観光消費額
延べ宿泊客数
外国人宿泊客数
観光入込客数
教育体験旅行受入人数（宿泊）
DMO着地型商品取扱額

30年度（実績）
169億円
511千人
14千人
939万人
1.1千人
803万円

31年度
195億円
533千人
22千人
1,020万人
1.1千人
803万円

35年度
299億円
616千人
54千人
13,400万人
1.8千人
2,000万円



馬瀬川鮎

【周遊ルート】～お茶の京都にて、ほんまもののお茶を体感～【地域の食】

【５ヶ年計画の定量目標】

日本茶のふるさと・京都山城地域振興社（京都山城地域）

○ 京都山城地域は「日本茶800年の歴史散歩」として、日本遺産にも登録をされているお
茶に関する数々の文化財が残されている。覆下栽培による「抹茶」、宇治製法による「煎
茶」、このふたつの技術から生まれた「玉露」など、ほんまもののお茶体験が堪能できる。

○ お茶の体験をはじめとた周遊ルートや、外国語対応ガイドがドライバーを務めるタク
シーによる移動手段も確保。
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（普茶料理 黄檗
山萬福寺）

（古老柿）

（抹茶、玉露、煎茶
など）

（茶じる）

【ＫＰＩ】 H30 H34
外国人宿泊客数 １６千人 20千人
観光入込客数 1,269万人 1,470万人
観光消費額 204億円 223億円

①日本茶800年の歴史をたどるルート
萬福寺（普茶料理）、平等院、宇治田原やんたん（茶
じる）、永谷宗円生家、宇治茶の郷（古老柿）、和束
茶畑、上狛茶問屋街、福寿園ＣＨＡ遊学パーク、農家
民宿

②お茶の郷・自然の四季、恵みのくらしを体感するル
ート
石清水八幡宮、松花堂庭園・美術館（松花堂弁当）、
流れ橋、四季彩館、みどり観光農園、大正池グリーン
パーク、カヌー体験、笠置キャンプ場、青谷梅林、ロ
ゴスランド

③南山城古寺めぐりと郷土料理体験ルート
海住山寺、浄瑠璃寺、岩船寺、雉料理、城陽酒造、普
賢寺ふれあいの駅、観音寺、酬恩庵一休寺（一休納豆
）、精華町スイーツ、華やぎ観光農園、農家民宿

④お茶の郷めぐりとお茶を使用した料理体験ルート
湯屋谷茶問屋、石寺の茶畑景観、和束荘、和束茶カフ
ェ、童仙房高原、道の駅お茶の京都みなみやましろ村
（お茶スイーツ）、農家民宿



越えｍ

紀の川グリーンツーリズム推進協議会（和歌山県紀の川市）

○ 紀の川の恵みにより形成された果樹産地により「あらかわの桃」をはじめ年間
を通じて旬の果物が提供できる。

○ 江⼾時代より伝わる「茶粥」を郷⼟⾷として伝承しつつ、果物を使った料理を
発展させ、「フルーツのまち」づくりを推進。

馬瀬川鮎
餅本膳料理

【周遊ルート】〜農泊型３６５⽇フルーツを楽しめるまち〜【地域の⾷】

KPI H28（現在） H33
外国人旅行者 42,834人 55,680人

【５ヶ年計画の定量⽬標】

（フルーツパスタ）

○清流「紀の川」に
より育まれた果樹
産業群と、山林開
拓を支えた郷土食。

○フルーツの魅力
を伝えるべく、加
工品や寿司、パス
タ・菓子などの６次
化を推進。

（茶粥）

貴志駅

青洲の里

龍門山

粉河寺

和歌山駅

関西国際空港

大阪市内

高野山

南紀白浜

めっけもん広場
地域内各所で、果物の摘み
取り体験・郷土食の昼食が
可能



馬瀬川鮎

【周遊ルート】～醤油発祥の地 紀州湯浅で食・景観を満喫！～
【地域の食】

醤油醸造発祥の地・紀州湯浅（和歌山県湯浅町）

○ 醤油醸造発祥の地 紀州湯浅。金山寺味噌の製造過程から紀州湯浅の先人が改良を重ねて
生まれた醤油。醤油醸造で栄え、昔ながらの町並みが残る伝統的建造物群保存地区には、
昔ながらの手づくりを続ける老舗の醤油醸造蔵がある。

○ 熊野古道が市街地を通る唯一の町、その歴史ある町並みを形成する小路小路。レンタサ
イクルで趣のある町並みを堪能し、移動もスムーズ。
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歴史満喫ルート

JR湯浅駅周辺 しらす丼

道町 立石道標

深専寺 大地震津波の碑

伝建地区 角長職人蔵・醤油資料館

〃 甚風呂（民俗資料館）

〃 大仙堀

二次交通化

（醤油とともに味わう
しらす丼）

（茶粥と

金山寺味噌）

【５ヶ年計画の定量目標】

KPI H30 R4
外国人旅行者 10,000人 16,000人
主要対象国 中国・ドイツ・フランス
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