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日本の花と庭園観光の中心地を目
指し一体的に取り組んでいます。

　「アメイジングガーデン・浜名湖」で
は、浜松・浜名湖を含む静岡県西部の
７つの施設が〝浜名湖からはじまる感
動四季めぐり”をテーマに、連携して取
り組んでいます。本制度への登録を機
に、メディアや旅行会社からの注目度
も高まり、共通入場券を活用したドラ
イブプランや宿泊プランも作られまし
た。国の支援のもと、ウェブページの
多言語化（英語・中国語）を進めるなど、
アフターコロナを見据えた事業も行っ
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

ガーデンツーリズム計画
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国際園芸博覧会に向け、花と緑あ
ふれる街の魅力をさらに高めます。

　「ガーデンネックレス横浜」は、その
名のとおり、横浜の街やガーデンをネッ
クレスようにつなぎ、港の景観や歴史
ある建物とともに花の見所を巡る「花
の街歩き」を楽しんでいただくことを
目指しています。
　ガーデンツーリズム登録を機に、よ
り一層ホテル、レストランなど連携の
輪を広げ、2027年に開催される国際園
芸博覧会に向けて、花と緑あふれる横
浜の魅力をさらに高め、世界から多く
の方をお迎えいたします。

ガーデンネックレス横浜実行委員会
事務局次長

小田嶋 鉄朗 さん

『皇室ゆかりの庭園』を巡る。 ～富士
箱根伊豆の観光に新たな感動を～

　「富士・箱根・伊豆「皇室ゆかりの庭園」
ツーリズム」は、離宮や御用邸などの
跡地に広がる 4 庭園が連携し、共同で
行うＰＲイベントや、周遊スタンプラ
リーと公園カードなど、様々な取り組
みを行うほか、近隣の「湘南邸園文化
ツーリズム」とも連携を図り、広くそ
の魅力を発信しています。また、４庭
園を巡る観光ルートも提案し、富士山
や温泉など豊富な観光資源とともに、
皇室の歴史と文化に触れる旅を楽しん
でいただきます。

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。

「花めぐりの旅」の魅力が日本全国
へと広が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「花めぐりの旅」を 20年
以上手がけてきました。花の観光ルート
を独自の視点でコツコツと広げてきまし
たが、この制度ができたことで、まだ知
らなかった素晴らしい庭園や花の名所を
めぐるルートを知ることができ、企画の
ラインナップや内容も豊富になりました。
毎年厳選された登録ルートが増え、盛り
上がりを感じます。さらに花と人を繋ぐ
物語や庭園間の交流が生まれ「花めぐり
の旅」が益々楽しくなりそうです。

浜名湖ガーデンツーリズム推進会議
会長

塚本 こなみ 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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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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富士・箱根・伊豆「皇室ゆかりの庭園」ツーリズム協議会
会長（沼津市緑地公園課長）

木村 正人 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

  登録計画 ⑬

花と暮らす恵庭の花めぐり
花が紡ぐ人々との出会い。
恵庭ガーデンライフスタイル。（北海道恵庭市）
札幌市と新千歳空港の中間に広がるまち
“えにわ”は花にあふれる。それぞれに丹精
されたまちなかの庭と大型庭園を堪能する。

  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。

 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。

 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。皇室ゆかりの庭園で歴史と文化
に思いをはせる。

 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。

 登 録計画⑪

わかやま庭園文化と歴史回遊
～ 紀州徳川家の城下町から高野山へ 
　 紀の川の恵みを感じる旅 ～　（和歌山県）

紀州徳川家ゆかりの庭園と高野山の庭園。
紀の川の恵みを受けて育まれてきた地域の
歴史と文化に触れながら庭園をめぐる旅へ。

 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。  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。

 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。

 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」。

 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。

 登 録計画⑫

みやぎ蔵王ハーモニー花回廊
（茨城県）

蔵王連峰から太平洋まで、雄大な地形
美を背景とした花園が点在。蔵王の恵
みである天然温泉・食・文化を花園が
紡ぐ花回廊をめぐる旅。

 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。

　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。2022年４月までに13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。

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
地域ならではのテーマ

連携

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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