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街道で奇跡的につながる日本庭園
の注目度も高まり追い風に。

　「にいがた庭園街道」は、新潟県の北
部の街道で奇跡的につながる日本庭園
と伝統建築の魅力を武器に、民間で立
ち上げた広域活性化の取り組みです。
活動開始の 2 年後に、期せずして国の
ガーデンツーリズムが発足し登録を受
け、これが注目を集めて追い風になり
ました。数々のマスコミに取り上げら
れ、新しい魅力ある観光ルートとして
旅行会社からも様々な旅行企画が作ら
れました。おかげで庭園施設に光が当
たり利用者が増え始めています。

ガーデンツーリズム登録制度（庭園間交流連携促進計画登録制度）登録の流れ

ガーデンツーリズム登録制度、このように活用しています。

お問い合わせ先 : 

国土交通省 都市局 公園緑地・景観課 緑地環境室 

電話：03-5253-8420 ( 直通 ) 　FAX ：03-5253-1593
WEB①　JAPAN Garden Tourism 　https://japangardentourism.net/
WEB②　国土交通省　http://www.mlit.go.jp/toshi/park/toshi_parkgreen_gardentourism.html

　

表紙写真： 
① にいがた庭園街道　
② 富士・箱根・伊豆
 　「皇室ゆかりの庭園」ツーリズム
③ アメイジングガーデン・浜名湖
④ ガーデンネックレス横浜
⑤ 北海道ガーデン街道
⑥ 宮崎花旅３６５
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新たな魅力をつくり、花観光も支
える人気ルートは成長中です。

　北海道ではいち早く、ガーデンと宿
泊施設、観光、交通機関などの連携を
進めてきました。繋がることで、それ
ぞれの施設の魅力を共有することがで
きるようになり、それを地域全体の魅
力として再構築することで、今までの
北海道観光ではつくりだせなかった、
新たな観光ルートとして「北海道ガー
デン街道」というブランド名で全国に
発信できるようになりました。北海道
の花観光を支える人気ルートとして現
在も成長を続けています。

上野ファーム
オーナーガーデナー

上野 砂由紀  さん

携わる人々も交流し、魅力も
おもてなしの心も磨いています。

　今回の登録を機に、女性ガーデナー
を中心とした勉強会を実施しました。
互いのガーデンを視察したり意見交換
会を通して、たくさんの気付きや発見
がありました。宮崎観光の父岩切章太
郎氏の言葉に、観光の原点は「その土
地の人がその土地の自慢をする事」と
あります。宮崎の魅力を再認識し磨く
事で、愛着やおもてなしの心が育てら
れ、行きたくなる場所が広がっていく。
そんな宮崎を目指し、連携しながら「宮
崎花旅３６５」を盛り上げていきます。

ガーデンツーリズムを推進する庭園等の管理者は、地方公共団体や公的
団体（ ＤＭＯ、観光協会など）とともに、協議会を組織します。
協議会は「ガーデンツーリズム計画」を作成し、地方整備局等経由で国
土交通省に申請してください。

①

②

③ 有識者による審査会をふまえ、都市局長が計画を登録・公表します。継続
審議の場合は、アドバイスとなる審査コメントがフィードバックされます。

花と人をつなぐ物語を旅の魅力に
全国に広げるガーデンツーリズム。

　クラブツーリズムでは、花やガーデ
ンをテーマにした旅を20年以上手掛け
ご案内してきました。花の観光ルート
を独自の視点でコツコツ広げてきまし
たが、この制度ができたことは今まで
取り組んできたことをさらに大きく広
げる機会となる大変嬉しいニュースで
した。それぞれの登録ルートの花と人
を繋ぐ物語から、今までにない魅力あ
る旅を一緒につくっていけると確信し
ています。昨年は早速新たなコースも
生まれ、注目されています。

にいがた庭園街道ネットワーク
代表

吉川 真嗣  さん

審査コメントの
フィードバック

国土交通省
地方整備局等へ
申請（随時）

＊詳しくは、国土交通省web サイトに掲載されている庭園間交流促進
　計画登録制度要綱及び申請の手引きをご確認ください。
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地方公共団体・公的団体

構成庭園

公園

公園民間
庭園

民間
庭園植物園

協議会の設立

計画を推進する  実施体制

地域の風土や歴史を反映した
  テーマ
ガーデンツーリズムで
実現したい  ビジョン               （将来像）

テーマと適合した  構成庭園
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こどものくに
ヘッドガーデナー

源　香  さん

庭園間交流連携促進計画登録制度

ジャパンガーデンツーリズム



 四季の庭園、花の名園をつなぎ
日本各地を再発見する旅がひろがる
ジャパンガーデンツーリズム

　Japan features rich natural landscapes throughout the four seasons, 
and is home to many green spaces that incorporate local characteristics.
　Garden Tourism creates new experiences by grouping multiple 
gardens under different themes in order to highlight their individuality 
and showcase their excellence.
　The Garden Tourism Registration System was established by the 
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism to support 
garden tourism plans across the country.  Ten plans have been 
registered as of October 2020.
　We aim for Japan to gain world renown thanks to its many attractive 
gardens.

  登録計画 ①

北海道ガーデン街道
（北海道大雪地域～十勝地域）

北海道ならではの雄大な自然との調和を
満喫できるガーデンめぐり。旭川、富良
野、十勝と、圧倒的な景観を楽しむ。

Hokkaido Garden Path
Visit gardens that create harmony with nature in 
Hokkaido's wide-open spaces. Enjoy stunning 
views in Asahikawa, Furano, and Tokachi.

 登 録計画②

ガーデンネックレス横浜（神奈川県横浜市）
「まち・人・時」をネックレスのようにつなぎ、
花と緑の魅力があふれる横浜。開港以来の歴史
ある洋館や庭園をコンパクトにめぐる。

Garden Necklace Yokohama
With many historic buildings and gardens in a small area, 
Yokohama connects people and places through time.

 登 録計画③

富士・箱根・伊豆「皇室ゆかりの庭園」ツーリズム（神奈川県・静岡県）
多様な景観と自然や温泉などに恵まれ、明治以降皇室の離宮や御用邸、別邸の用地
に選ばれた富士・箱根・伊豆地域。近代の庭園で歴史と文化に思いをはせる。

Fuji, Hakone, Izu "The Garden Related to 
the Imperial Family" Tourism
With varied natural scenery and hot springs, the Fuji, Hakone, and Izu area 
was chosen for Imperial villas since the Meiji era. Experience Japan's history 
and culture in modern gardens.

 登 録計画④

にいがた庭園街道（新潟県）
新潟平野の山裾には古くから人の暮らしが
あり、日本の原風景が今も広がる。大地主・
商人たちが築いた庭園から新潟の「美の世
界」に遭遇する。

Ｎiigata Japanese Gardens Road
Niigata 's  mountainside pla ins are 
quintessentially Japanese and have 
been lived in since antiquity. Encounter 
worlds of beauty built by landowners 
and traders.

 登 録計画⑨

雪舟回廊（岡山県・広島県・島根県・山口県）
希代の芸術家・雪舟の世界観を大地に表現し
た庭園群、雪舟の足跡を辿る風景を訪れ、そ
の精神世界を広範囲に追体験する旅。

Sesshu Corridor
Visit gardens that depict the world of the 
peerless artist Sesshu. See the landscapes 
that have shaped his history, and take a 
journey through his philosophy by reliving 
his varied experiences.

 登 録計画⑩

むさしの・ガーデン紀行 東京の真ん中にある - 水と緑と歴史の回廊 -（東京都）
国分寺崖線（ハケ）と玉川上水が緑のベルトを形成する「水と緑と歴史の回廊」。
大都会東京の癒しスポット、オアシス的空間を体験できるツーリズム。

Musashino Garden Journey
: Corridors of Water, Greenery, and History in the Middle of Tokyo

The Kokubunji Cliffline (Hake) and the Tamagawa Aqueduct form a 
belt of green in the Corridors of Water, Greenery, and History. This 
location serves as a relaxing oasis within the metropolis of Tokyo.

 登 録計画⑤

アメイジングガーデン・浜名湖（静岡県）
温暖な浜名湖周辺は全国屈指の花の産地。複
数の花の名所や日本庭園が連携し、食、サイ
クリングなどとともに「感動」を体験するツー
リズム。

Amazing Garden Lake Hamana
The temperate area around Lake Hamana 
produces some of Japan's best flowers. 
Enjoy an emotional tour of flowers and 
greenery together with cuisine, cycling, 
and more.

 登 録計画⑥

宮崎花旅３６５（宮崎県宮崎市）
「大地に絵を描く」観光のまちづくりが受け継がれた南国宮崎。
365日花が迎える庭園で新たに「花と緑と大地の物語を紡ぐ」。

Miyazaki Hanatabi 365
Miyazaki has worked to "draw" a tropical landscape in the 
area,  and its gardens'  year-round flowers weave a 
beautiful tale on the land.

 登 録計画⑦

いばらきガーデン＆オーチャードツーリズム（茨城県）
花、果物、野菜の一大産地いばらき。四季の花々を眺め、旬の果
実を味わい、健康につながる庭園と果樹園をめぐる旅。

Ibaraki Garden & Orchard Tourism
Ibaraki invites you to enjoy seasonal flowers and fruit and 
tour health-promoting gardens and orchards as a major 
producer.

 登 録計画⑧

湘南邸園文化ツーリズム（神奈川県）
財政界人・文化人が滞在・交流する別荘地として発展した相模湾
沿岸地域一帯。ひっそり佇む「邸園」を巡り、湘南の邸園文化を知る。

Shonan Teien Cultural Tourism
Financiers and people of culture have lived and mingled in 
villas around the Sagami Bay. Discover Shonan's culture 
through its quiet gardens and houses.

　四季折々の多様な自然に恵まれた日本には、各地の特徴を映した

日本庭園や洋風庭園、植物園や都市公園が多数存在しています。

　ガーデンツーリズムは、複数の庭園がテーマのもとに連携するこ

とで、より個性を際立たせ、それぞれの良さを発揮できるように磨

き上げを図り、魅力的な体験や交流を創出するものです。

　ガーデンツーリズム登録制度 （庭園間交流連携促進計画登録制度） は、各地

の「ガーデンツーリズム計画」を積極的に支援するため、国土交通省

が創設した制度です。2020年10月までに10計画が登録されています。

　魅力あるガーデンが各地に多数ある国として、世界に認知され、

多くの方にお越しいただくことを目指します。

Japan Garden Tourism
Connecting famous gardens through the four seasons,
letting you discover new aspects of Japan in your travels

ガーデンツーリズム登録制度

・魅力や発信力の向上
・地域の活性化
・庭園文化の普及
・庭園管理水準の高度化

●国内外へのプロモーション
●人材・ノウハウの提供
●シンポジウム、講習会の開催　
　など地域ならではのテーマ

連携

登録計画への支援
複数の庭園、公園、植物園等と連携

ガーデンツーリズム計画
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