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各 位 

国土交通省観光庁長官（公印省略） 
 
 

東北・北関東への訪問運動について 
（運動へのご協力のお願い） 

 
 
 東日本大震災の発生から１年を経過し、様々な復興への取り組みが進められ

ています。こうした中でも、被災地は継続的な支援を必要としており、今後も

必要とされるのは、国民同士の連帯感の持続であると考えています。 
また、観光という側面でとらえますと、地域によっては観光需要の回復に力

強さが見られないところがあり、こうした地域が被災地に限らず東北・北関東

の広域に散在しています。 
そこで、東北・北関東の復興を継続して支援するため、政府を挙げて東北・

北関東を訪問することでその復興を支援する運動を進めるとともに、地方自治

体、民間事業者、団体などの皆様にも広く協力を呼びかけ、官民一体となった

運動に展開していきたいと考えています。本運動を進めていくにあたりまして

は、国土交通省観光庁が事務局となり、ご協力いただける事業の募集や関係者

間の意思疎通の促進、共通のホームページによる PR など具体的な事務を進めて

参ります。 
つきましては、皆様におかれましても、自らが企画・開催されます会議・研

修、総会などの会合やイベント等につきまして東北・北関東方面での開催を是

非ともご検討いただきますようお願い申し上げます。また、皆様自らが東北・

北関東の復興を応援するために実施されます事業で、本運動にご賛同いただけ

ますものがございましたら、別紙の「ご賛同いただける事業の募集について」

をご覧の上、事務局まで関係の情報をご提供くださいますようお願い申し上げ

ます。 
事務局・本運動の問い合わせ先          
 国土交通省観光庁観光地域振興部観光資源課  

長尾、中島 
  電話 ０３－５２５３－８１１１（代表）  

（内線：２７８０６，２７８２４） 



東北・北関東への訪問運動にご賛同いただける事業の募集について 
 
 官民一体となって東北・北関東の復興を継続して応援していくために、国土

交通省観光庁においては、東北・北関東への訪問運動にご賛同いただける民間

企業、団体等の皆様の事業を募集しています。ご賛同いただけましたら、下記

の応募要領、留意事項をご覧の上、事務局まで関係情報をご提供くださいます

ようお願い申し上げます。 
 

記 
１． 応募要領 

応募フォーマットを観光庁 HP 内特設ページ

（http://www.mlit.go.jp/kankocho/fukkou-shien/index.html）に掲載し

ています。画面の説明にしたがい、そのフォーマットに事業名、事業の

概要、実施時期等をご入力ください。 
 
２． 留意事項 
（１）応募に当たりましては、応募者自らが企画・開催するもので、東北・北

関東を訪問する、若しくは訪問することに繋がる事業をお願いします。 
（２）官民一体となった運動に拡げていくことを目的としていますので、ご提

供頂きました情報は HP において公開しますとともに、その情報をご覧

になった他の方々から「連携して実施したい」等の要望がございました

ら、その相談にご対応いただきますようお願いします。また、そのため、

応募者の連絡先も HP に掲載致しますので、この点につきましてもご了

承いただきますようお願いします。 
（３）事業の実施時期をできる限り特定していただきますようお願いします。

時期が確定していなくても、「○○月頃の開催予定」などの目処をお知ら

せください。なお、事業が２４年度内に実施されるものを中心に HP に

掲載したいと考えています。 
（４）事務局において事業内容が趣旨に相応しくないと判断するものについて

は、個別にご連絡の上、HP への掲載を見合わせることがございますので、

あらかじめご承知おきください。 
 
 ※応募に当たりまして、HP 掲載費などの登録費はございません。東北・北関

東の復興を応援しようというお気持ちと、他の方からの「一緒にやりたい」

という申し出に前向きにご対応いただく、これが応募要件です。皆様の積

極的なご提案をお待ちしております。 
事務局 

 国土交通省観光庁観光地域振興部観光資源課   
長尾、中島 

  電話 ０３－５２５３－８１１１（代表）  
（内：２７８０６，２７８２４） 

別 紙



東北・北関東への訪問運動（運動へのご協力のお願い）

１ 運動の趣旨１．運動の趣旨

東日本大震災から１年が経過することを契機に、官民が一体となって、東北・北関東を訪問することにより、東

北・北関東の復興を応援する国民運動を起こす。

２．お願い申し上げたいこと
・会議・研修、総会などの会合やイベント等の東北・北関東方面での開催

・観光庁HP内特設ページへ掲載するための情報提供

（運動の展開）

※こちらのHPのフォーマットに従いご連絡ください。

○各府省の取組み

（運動の展開）

○賛同する民間独自の取組みの募集

ＨＰ等で国民へ
ＰＲ

○民間団体への働きかけ

民間団体等の会合・イベント（例）○各府省の取組み

東北・北関東における政府
関連の会議の開催や各種
事業の連携強化

ＰＲ民間団体等の会合 イベント
等の東北・北関東開催の働
きかけ

（例）
・東北観光博（国土交通省）
・「大規模自然災害に関するハイレ
ベル国際会議（7月、宮城県・岩手
県・福島県）」（外務省等）
被災地農産物 消費拡大「食べ

（例）
・「都道府県生活衛生営業指導セ

http://www.mlit.go.jp/kankocho/fukkou-
shien/index.html

※関係省庁連絡会議において
実務的な検討

呼びかけの輪を広げて

・被災地農産物の消費拡大「食べ
て応援しよう！」（農林水産省）
・三陸復興国立公園（仮称）に係る
取組の推進（環境省）
・東北地方での自衛隊イベント情報

・「都道府県生活衛生営業指導セ
ンター理事長会議（３月・福島市）」
・「第４回観光・まちづくり教育全国
大会（７月・郡山市）」
・「鉄道フェスティバルin東北（１０
月 仙台市） 呼びかけの輪を広げて

いくことで、国民的運
動へと展開

東 方 自衛隊 情報
発信（防衛省）
・在外公館等を通じて東北の魅力
を海外に発信（外務省）

月・仙台市）」
・「第２回みなとオアシスSea級グル
メ全国大会（１０月・いわき市）」

【参考】日本再生の基本戦略（平成23年12月24日閣議決定）（抄）

○東北観光博（仮称）や被災地応援ツアーの実施

東北観光博（仮称）開催等を通じ、国民運動的に東北旅行の需要を喚起し、東北地方と観光客の交流を進めることなどにより、東北地方
の活性化を進める。



「東北・北関東への訪問運動」ホームページ（http://www.mlit.go.jp/kankocho/fukkou-shien/index.html）

様 式 

2012 年 月 日 
申請者： 

＜取組掲載申請書＞ 

事業名：   
 

実施時期： 年  月  日 ～   年  月  日 

実施者： 
（社名・所在地） 

 

担当者連絡先： 
（部署・氏名・電話・アドレス）

 

【実施概要】 
 

 
【詳細】 

 

 
【その他記載希望事項】 

 

 
【写真】（取組の特徴が分かるものがあれば添付ください） 

※キャプションを記載してください。 
※ＨＰへの掲載において、肖像権等の責任は負いかねます。 



関係省庁において実施する事業一覧
○ 平成２３年度３月第４週から平成２４年度３月第４週を対象として、東北・北関東への訪問運動に係る関係省庁の事業一覧

関係省庁 事業項目
内閣官房 ○各府省庁の震災関連情報を総合的に集約した情報発信

○第１４回ＩＡＣＩＳ国際会議の開催

を以下に記載。

内閣府
○第１４回ＩＡＣＩＳ国際会議の開催
○東日本大震災の知見・教訓共有のための専門家会合（国際会議）開催
○第７回食育推進全国大会の開催

総務省 ○海外への情報発信強化
○海外向けTVCMの制作・放映

外務省
○映像を活用した海外発信
○在外公館での復興写真展
○大規模自然災害に関するハイレベル国際会議

文部科学省
○全国生涯学習ネットワークフォーラム
○青少年教育施設を活用した国際交流事業

文部科学省
○青少年教育施設を活用した国際交流事業

厚生労働省
○生活衛生同業組合及び同組合連合会に対する補助事業
○厚生労働省関連団体の東北・北関東における会議等開催依頼
○【農産物のＰＲ活動】 被災地農産物の消費拡大「食べて応援しよう！」及び輸出回復プロモーション
○【農産物等を活用した観光の促進】 ６次産業化の取組 地域ブランド農産物等を活用した観光促進への支援

農林水産省
○【農産物等を活用した観光の促進】 ６次産業化の取組、地域ブランド農産物等を活用した観光促進への支援
○【グリーン・ツーリズム】 グリーン・ツーリズム等推進に係る体制・施設整備への支援
○【ボランティア活動】 農山漁村におけるボランティア活動の参加促進への支援
○農山漁村振興に係る各種会議等の開催依頼
○クール・ジャパン地域集客・ 交流産業活性化支援事業

経済産業省
○ク ル ジャ ン地域集客 交流産業活性化支援事業
○被災地の伝統工芸品等を 活用したクール・ジャパン海外展開事業
○伝統的工芸品産業復興対策支援事業

環境省 ○三陸復興国立公園（仮称）への再編成を軸とした東北の豊かな自然環境を活かした取組の推進

防衛省
○防衛省ホームページからの東北地域自衛隊イベント情報ヘのリンク

防衛省
○防衛省広報誌「ＭＡＭＯＲ」５月号（３月２１日発売）で東北地域における自衛隊のイベントを特集

国土交通省
○東北観光博の開催
○東北・北関東インバウンド再生緊急対策事業
○国土交通省関連団体の東北・北関東における会議等開催依頼



関係団体において実施する事業一覧

○ 平成２３年度３月第４週から平成２４年度３月第４週を対象として、東北・北関東への訪問運動に係る関係団体の事業一覧

関係団体 事業項目

○ 平成 年度 月第 週 ら平成 年度 月第 週を対象 し 、東北 北関東 訪問運動 係る関係団体 事業 覧
を以下に記載。

文部科学省関係団体
○海洋研究開発機構のシンポジウム「東日本大震災緊急調査報告会」の開催
○（独）国立青少年教育振興機構が設置する国立青少年教育施設のうち６施設を事業実施の際に提供

厚生労働省関係団体 ○厚生労働省関連団体の東北・北関東における会議等開催

○国土交通省関連団体の東北・北関東における会議等開催
○観光・交通事業者のＣＳＲ活動に係るＰＲ
○トラベルmama運動

国土交通省関係団体

○雪マジ１９（＋ふくしま１９）
○みなとオアシス全国協議会を福島県いわき市（小名浜港）で開催
○みなとオアシスSea級グルメ全国大会を福島県いわき市（小名浜港）で開催
○（独）航海訓練所 練習船「青雲丸」の一般公開の開催
○日韓鉄道協力会議 日英鉄道協力会議 日印鉄道実務者会議等の東北地方での開催○日韓鉄道協力会議、日英鉄道協力会議、日印鉄道実務者会議等の東北地方での開催
○「がんばろう！東北 復興応援列車（仮称）」の運行
○東北の鉄道 震災復興ＰＲイベント
○がんばろう 東北の鉄道！ リレー写真展
○相互送客事業（東北ローカル線復興支援企画）○相互送客事業（東北ロ カル線復興支援企画）
○三陸鉄道復興シンポジウム（仮称）
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