
1 北海道

水産種苗生産センターと水中展望船等と
のセットで、新たな生産観光拠点としての
再生に向け、老朽した施設の解体、再
築、活用方法の提案を得たい。

養殖生産者、水産加工会社、商社

町の地方創生事業で設立された酒類製
造会社「㈱積丹スピリット」の販売効果、
観光効果を増幅し、漁港周辺の観光活性
化につなげるべく、水産種苗生産セン
ターの新たな整備に結びつけるべく、計
画等の見直しを行っているが、養殖等を
主導する民間事業者組織が使いやすい
事業が見当たらないことから、マッチング
がうまく進まない状態にある。

積丹町農林水産課

2 北海道
鮭日本一の観光資源化や、ウトロ鮭テラ
スでの水揚見学等の効果的なPR

旅行代理店、マスメディア

ホテルへの旬の秋鮭の提供
飲食店での斜里産鮭の提供促進
網起こし見学
ウトロ鮭テラスでの水揚見学と、見学ガイ
ドツアー化の促進

斜里町水産林務課

3 北海道
歯舞地域特有の観光を最大限に活かし
た販売を実施したい。（教育旅行等含む）

旅行代理店・地元の宿泊施設、バス会社
等

市場見学・セリ見学・食事提供・漁民泊
等

歯舞漁業協同組合

4 北海道
北方領土学習を通じた、貝殻島昆布操業
の歴史学習の推進

旅行代理店 同上

5 北海道
来訪者の減少、地元宿泊施設が少ない
事から根室への滞在人数が少ない事か
ら困っているため、相談したい。

他 地域との情報共有 同上

6 北海道
海を活用した新たなレジャーの開発運営
（ダイビングやサップ等）

（紹介していただきたい）
ウニ採り体験、コンブ加工体験、ウニ種苗
生産施設見学等

利尻町まち産業推進課水産農林振興係

7 北海道
観光推進のための地域の連携体制構築
に向けたアドバイスをいただきたい。

地域活性化の専門家 漁船を活用した体験プログラムなど ピロロツーリズム推進協議会

8 北海道 漁家民泊の推進 漁家民泊拡大のノウハウ等を有する機関 教育旅行等の民泊体験 標津町地域協議会（標津町役場 商工観光課内）

9 北海道
漁村への長期滞在の仕組みづくり
（釣り＋リモートワーク）

釣り好き、漁村、河川保全等に関心のあ
る企業（IT系）

全国で初の河川でのサーモンフィッシング
の取組

標津町地域協議会（標津町役場 商工観光課内）

10 北海道
来訪者の減少、地元水産物の売り上げ減
少で困っている。

紹介いただきたい 直売所 猿払村漁業協同組合

11 青森県
漁港を利用した地域活性化などによるに
ぎわいの創出、新規事業による雇用の確
保に取り組みたい。

地域活性化の専門家 朝市、漁業体験 青森県むつ市生産者支援課

観光等を通じた漁港漁村の活性化に係る民間企業等とのコラボ意向調査結果

№ 都道府県名 コラボ相手に望むこと、相談したいこと 想定するコラボ相手 実施している取組 所属名
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12 岩手県

地域資源を活用した、魅力ある「水産加
工品」や「食堂のメニュー」の提案。
地域資源を活用した「レシピ」のインター
ネットでの発信。

料理レシピ関連IT会社 直売所、食堂の運営 岩泉町農林水産課　林業水産室

13 福島県
相馬復興市民市場を組み込んだバスツ
アー等の作成

旅行代理店,広告業者
復興交付金を用いて相馬復興市民市場
（直販所、食堂）の建設中（令和２年１０月
オープン予定）

相馬市農林水産課

14 山形県
地域資源の観光コンテンツへの磨き上げ
や販売を共同で実施したい。

旅行代理店 海洋資源を活用した自然体験 鼠ヶ関地域協議会「蓬莱塾」

15 山形県 補助事業の紹介について相談したい。 人材派遣・メディア関連会社 鶴岡市農山漁村振興課

16 山形県
漁業エリアの分析、資源の磨き上げにつ
いて相談したい。

人材派遣・メディア関連会社 イベント・釣り堀など 鶴岡市農山漁村振興課

17 山形県
本県水産物の水揚げ港ごとの主要魚種
の違いを活かした観光資源の実用メ
ニュー化

広告代理店、運輸事業者、シンクタンク等

鶴岡市の鼠ヶ関地区ではスルメイカ、ホッ
コクアカエビ、ズワイガニ等の盛期にそれ
ぞれイベント開催しているが規模は小さ
い

山形県庄内総合支庁水産振興課

18 茨城県

平成２８年度に産官金が出資し設立した
第３セクターにより、観光産業を実践して
いる。
地域資源を活用した体験プログラムを当
法人が今後も充実させ、「稼ぐ地域づくり」
を実践すべく観光DMO事業を推進してい
くにあたり、コロナ終息後の誘客の促進、
さらにはインバウンドの受け入れ強化を
見据え、旅行業関係の法人等とコラボし、
商品をパッケージ化していきたい

旅行代理店等

第３セクター（㈱かすみがうら未来づくりカ
ンパニー）が実施している取組
〇地域資源を活用した体験プログラム
（サイクリングによる地域資源体験プログ
ラム、地域産品の開発・販売、地産品を
使ったレストランの運営など）
〇農泊推進事業の実践として、古民家を
活用した体験宿泊事業の運営

かすみがうら市都市産業部　観光課

19 茨城県
地域の特産品を活用した加工品やサービ
スなどの販路を開拓したい。

百貨店、SC、旅行代理店 レストラン、お土産屋 かすみがうら未来づくりカンパニー

20 千葉県 漁港直売所兼食堂「いさばや」のＣＭＯ・ＣＦＯ確保 経営コンサルタント 漁港直売所兼食堂「いさばや」の運営 いすみ市水産商工課
21 千葉県 漁港直売所兼食堂「いさばや」のクッキングスタジオ設置 食関連企業 漁港直売所兼食堂「いさばや」の運営 いすみ市水産商工課
22 千葉県 大原漁港周辺の空き家や船宿を活用した、アルベルゴ・ディフーゾ構想 宿泊関連企業 港の朝市・いさばや・遊漁船による誘客 いすみ市水産商工課



№ 都道府県名 コラボ相手に望むこと、相談したいこと 想定するコラボ相手 実施している取組 所属名

23 神奈川県
観光振興の視点で、魅力ある港づくりに
おける着眼点などのアドバイス

民間事業者等（ご紹介いただきたい）

三崎漁港を核とした地域活性化、三崎漁
港の魅力を高めて関係人口を創出するた
めに、令和２年度、神奈川県と三浦市と
の連携により三崎漁港グランドデザインを
作成する。

三浦市政策部市長室

24 神奈川県
小坪海浜地域の活性化に向けた提案を
いただきたい。

ゼネコン、ディベロッパー、イベント企画等 逗子市市民協働部経済観光課

25 神奈川県
漁港施設を有効活用し、賑わいのある港,
まちづくりをしたい。新たな事業展開を検
討したい

地域活性化の専門家
直売会、駐車場及びフィッツシャリーナの
運営

平塚市農水産課みなと水産担当

26 神奈川県

運営している宿泊施設のゲストに漁業体
験（海釣り、釣り船）を提供したり、海産物
を味わったり買い物できる場所を紹介した
い。

遊漁船業者、釣り船や
飲食店、海産物販売所

宿泊、滞在施設の運営 鎌倉農泊協議会

27 神奈川県

近年荒天の増加等による地域水産物の
漁獲量減少により、売り上げ額が減少し、
後継者不足が加速している。都内中心か
らも近く、海洋レジャーも充実しているた
め、観光客を取り込んだ取り組み(水産物
の付加価値の付与、漁業体験等)により
漁業所得を向上させたい。

（ご紹介いただきたい）
・漁港に船（ボート・カヌー）を置きたい会
社または個人
・漁港内または付近に地域水産物を利用
したレストランなどの営業を考えている会
社
・養殖ワカメ・コンブを利用した新規商品
の開発・商品化を考えている会社等

直販所の開設
新規地場水産物の開拓・増殖（ハマグリ）

三和漁業協同組合上宮田支所

28 神奈川県

近年荒天の増加等により地域水産物の
漁獲量減少により、売り上げ額が減少し、
後継者不足に悩んでいる。また、主な出
荷先が小売店などのため価格が安定せ
ず、安定的な供給先を求めている。 （ご紹介いただきたい） 水産資源の回復 三和漁業協同組合初声支所

29 神奈川

ダイビング愛好家の協力を得て、磯焼け
対策を実施したい。漁協としてはボートダ
イブ料を減額するなどで協力し、観光ダイ
ビングと磯焼け対策を両立させたい

ダイビングショップ
ダイビングツアー企画会社

ボランティアによるガンガゼ駆除
江の島片瀬地区地域水産業再生委員会（申請中）
江の島片瀬漁業協同組合



№ 都道府県名 コラボ相手に望むこと、相談したいこと 想定するコラボ相手 実施している取組 所属名

30 神奈川

江の島片瀬地区での朝市開催時にキッ
チンカーなど簡易飲食店舗に参加して頂
きたい。購入した食材を現地調理するほ
か、魚貝類以外の店舗を増やすことで幅
広い消費者層に足を運んでもらいたい。

キッチンカー関連団体
日帰りツアー企画会社

「江の島海水浴場協同組合」との共催に
より、「江の島フィッシャーマンズマルシェ」
を開催予定であったが自粛要請により中
止

江の島片瀬地区地域水産業再生委員会（申請中）
江の島片瀬漁業協同組合

31 神奈川
定置網を観光資源として活用し、地域の
活性化を図りたい

日帰りツアー企画会社 修学旅行生を対象に一日体験を実施
相模湾広域水産業再生委員会 （申請中）
江の島片瀬漁業協同組合

32 富山県
コロナもあり来訪者の減少、地元水産物
の売り上げ減少で困っているため、相談
したい。

できれば紹介いただきたい 食堂、宿泊施設、漁業体験の運営 魚津市農泊推進協議会（魚津漁業協同組合）

33 富山県
観光資源を活用した、企画、誘客アドバイ
ス

旅行会社企画担当社員
氷見市でできる体験と宿泊をセットとし、
教育旅行、合宿団体等の受入を行ってい

一般社団法人氷見市観光協会

34 富山県
シロエビ漁の観光化の促進による一般観
光客の誘致を実施し、漁業や魚食普及に
結び付ける

地域活性化関連団体 富山県水産加工業協同組合連合会

35 福井県
漁港漁村の食や体験を活かした観光振
興についてアドバイスをいただきツアーの
造成を行いたい。

地域活性化の専門家
旅行代理店

教育旅行の受け入れ、定置網漁体験、養
殖魚エサやり体験、伝統発酵食品「へし
こ」漬け体験等

小浜市商工観光課

36 福井県
漁港漁村の漂着ゴミを、観光コンテンツと
して研き上げマイナスをプラスに変えるツ
アー造成を行いたい。

地域活性化の専門家
旅行代理店

大手企業と連携し、漁村の現状などを把
握するため、海ゴミワークショップを実施。

小浜市商工観光課

37 福井県
小浜の食材を研き上げ、小浜ならではの
食で観光客を誘客する取組みを実施した
い。

地域活性化の専門家
旅行代理店

小浜市内の料理人が連携し、小浜ならで
はの食で誘客するため、小浜の食材を活
用した特別ディナーの開催を予定。

小浜市商工観光課

38 福井県
来訪者の減少、地元水産物の売り上げ減
少で困っているため、相談したい。

（紹介いただきたい） イベントへの支援等 福井市林業水産課



№ 都道府県名 コラボ相手に望むこと、相談したいこと 想定するコラボ相手 実施している取組 所属名

39 福井県
地域ブランド魚（アマダイ）を核とした地域
資源の認知度拡大、販路開拓、単価向上

地域活性化の専門家、地域コーディネー
ター等

各種イベントへの出展、大手百貨店等へ
の営業等

おおい町農林水産課

40 福井県
来訪者増加のための地域資源の掘り起
こし、ＰＲ手法

地域活性化の専門家、旅行代理店等 海を活用した体験メニューの提供 おおい町農林水産課

41 静岡県
漁港来訪者を増加させるための水産振興
施策の相談及び協力

（紹介いただきたい）
農山漁村地域整備交付金（漁港環境）で
整備中の用地を利用した、今後の吉田町
の水産振興施策について検討中

吉田町　企画課　まちづくり推進部門
吉田町　産業課　商工観光水産部門

42 静岡県
恵まれた自然環境を活用し来訪者の増
加を図りたい。

地域活性化の専門家等 漁協による直販所運営 東伊豆町　農林水産課

43 愛知県 地元水産物のＰＲ インフルエンサー 南知多町産業振興課水産係

44 三重県
観光コンテンツとなりうる地域資源の発掘
と観光振興へのアドバイス。
民間企業との協働のしくみ。

地域活性化の専門家（紹介希望）
地域水産物の加工販売の合同会社を設
立。
民泊の許可をとったが未実施。

尾鷲地域水産業再生委員会

45 三重県
地域資源の観光コンテンツへの磨き上げ
や販売を共同で実施したい。

旅行代理店
マリーナ、乗馬倶楽部、道の駅、レストラ
ン。宿泊施設運営

白塚河芸地域渚泊推進協議会

46 三重県
観光推進のための地域の連携体制構築
に向けたアドバイスをいただきたい。

地域活性化の専門家 白塚河芸地域渚泊推進協議会

47 三重県 海の資源を活用したイベント企画 イベント企画会社 白塚河芸地域渚泊推進協議会

48 三重県
地域水産物の売り上げ向上や活性化に
繋げたい。

アドバイザー等
移動販売(実施中)
加工品の生産、販売(準備中)

伊勢湾漁業協同組合
伊勢市役所産業観光部農林水産課

49 京都府

顔の見えない観光地を脱却するため、原
点に回帰して漁業と観光の距離を近づけ
たい。観光業者にとっては漁業は必要な
コンテンツなのに対し、漁業者にとって観
光業は必ずしもプラス要因とは捉えられ
ていない。地域ブランディングにより魚価
を向上させ、漁業者をフォローすることを
通じて、観光業に波及させたい。

漁業や漁村の暮らしに精通されている専
門家、漁業者支援の取り組みに関わって
おられる専門家

刺身づくり体験 伊根浦地区農泊推進地区協議会

50 兵庫県
・観光客の斡旋
・漁業見学ツアー等商品開発

旅行業者

　漁業見学体験船を用い、漁場での漁業見
学や漁獲物の選別体験と坊勢島の漁村の魅
力を発信するための島内観光を組み合わせ
たツアーを実施している。

坊勢漁業協同組合

51 兵庫県 ・坊勢島の魅力ある観光資源の発掘、提案 大学等教育機関

　漁業見学体験船を用い、漁場での漁業見
学や漁獲物の選別体験と坊勢島の漁村の魅
力を発信するための島内観光を組み合わせ
たツアーを実施している。

坊勢漁業協同組合

52 和歌山県
観光バス等で太地町にお越しの際は、道
の駅たいじに寄って欲しい。

旅行代理店 直販所、食堂の運営 太地町漁業協同組合
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53 和歌山県
シーカヤック、SUP体験を活かしたツアー
の企画

旅行代理店 シーカヤック、SUP 太地町漁業協同組合

54 広島県

京都の鴨川のような川床や広島の平和
公園にあるカキ舟のような料亭で夏季限
定でアユの高級フルコースを提供してい
ただきたい。

飲食店 現状は特になし 太田川漁業協同組合

55 広島県

太田川に地元野球チーム関連の赤い鯉
のぼりを設置し、カワウによるアユの食害
を防止すると共に、川を賑やかに彩り、
SNS映えを狙い、情報拡散を図ることで、
太田川の知名度を向上させたい。

プロスポーツ団体 カワウによるアユの食害防止対策 太田川漁業協同組合

57 広島県
ゲストハウス等宿泊施設に投資してくれ
かつ共同運営してくれるような企業を紹介
していただきたい

宿泊施設運営に関する実績がある企業
並びに旅行代理店等

農泊推進事業で宿泊施設等を調査中 倉橋交流拠点構想推進協議会

58 広島県
農水産物を活用した付加価値の高い商品
開発を行い、地域商品の販路を広げたい

食品加工のノウハウを持つ企業とのタイ
アップ（ちりめん・牡蠣等の食品加工）

農泊推進事業で検討中 倉橋交流拠点構想推進協議会

59 岡山県

・宿泊（民泊，農泊，旅館等）の推進をして
島の活性化を図りたい。
・島内を回るための交通機関（レンタカー・
バイク等）の拡充を行いたい。

・民泊，旅館等宿泊関係の専門家
・レンタカー事業者

農山漁村振興交付金（農泊推進対策）の
活用を申請中

北木島活性化プロジェクト協議会

60
香川県
丸亀市

古民家を改修し、宿泊事業を行う予定だ
が、運営をサポートしていただける企業等
があれば相談したい。

改修を計画中 讃岐広島・小手島・手島活性化協議会

61 香川県 漁業体験を通した観光でのマッチング 東讃漁業協同組合

62 香川県
観光推進のための地域の連帯体制構築
に向けたアドバイスを頂きたい

地域活性化の専門家 鴨庄漁業協同組合

63 香川県
水産物の販売、企画、瀬戸内国際芸術祭
との連携、さぬきだこの宣伝

地域活性化の専門家 漁業体験 高松市東部漁業協同組合

64 香川県 水産物の販路拡大 組合員より直接仕入れを行える企業 与島漁業協同組合
65 香川県 観光資源の開発や発信方法等を相談し 紹介をお願いしたい 宇多津漁業協同組合

66 香川県
魚や養殖カキの売上げ減少が続いてい
る為、企業側から見た案があれば話しを
聞きたい

紹介をお願いしたい 白方漁業協同組合



№ 都道府県名 コラボ相手に望むこと、相談したいこと 想定するコラボ相手 実施している取組 所属名

67 愛媛県
地域資源の観光コンテンツへの磨き上げ
や販売を共同で実施したい。

旅行代理店 シーカヤックでの体験 企業組合こもねっと

68 佐賀県
団体旅行におけるコンテンツとして漁業
体験を提供したいのでアドバイスをいただ
きたい。

紹介いただきたい
農林漁家体験民宿、農林漁業体験等の
受入れ

伊万里グリーン・ツーリズム推進協議会

69 佐賀県

来客者（プレジャーボート契約者を含む）
のための駐車場及びトイレの整備で相談
したい。また、いろは島かきの販売場など
を検討している。

（紹介いただきたい） プレジャーボート係留の管理 大浦浜漁業協同組合

70 長崎県
離島の交流人口増加のため、団体旅行
の誘致を行いたい

旅行代理店 令和元年度まで農泊交付金を採択 （一社）宇久町観光協会

71 長崎県
地域資源を用いたお土産物や特産品の
開発

専門家 令和元年度まで農泊交付金を採択 （一社）宇久町観光協会

72 熊本県
地域資源の観光コンテンツの磨き上げや
販売を共同で実施したい

（紹介頂きたい） マジャク釣り体験プログラム、テーラー体験荒尾市　産業建設部　産業振興課

73 熊本県 利用者数の減少・観光資源の磨き上げについ （紹介頂きたい） 観光漁業体験 八代舟出浮き組合事務局（八代市観光・クルーズ振興課）

74 熊本県
ツアーの中に漁場見学や魚捌き方教室を
組み込み、プレゼント企画や魚の即売会
等を実施してほしい。

旅行代理店 魚捌き方教室、漁場・水産加工場見学 熊本県海水養殖漁業協同組合

75 熊本県
キビナゴを活用した加工品の開発及び加
工。経営者目線で採算が取れる事業か
相談したい

水産加工会社

地元高校とコラボして開発したキビナゴ缶
詰のPRをしている。量産のために缶詰工
場を整備するか、別の会社に委託するか
今後の方針を検討中

天草市水産振興課

76 宮崎県

観光推進のための地域の連携体制構築
に向けたアドバイスをいただきたい。
さらなる観光客を誘致するための課題の
洗い出しや、将来のビジョン構築に対する
アドバイス等もいただきたい。

（紹介いただきたい）

・実施しているイベントPR
（地元魚のグルメフェアー）
（子供対象の各種イベント）等

・観光地にむけた環境整備
（花の植栽、遊歩道整備）等

ひむか遊パークうみウララ推進委員会
（事務局：延岡市観光戦略課）

77 鹿児島県 団体向けツアー商品の企画販売 旅行代理店 農業、漁業、自然体験ツアー 大和村集落まるごと体験協議会

78 鹿児島県
地元水産物の価格が下落傾向にある中
で、行政と連携して観光等を通じて、新し
い事業を展開するためのノウハウを学び

専門家・コンサル等 枕崎市漁業協同組合

79 鹿児島県
クルーズ船の乗客あるいは団体客向け
の
現地ツアープログラム作成等

クルーズ船エージェント，旅行代理店 指宿市商工水産課水産係

80 鹿児島県

海産物を中心とする地元らしい食材を
使った軽食，スイーツ，料理など地域限定
メニューの開発や提供方法等のコーディ
ネートをお願いしたい。

地域食材を活かしたメニュー開発を得意
とするシェフやその人たちの地域をつなぐ
コーディネーター

・ご当地海鮮丼
・カツオを模ったたい焼き販売等

指宿市商工水産課水産係

81 鹿児島県
（吹上町漁協）
地元水産物（真鯛等）を使用した商品開
発

フードコーディネーター
飲食店を展開する法人等

直売所の運営 日置市役所産業建設部農林水産課林務水産係
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82 鹿児島県
（吹上町漁協）
既存加工品のPR、販路拡大

紹介いただきたい 〃 〃

83 鹿児島県
（吹上町漁協）
釣りを利用した集客

旅行代理店、イベント企画会社等 なし 〃

84 鹿児島県

（江口漁協）
漁獲量が落ち込む夏場に観光地引網漁
を行っているが、観光客を増やすために
隣接する物産館利用と合わせてアドバイ
スをいただきたい。

旅行代理店
地域活性化の専門化

観光地引網漁、物産館、レストラン 〃

85 鹿児島県
（江口漁協）
海水浴場、海浜公園、物産館の資源（用
地）活用について

（紹介いただきたい）
海水浴場の設置、物産館の駐車場の活
用

〃

86 鹿児島県
観光推進のため，地域観光資源の掘り起
こし及び活用方法のアドバイスをいただき
たい。

地域活性化の専門家 南種子町総合農政課

87 鹿児島県
地域資源の観光コンテンツへの磨き上げ
や販売を共同で実施したい。

旅行代理店、飲食店、大手スーパー等 直売所 錦江町役場

88 鹿児島県
来訪者の減少、地元水産物の売り上げ減
少により困っているため、PRできるような
水産業をPRできるようなPR動画制作

旅行代理店、飲食店、大手スーパー等 現在は予算なし 錦江町役場

89 鹿児島県

三島村における体験型観光メニューの戦
略策定
・三島村への入込客数及び来島目的別
統計を作成し観光目的や観光客数を把
握するとともにインバウンドを含めた三島
村における漁業体験やカヌー等体験型観
光の可能性実証調査を実施し観光産業
育成戦略（プログラム）を提案して頂きた
い。

旅行代理店 三島村経済課

90 鹿児島県
地域資源の観光コンテンツへの磨き上げ
や団体客の誘致を共同で実施したい。

旅行代理店 レストランの運営 串木野市漁業協同組合

91 鹿児島県
国内，国外問わず，ツアーの一部に取り
入れていただき，観光コンテンツを作りた
い。

旅行代理店 食堂の運営,漁業体験メニュー 垂水市漁業協同組合

92 鹿児島県

鹿屋港を活用して、薩摩半島在住者等を
誘客し、漁業体験や地元水産物を使った
食事、土産品の購入といった鹿屋港の観
光コンテンツを組み込んだ観光商品の造
成や販売を共同で実施したい。

・旅行代理店
・高速船運航会社

・漁業体験
・食堂の運営

鹿屋市

93 沖縄県
活性化を図るため、観光客の誘致、漁港
情報の発信について、共同実施を行いた

旅行代理店、海業関係専門誌 沖縄県農林水産部漁港漁場課

94 沖縄県
観光推進のための地域の連携体制構築
に向けたアドバイスをいただきたい。

地域活性化の専門家 なし 豊見城市農林水産課
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95 沖縄県
観光推進のための地域の連携体制構築
に向けたアドバイスをいただきたい。

地域活性化の専門家 なし 粟国村役場　経済課

96 沖縄県
観光推進のための地域の連携体制構築
に向けたアドバイスをいただきたい。

地域活性化の専門家 宮古島市農林水産部水産課

97 沖縄県

八重干瀬等の地域資源を活用しながら、
池間の特産物である活け〆した新鮮な魚
類等を提供することで、「海業観光」を漁
協の事業として確立していきたい。

旅行代理店 朝市、食堂の運営 池間漁業協同組合

98 沖縄県

【名護漁港における交通結節機能の充
実】

・バス等のターミナル機能、カーシェアリン
グ、サイクルステーションの整備、駐車場
整備等

・名護漁港を起点とした二次交通の充実
のための連携体制構築に向けたアドバイ
スをいただきたい。

バス事業者・交通事業者・レンタカー関
連・自転車関連事業者・旅行代理店等

・R１年度に名護湾沿岸基本構想を策定
し、名護漁港周辺の整備の方向性につい
て検討した。

名護市　企画部　振興対策室

99 沖縄県

【名護漁港海産物直売所のリニューアル
およびレストラン、物販・飲食施設等の整
備】

・地域資源の観光コンテンツへの磨き上
げや物販等についてアドバイス等が欲し
い。

（紹介いただきたい）

・名護漁業組合による直売所運営
・R１年度に名護湾沿岸基本構想を策定
し、名護漁港周辺の整備の方向性につい
て検討した。

名護市　企画部　振興対策室

100 沖縄県

観光推進のための地域の連携体制構築
に向けたアドバイスをいただきたい。
６次産業化に向けた、漁業者・一般市民・
民間企業との交流の場所を作る事によ
り、活性化を推進するプロジェクトの立ち
上げを目指す。

地域活性化の専門家 漁業体験、食堂の運営 国頭漁業協同組合

101 沖縄県
島嶼地域の恵まれた地域資源を日本を
はじめアジア諸国へ発信したい

旅行代理店及びマリンショップ 環境保全 与那城町漁業協同組合

102 沖縄県
観光推進の漁業者と来訪者との体験型
観光漁業の確立

一般観光客、一般ダイバー モズク狩り、パヤオでのマグロ釣り 与那城町漁業協同組合

103 沖縄県
観光推進のための地域の連携体制構築
に向けたアドバイスをいただきたい。

地域活性の専門家 与那城町漁業協同組合


