
令和3年度観光ビジョンアクションプラン ぎふ魅力づくり推進部ぎふ魅力づくり推進政策課
令和3年4月1日時点

（１）戦国城下町の観光活用～岐阜城周辺の観光展開
（２）岐阜ゲートウェイ化
～周辺主要観光地と連携した「ハブ拠点化」とインバウンド誘致促進
～

（３）岐阜観光ブランド・魅力創出
～既存資源と新たな観光資源の掘り起こしによる魅力創出～

（４）シビック・プライド醸成、オール市民ツーリズム
～「市民」による岐阜の魅力再認識と誇りの醸成～

（５）ＭＩＣＥへの本格展開
～コンベンション都市の継続推進とイベントを核とする「MICE都市」と
しての本格展開～

①戦国城下町の保存・利活用の推進
②戦国城下町のブランド化の推進
③戦国城下町における魅力の創出
④戦国城下町におけるおもてなしの推進
⑤戦国城下町の魅力活用の推進

①インバウンドをはじめとする宿泊客誘致の促進
②宿泊客の市内回遊の促進
③宿泊客へのおもてなしの推進
④広域連携の推進

①既存観光資源の磨き上げ
②魅力発見・魅力創出
③魅力発信・啓発

①市民の観光意識の醸成・観光人材の育成
②市民による観光おもてなしの推進
③市民の情報発信の強化

①MICE都市としてのブランド化、MICEの積極的な誘致
②関係者の連携によるMICEの２次展開の推進

事業名 事業名 事業名 事業名 事業名

①戦国城下町の保存・利活用の推進 ①インバウンドをはじめとする宿泊客誘致の促進 ①既存観光資源の磨き上げ ①市民の観光意識の醸成・観光人材の育成 ①MICE都市としてのブランド化、MICEの積極的な誘致

旧いとう旅館活用施設整備事業 新作プロモーション映像放映事業 鵜飼文化未来継承事業（旧：長良川鵜飼文化の無形文化遺産化ＰＲ事業） 鵜飼文化未来継承事業（旧：長良川鵜飼文化の無形文化遺産化ＰＲ事業） 岐阜市文化産業交流センター運営管理事業

伝統工芸品の振興 海外プロモーション等活動支援事業 長良川水辺空間魅力創出事業 長良川水辺空間魅力創出事業 岐阜市笑いと感動のまちづくり事業

景観まちづくり活動支援事業 岐阜下呂郡上観光宣伝協議会 鵜飼観覧船の民間活用推進事業 鵜飼観覧船事業 長良川うかいミュージアム運営管理事業

西安市観光協力推進事業 岐阜城天守閣耐震化事業 遊覧船及び花見船事業 長良川国際会議場運営管理事業

②戦国城下町のブランド化の推進 東海地区外国人観光客誘致促進協議会 鵜飼観覧船事業 岐阜文化再発見～市民協働による民話ライブ～ （公財）観光コンベンション協会運営支援事業

ロケツーリズム推進事業 ビジットGIFU協議会事業 遊覧船及び花見船事業 （仮称）熊谷守一展 （仮称）熊谷守一展

日本遺産推進事業 友好姉妹都市交流推進事業 岐阜文化再発見～市民協働による民話ライブ～ さんぽde野外ライブ 文化会館運営管理事業

友好姉妹都市等訪問団受入事業 さんぽde野外ライブ 市民文化祭（美術・文芸・芸術） 友好姉妹都市交流推進事業

③戦国城下町における魅力の創出 スマートシティぎふ推進事業（自動運転バス車両による実証実験） 長良川薪能 長良川薪能 友好姉妹都市等訪問団受入事業

鵜飼文化未来継承事業（旧：長良川鵜飼文化の無形文化遺産化ＰＲ事業） 交通施設バリアフリー化設備整備費補助事業 鵜飼文化未来継承事業（旧：鵜飼習俗総合調査事業） 外国人向け生活情報ホームページ構築 FC岐阜活用事業

鵜飼観覧船の民間活用推進事業 東海環状自動車道（仮称）岐阜IC関連事業 長良川流域の文化的景観保存調査事業（正法寺大仏・大仏殿調査事業） 多文化共生推進事業 高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソン大会支援事業

岐阜城運営管理事業 特別展「近世能装束の世界 用の美－武家貴族の美意識」開催事業 ぎふ信長まつり ホストタウン交流推進事業 MAG-CUP少年サッカー交流大会

岐阜城天守閣耐震化事業 道三まつり FC岐阜活用事業 信長学推進事業

鵜飼観覧船事業 ②宿泊客の市内回遊の促進 ぎふ柳ケ瀬夏まつり 鵜飼文化未来継承事業（旧：鵜飼習俗総合調査事業） 海外産業交流推進事業

遊覧船及び花見船事業 中心部の姿見える化事業（「岐阜市センターゾーンの未来風景」パンフレット ） 商店街魅力向上事業 日本遺産推進事業 ぎふしスタートアップ支援事業

史跡岐阜城跡整備事業 ふるさと納税返礼品によるプロモーション事業 伝統工芸品の振興 信長学推進事業 全国健康福祉祭（ねんりんピック）開催事業

長良川流域の文化的景観保存調査事業（正法寺大仏・大仏殿調査事業） GIFUナイトビュー事業 中心商業地活性化イベント（信長楽市） まんがでワクワク食農楽習事業 岐阜ファミリーパーク再整備事業

信長学推進事業 フォトツーリズム促進事業 森林整備促進事業 リノベーションまちづくり事業 ハートフルスクエアG運営管理事業

岐阜公園再整備事業 まちなか観光推進事業 清流の国ぎふ森林・環境整備事業 中山道加納宿まちづくり交流センター管理運営事業 みんなの森 ぎふメディアコスモス運営管理事業

レンタサイクル事業 ながら川ふれあいの森管理事業 シビックプライドプレイス事業 特別展「壬申の乱」開催事業

④戦国城下町におけるおもてなしの推進 さんぽde野外ライブ 魚類放流事業 ふるさと大好き鵜飼事業 特別展「近世能装束の世界 用の美－武家貴族の美意識」開催事業

戦国城下町施設周遊案内標識設置事業 ぎふ信長まつり 岐阜公園再整備 ふるさと魅力体験事業 特別展「波濤を越えて－鑑真和上と美濃の僧・栄叡－」開催事業

歴史博物館ホームページリニューアル事業 ぎふベジブランド発信事業 クアオルト健康ウオーキング 「森・川・海」の繋がりから学ぶ環境学習推進事業

歴史博物館総合展示室リニューアル事業 世界農業遺産啓発事業 長良川ツーデーウオーク 生涯学習「長良川大学」ガイドブック作成事業 ②関係者の連携によるMICEの２次展開の推進

道三まつり 特別展「壬申の乱」開催事業 生涯学習「長良川大学」単位認証式 まちなか観光推進事業

⑤戦国城下町の魅力活用の推進 日本食文化会議２０２１岐阜 特別展「波濤を越えて－鑑真和上と美濃の僧・栄叡－」開催事業 長良川大学生涯学習講座 観光案内所運営管理事業

レンタサイクル事業 岐阜市中心市街地空き店舗活用事業 歴史博物館総合展示室リニューアル事業 シビックプライドライブラリー整備事業

まちなか博士育成事業 ぎふ柳ケ瀬夏まつり シビックプライドライブラリー活用事業（旧：みんなの図書館　おとなの夜学）

まちなか博士サポート講座の開催 商店街魅力向上事業 ②魅力発見・魅力創出 読み聞かせボランティア育成事業

中心商業地活性化イベント（信長楽市） ふるさと岐阜市活躍人財バンク活躍促進事業 岐阜市食農教育児童実践支援事業

ぎふ～ど普及促進事業 GIFUナイトビュー事業 特別展「壬申の乱」開催事業

岐阜市農業まつり フォトツーリズム促進事業 特別展「波濤を越えて－鑑真和上と美濃の僧・栄叡－」開催事業

ぎふ食と健康応援店 ロケツーリズム推進事業 歴史博物館総合展示室リニューアル事業

クアオルト健康ウオーキング OTAを活用した観光促進事業

長良川ツーデーウオーク 宿泊割引助成による観光誘客推進事業 ②市民による観光おもてなしの推進

センターゾーン公共空間再構築検討業務 世界農業遺産啓発事業 岐阜市観光宣伝隊事業

岐阜市総合交通協議会 日本食文化会議２０２１岐阜 まちなか観光推進事業

コミュニティバス事業 岐阜市中心市街地空き店舗活用事業 まちなか博士育成事業

UDタクシー導入補助事業 ぎふ～ど普及促進事業 まちなか博士サポート講座の開催

路線バス利用環境整備事業 岐阜市農業まつり 中高生SMC（Student Museum Curator)事業

高島屋南地区第一種市街地再開発事業 ぎふ食と健康応援店 市民活動支援事業

金公園再整備事業 リノベーションまちづくり事業 地域力創生事業

中山道加納宿まちづくり交流センター管理運営事業 ぎふライブラリークラブ事業



（１）戦国城下町の観光活用～岐阜城周辺の観光展開
（２）岐阜ゲートウェイ化
～周辺主要観光地と連携した「ハブ拠点化」とインバウンド誘致促進
～

（３）岐阜観光ブランド・魅力創出
～既存資源と新たな観光資源の掘り起こしによる魅力創出～

（４）シビック・プライド醸成、オール市民ツーリズム
～「市民」による岐阜の魅力再認識と誇りの醸成～

（５）ＭＩＣＥへの本格展開
～コンベンション都市の継続推進とイベントを核とする「MICE都市」と
しての本格展開～

①戦国城下町の保存・利活用の推進
②戦国城下町のブランド化の推進
③戦国城下町における魅力の創出
④戦国城下町におけるおもてなしの推進
⑤戦国城下町の魅力活用の推進

①インバウンドをはじめとする宿泊客誘致の促進
②宿泊客の市内回遊の促進
③宿泊客へのおもてなしの推進
④広域連携の推進

①既存観光資源の磨き上げ
②魅力発見・魅力創出
③魅力発信・啓発

①市民の観光意識の醸成・観光人材の育成
②市民による観光おもてなしの推進
③市民の情報発信の強化

①MICE都市としてのブランド化、MICEの積極的な誘致
②関係者の連携によるMICEの２次展開の推進

シビックプライドプレイス事業 図書館発！まちづくり事業（旧：まちライブラリアン養成講座事業）

③宿泊客へのおもてなしの推進 ③魅力発信・啓発 ③市民の情報発信の強化

広報紙アプリ事業 インスタグラムフォトコンテスト事業 インスタグラムフォトコンテスト事業

広報紙閲覧サービス事業 インターネット広告事業 インターネット広告事業

外国人観光客受入環境整備支援 「エエトコタント」冊子・ホームページ制作事業 「エエトコタント」冊子・ホームページ制作事業

観光案内所運営管理事業 応援企業WIN-WINリレーションシップ事業 応援企業WIN-WINリレーションシップ事業

戦国城下町施設周遊案内標識設置事業 関係人口拡大プロモーション事業（大使・まちづくり団体） 関係人口拡大プロモーション事業（大使・人財バンク・市民活用）

国際交流員等の配置 岐阜市公式LINEアカウント活用事業 岐阜市公式LINEアカウント活用事業

外国人向け生活情報ホームページ構築 広報紙アプリ事業 広報紙アプリ事業

多文化共生推進事業 広報紙閲覧サービス事業 広報紙閲覧サービス事業

ホストタウン交流推進事業 広報紙発行事業 広報紙発行事業

スマートシティぎふ推進事業（自動運転バス車両による実証実験） 市政テレビ・ラジオ番組制作事業 市政テレビ・ラジオ番組制作事業

UDタクシー導入補助事業 市ホームページ運用事業 市ホームページ運用事業

蕪城町玉宮町線無電柱化推進事業 新作プロモーション映像放映事業 市民活動情報収集提供事業

名古屋・尾張フリーペーパー広告事業

④広域連携の推進 名古屋圏FMラジオ番組制作事業

岐阜連携都市圏事業 名古屋圏テレビ情報番組活用事業

岐阜下呂郡上観光宣伝協議会 電子雑誌の活用

岐阜市・富山市観光物産交流協議会 ロケツーリズム推進事業

全国街道交流会議 まちなか博士育成事業

東海地区外国人観光客誘致促進協議会 まちなか博士サポート講座の開催

長良川流域観光協議会 歴史博物館ホームページリニューアル事業

信長公居城連携協議会 中高生SMC（Student Museum Curator)事業

信長サミット ぎふベジブランド発信事業

美濃路街道連携協議会

美濃中山道連合


