
「佐渡金銀山」保存・活用行動計画　事業一覧　（第３章）

行政 官民協働
関　係　機　関

（事業主体下線）
(短期)
～H30

(中長期)
～R4

第３章　佐渡金銀山の保存管理

1 世界遺産の保存管理
ユネスコへ提出する世界遺産登録推薦書で
示した内容に基づき、定期的かつ体系的な
経過観察を行う。

3-1
世界遺産包括的保存管理計画に
基づく保存管理 ● 県文化行政課、佐渡市世界遺産

推進課

3-2 佐渡金銀山遺跡等発掘調査 ● 県文化行政課、佐渡市世界遺産
推進課

3-3 佐渡鉱山関係資料調査 ● 県文化行政課、佐渡市（世界遺
産推進課、社会教育課）

3 文化財保護法に基づく保存管理
文化財保護法に基づき、遺跡の保存管理を
行う。

3-4
法令・規則等に基づく文化財保
護のための行政措置の徹底 ●

県文化行政課、佐渡地域振興局
（地域整備部、農林水産振興
部）、佐渡市（世界遺産推進
課、社会教育課）

4 各種計画に基づく保存管理
史跡保存管理計画や重要文化的景観保存計
画等各種計画に基づき、対象エリアの保存
管理を行う。

3-5
史跡保存活用計画・重要文化財
保存活用計画・重要文化的景観
保存計画に基づく保存管理

●

県文化行政課、佐渡地域振興局
（地域整備部、農林水産振興
部）、佐渡市（世界遺産推進
課、社会教育課）

5 景観条例に基づく景観保全
佐渡市景観条例に基づき、遺跡周辺の景観
保全を行う。

3-6 景観条例の周知化 ●
県都市政策課、佐渡地域振興局
地域整備部、佐渡市（世界遺産
推進課、建設課）

6 景観に配慮したデザインの検討
景観に配慮した公共事業等のデザインのあ
り方について検討する。

3-7 景観アドバイザー制度の拡充 ●
県都市政策課、佐渡地域振興局
地域整備部、佐渡市（世界遺産
推進課、建設課）

3-8 重要文化財の修理・整備 ● 県文化行政課、佐渡市世界遺産
推進課

3-9 史跡の保存・整備 ● 県文化行政課、佐渡市（世界遺
産推進課、社会教育課）

3-10 重要文化的景観の修理・修景 ● 県文化行政課、佐渡市世界遺産
推進課

7 文化財等保存修理 構成資産の適切な修理や整備を行う。

2
遺跡の保存等に係る調査研究の
推進

長期的な視点に立った調査研究の計画を策
定し、研究を推進する。

章　・　節 取　組　項　目 取　組　概　要 事　業　（施　策）　名

着手・実施期間推　進　体　制
調書
No
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行政 官民協働
関　係　機　関

（事業主体下線）
(短期)
～H30

(中長期)
～R4

章　・　節 取　組　項　目 取　組　概　要 事　業　（施　策）　名

着手・実施期間推　進　体　制
調書
No

3-11 文化財パトロール活動 ● 県文化行政課、佐渡市（世界遺
産推進課、社会教育課）

3-12
定期点検（モニタリング）の実
施 ●

県文化行政課、佐渡市（世界遺
産推進課、環境対策課、社会教
育課）

9 民間による保全活動の推進
企業や住民団体等が自主的に実施する遺跡
の保全活動を推進する。

3-13
保全活動を通した資産保護意識
の普及・啓発 ●

県文化行政課、佐渡市世界遺産
推進課、佐渡を世界遺産にする
会、佐渡を世界遺産にする新潟
の会

10 違反広告物の撤去
違反広告物の実態調査を行い、撤去等を行
う。

3-14
屋外広告物条例に基づく景観保
全 ● 県都市政策課、佐渡市（世界遺

産推進課、建設課）

11
違反広告物の掲出に関する住民
等への予防的措置

事業者等に対し、適切な屋外広告物の掲出
に向けた啓発等を行う。

3-15
屋外広告物条例の周知と運用促
進 ● 県都市政策課、佐渡市（世界遺

産推進課、建設課）

12
新設及び既存建物の景観への配
慮

新設及び既存の建築物に対し、景観に配慮
した規制誘導を行う。

3-16
良好な景観形成のための規制誘
導 ●

県都市政策課、佐渡地域振興局
地域整備部、佐渡市（世界遺産
推進課、建設課）

13 地域における景観形成
地域が協働し、主体的、継続的に取り組む
良好な景観形成を推進する。

3-17
市民を対象とした良好な景観に
関する啓発活動 ●

県都市政策課、佐渡地域振興局
地域整備部、佐渡市（世界遺産
推進課、建設課）

14 佐渡市世界遺産推進基金の活用
基金を活用し、民間団体の保全活動資金を
確保する。

3-18 佐渡市世界遺産推進基金の運用 ● 県文化行政課、佐渡市世界遺産
推進課

15 来訪者の適切な誘導
立入禁止区域等、遺跡の保存管理のための
案内板を設置し、来訪者の適切な誘導を図
る。

3-19
構成資産内における立入禁止区
域の設定と周知 ●

県（治山課、農地計画課、文化
行政課）、佐渡地域振興局（地
域整備部、農林水産振興部）、
佐渡市（世界遺産推進課、防災
管財課）、㈱ゴールデン佐渡

16
景観阻害要因についての関係者
協議

鉄塔や電柱、放置空き家等、景観阻害要因
を抽出し、改善に向けて関係者と協議す
る。

3-20 景観阻害要因の調査 ●

県都市政策課、佐渡地域振興局
地域整備部、佐渡市（世界遺産
推進課、地域振興課、環境対策
課、建設課）

8
構成資産の巡視・監視体制の強
化

構成資産の適切な維持・保全に向けて、パ
トロール体制の整備・強化を図る。
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行政 官民協働
関　係　機　関

（事業主体下線）
(短期)
～H30

(中長期)
～R4

第４章　世界遺産登録に向けた来訪者の受入体制整備

Ⅰ.アクセスルートの整備
　・来訪者の誘導等

1
県内主要箇所から佐渡までのア
クセス方法の確認・整備

県内主要箇所から佐渡までのアクセス方法
を確認し、必要に応じてその整備と分かり
やすい情報提供について検討する。

4-Ⅰ-1 佐渡渡航アクセス方法情報提供 ●
佐渡市（観光振興課、交通政策
課）、県観光協会、佐渡観光交
流機構、佐渡汽船㈱

4-Ⅰ-2
アクセスルートの管理及び整備
（国・県道） ●

佐渡地域振興局地域整備部、佐
渡市（世界遺産推進課、交通政
策課、観光振興課）

4-Ⅰ-3
アクセスルートの管理及び整備
（市道） ● 佐渡市（世界遺産推進課、交通

政策課、観光振興課、建設課）

4-Ⅰ-4 島内アクセス方法情報提供 ●

佐渡地域振興局(地域整備部）、
佐渡市（世界遺産推進課、交通
政策課、観光振興課）、佐渡観
光交流機構、佐渡汽船㈱、新潟
交通佐渡㈱

4-Ⅰ-5
案内標識等のルール確認、整
備、充実（国・県道） ●

佐渡地域振興局（地域整備部、
企画振興部）、佐渡市（世界遺
産推進課、交通政策課、観光振
興課、建設課）

4-Ⅰ-6
案内標識等のルール確認、整
備、充実（市道） ● 佐渡市（世界遺産推進課、交通

政策課、観光振興課、建設課）

4-Ⅰ-7 遺跡案内表示の整備、充実 ● 佐渡市（世界遺産推進課、交通
政策課、観光振興課）

4
佐渡航路のピーク時を想定した
対応の検討

佐渡航路のピーク時を考慮した対応を検討
する。

4-Ⅰ-8 ピーク時海上輸送体制構築 ●
県交通政策課、佐渡市（交通政
策課、観光振興課）、佐渡汽船
㈱

3 案内標識の設置
来訪者の円滑な移動に向けて、案内標識等
の整備の充実を図る。

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画　事業一覧　（第４章Ⅰ）

2
島内の港から各遺跡や観光ス
ポットまでのアクセス方法の確
認・整備

島内の港から各遺跡や観光スポットまでの
アクセス方法を確認し、必要に応じてその
整備と分かりやすい情報提供について検討
する。

章　・　節 取　組　項　目 取　組　概　要 事　業　（施　策）　名

着手・実施期間推　進　体　制
調書
No
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行政 官民協働
関　係　機　関

（事業主体下線）
(短期)
～H30

(中長期)
～R4

章　・　節 取　組　項　目 取　組　概　要 事　業　（施　策）　名

着手・実施期間推　進　体　制
調書
No

4-Ⅰ-9 二次交通の状況調査 ● 佐渡市交通政策課、佐渡地区ハ
イヤー協会、新潟交通佐渡㈱

4-Ⅰ-10 路線バス運行計画の推進 ● 佐渡市交通政策課、新潟交通佐
渡㈱

4-Ⅰ-11
貸切バス、ハイヤー・タク
シー、レンタカー、レンタサイ
クル等の充実

●

佐渡市（交通政策課、観光振興
課）、佐渡観光交流機構、佐渡
地区ハイヤー協会、新潟交通佐
渡㈱

6
上越新幹線・北陸新幹線を活用
したアクセスルートの周知・利
用拡大

上越新幹線と北陸新幹線を活用した周遊
ルートの周知・利用拡大を図る。

4-Ⅰ-12 広域アクセスルートの広報促進 ●

北陸信越運輸局、県観光企画
課、佐渡地域振興局企画振興
部、新潟市観光推進課、長岡市
観光企画課、上越市観光交流推
進課、佐渡市観光振興課、県観
光協会、佐渡観光交流機構、佐
渡汽船㈱

4-Ⅰ-13 案内サイン等の多言語化 ●

県交通政策課、佐渡地域振興局
（企画振興部、地域整備部）、
佐渡市（交通政策課、観光振興
課、建設課）、佐渡汽船㈱、新
潟交通佐渡㈱

4-Ⅰ-14 トイレの洋式化 ● 佐渡市（観光振興課、建設
課）、㈱ゴールデン佐渡

4-Ⅰ-15 Wi-Fi環境の整備等 ●
県交通政策課、佐渡市（総務
課、観光振興課）、佐渡汽船
㈱、㈱ゴールデン佐渡

8 外国人向けガイドブックの作成
外国人の関心に合わせた外国人向けガイド
ブック、パンフレット等を作成する。

4-Ⅰ-16 外国人向けガイドブック作成 ●

北陸信越運輸局、県国際観光推
進課、佐渡地域振興局企画振興
部、新潟市観光推進課、長岡市
観光企画課、上越市観光交流推
進課、佐渡市観光振興課、佐渡
観光交流機構

9 各種施設のバリアフリー化
高齢者等への対応としてエレベーターやエ
スカレーターの整備など、各種施設のバリ
アフリー化を検討する。

4-Ⅰ-17 各種施設のバリアフリー化 ●

佐渡地域振興局地域整備部、佐
渡市（世界遺産推進課、交通政
策課、観光振興課）、佐渡観光
交流機構、佐渡汽船㈱、新潟交
通佐渡㈱、㈱ゴールデン佐渡

10
駐車場、トイレ、休憩所等周辺
整備

来訪者の増加が想定されるエリアの駐車
場、トイレ、休憩所等の周辺整備を検討す
る。

4-Ⅰ-18
遺跡周辺の駐車場、トイレ、休
憩所等整備 ●

佐渡地域振興局企画振興部、佐
渡市（世界遺産推進課、観光振
興課、建設課）、㈱ゴールデン
佐渡

7 外国人観光客の受入環境整備
案内サイン等の多言語化やトイレの洋式
化、WiFi環境の整備等外国人観光客の受入
環境整備を図る。

5 二次交通の充実・改善
官民連携により、繁忙期、冬季を考慮し
た、二次交通の充実を検討する。
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行政 官民協働
関　係　機　関

（事業主体下線）
(短期)
～H30

(中長期)
～R4

章　・　節 取　組　項　目 取　組　概　要 事　業　（施　策）　名

着手・実施期間推　進　体　制
調書
No

4-Ⅰ-19 パークアンドライドなどの推進 ● 佐渡市（交通政策課、観光振興
課）、佐渡観光交流機構

4-Ⅰ-20
アクセスルート・遺跡周辺の交
通対策（交通規制等の検討） ●

県警交通規制課、佐渡警察署、
佐渡地域振興局地域整備部、佐
渡市（世界遺産推進課、交通政
策課、観光振興課、建設課）

4-Ⅰ-21 渋滞等予測調査の実施 ●

佐渡地域振興局地域整備部、佐
渡市（世界遺産推進課、交通政
策課、観光振興課、建設課）、
㈱ゴールデン佐渡

4-Ⅰ-18
遺跡周辺の駐車場、トイレ、休
憩所等整備（再掲） ●

佐渡地域振興局企画振興部、佐
渡市（世界遺産推進課、観光振
興課、建設課）、㈱ゴールデン
佐渡

4-Ⅰ-19
パークアンドライドなどの推進
（再掲） ● 佐渡市（交通政策課、観光振興

課）、佐渡観光交流機構

4-Ⅰ-22
立入禁止区域等の明示（遺跡近
隣、住宅地） ● 佐渡市（世界遺産推進課、観光

振興課）

4-Ⅰ-23
立入禁止区域等の明示（災害危
険箇所） ●

佐渡地域振興局（地域整備部、
農林水産振興部）、佐渡市（世
界遺産推進課、防災管財課、観
光振興課、建設課）

14 モデルコースの設定
来訪者の構成資産間の円滑な移動に向け
て、モデルコースを設定し、その周知を図
る。

4-Ⅰ-24
構成資産間モデルコースの設
定、情報提供等 ● 佐渡市（世界遺産推進課、観光

振興課）、佐渡観光交流機構

4-Ⅰ-25
生活道路の機能確保（国・県
道） ●

佐渡地域振興局地域整備部、佐
渡市（世界遺産推進課、観光振
興課）

4-Ⅰ-26 生活道路の機能確保（市道） ● 佐渡市（世界遺産推進課、観光
振興課、建設課）

4-Ⅰ-20
アクセスルート・遺跡周辺の交
通対策（交通規制等の検討）
（再掲）

●

県警交通規制課、佐渡警察署、
佐渡地域振興局地域整備部、佐
渡市（世界遺産推進課、交通政
策課、観光振興課、建設課）

15 生活道路の機能確保
地域住民の生活環境維持に向けて、遺跡周
辺の生活道路における交通規制等について
検討する。

12
ピーク時を想定した緊急受入対
応の検討

ピーク時を想定した駐車場や代替交通、仮
設トイレ等の整備・検討を行う。

13 立入可能・禁止区域の明示
来訪者の安全確保、地域住民の日常生活維
持等のため、立入可能・禁止区域を明示す
る。

11
パークアンドライド等多様なア
クセス方法の検討

人や車の動線を考慮し、パークアンドライ
ドなど多様なアクセス方法を検討する。
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「佐渡金銀山」保存・活用行動計画　事業一覧　（第４章Ⅱ）

行政 官民協働
関　係　機　関

（事業主体下線）
(短期)
～H30

(中長期)
～R4

第４章　世界遺産登録に向けた来訪者の受入体制整備

Ⅱ.ガイダンス機能
  ・ガイド体制の充実

1 解説パネル等の整備
解説パネルや見学マップ等のガイドに必要
な基本的な説明媒体の整備を行う。

4-Ⅱ-1 解説パネル等の整備 ● 県文化行政課、佐渡市世界遺産
推進課

2
ガイドブックやパンフレットの
作成

構成資産全体を分かりやすく説明したガイ
ドブックやパンフレット等のほか、来訪者
の知的好奇心を満たすための構成資産ごと
の詳細なガイドブックやパンフレット等を
作成し、その周知を図る。

4-Ⅱ-2
ガイドブック・パンフレット作
成 ● 県文化行政課、佐渡市世界遺産

推進課

3 多様な説明媒体の整備
構成資産の価値を分かりやすく説明するた
め、ICT等を活用した映像の提供や多言語機
能など、効果的な説明媒体を整備する。

4-Ⅱ-3 多様な説明媒体の整備 ●
県文化行政課、佐渡地域振興局
企画振興部、佐渡市世界遺産推
進課

4 バリアフリー機能の導入
説明媒体に点字や音声ソフトなどバリアフ
リー機能の導入を図る。

4-Ⅱ-4 バリアフリー機能の導入 ●
県文化行政課、佐渡地域振興局
企画振興部、佐渡市世界遺産推
進課

5 見学ルートの作成・発信
各遺跡への理解を深めるための見学ルート
を作成し、その周知を図る。

4-Ⅱ-5 見学モデルルートの構築 ● 県文化行政課、佐渡市（世界遺
産推進課、観光振興課）

4-Ⅱ-6 ガイダンス施設整備 ●
県文化行政課、佐渡市（世界遺
産推進課、観光振興課、社会教
育課）

4-Ⅱ-7 サテライトガイダンス施設整備 ●
県文化行政課、佐渡市（世界遺
産推進課、観光振興課、社会教
育課）

7 世界遺産ガイドの養成

世界遺産に加え、ジオパークやジアス、ま
た、移動手段等に関する総合的な知識を持
つガイドのほか、海外からの来訪者に対応
できるガイドや資産ごとに詳細な説明を行
うガイド等の養成について、次世代の育成
も含めて検討する。

4-Ⅱ-8 世界遺産ガイド養成事業 ●

佐渡市（世界遺産推進課、農業
政策課、観光振興課、社会教育
課）、佐渡観光交流機構、佐渡
を世界遺産にする会、佐渡を世
界遺産にする新潟の会

8 ガイド窓口の設定
佐渡金銀山の観光案内とガイド予約を受け
付ける窓口機能を設定する。

4-Ⅱ-9 ガイド窓口の設定 ●

佐渡市（世界遺産推進課、農業
政策課、観光振興課、社会教育
課）、佐渡観光交流機構、佐渡
を世界遺産にする会

9 ガイド予約システムの検討
ガイド予約の効率化に向けて、インター
ネットを活用した「ガイド予約システム」
の構築を検討する。

4-Ⅱ-10 ガイド予約システムの構築 ●

佐渡市（世界遺産推進課、農業
政策課、観光振興課、社会教育
課）、佐渡観光交流機構、佐渡
を世界遺産にする会

6 ガイダンス施設整備
メインガイダンス施設及びサテライトガイ
ダンス施設等の整備を行う。

章　・　節 取　組　項　目 取　組　概　要 事　業　（施　策）　名

着手・実施期間推　進　体　制
調書
No
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「佐渡金銀山」保存・活用行動計画　事業一覧　（第４章Ⅲ）

行政 官民協働
関　係　機　関

（事業主体下線）
(短期)
～H30

(中長期)
～R4

第４章　世界遺産登録に向けた来訪者の受入体制整備

Ⅲ.安全対策の徹底

1
構成資産の巡視・監視体制の強
化

来訪者が構成資産を安全に見学できるよう
に、構成資産及びその周辺施設のパトロー
ル体制の整備・強化を図る。

4-Ⅲ-1 来訪者の安全な受入体制の整備 ●
県文化行政課、佐渡地域振興局
地域整備部、佐渡市（世界遺産
推進課、建設課）

2 散策道の整備
来訪者の安全に配慮した散策道の整備を図
る。

4-Ⅲ-2 散策道の整備 ● 県文化行政課、佐渡市世界遺産
推進課

3 安全対策の整備
危険箇所に安全対策を実施し、周知対策を
講じる。

4-Ⅲ-3 構成資産等の安全対策 ●

県（治山課、農地計画課、河川
整備課、文化行政課）、佐渡地
域振興局（地域整備部、農林水
産振興部）、佐渡市（世界遺産
推進課、防災管財課）、㈱ゴー
ルデン佐渡

4 立入区域の制限とその明示
地形的に危険な箇所や危険生物の生息箇所
など立入区域の制限とその周知を図る。

4-Ⅲ-4
緩衝地帯等における立入禁止区
域の設定と周知 ●

県（治山課、農地計画課、文化
行政課）、佐渡地域振興局（地
域整備部、農林水産振興部）、
佐渡市（世界遺産推進課、防災
管財課）、㈱ゴールデン佐渡

5 一次救急医療機関との連携
来訪者の不慮の事故や疾病に対応するた
め、周辺の一次救急医療機関との連携体制
を整備する。

4-Ⅲ-5
警察・医療機関との連絡体制の
構築 ●

佐渡警察署、県文化行政課、佐
渡市（世界遺産推進課、市民生
活課、消防本部）

6 危機管理体制の整備

来訪者の事故・疾病等や災害発生時等不測
の事態に対応するための連絡・通報体制を
整備するとともに、関係者が適切に対応す
るための「危機管理対応マニュアル」を作
成する。

4-Ⅲ-6 危機管理対応マニュアルの作成 ●

佐渡警察署、佐渡地域振興局地
域整備部、佐渡市（防災管財
課、世界遺産推進課、市民生活
課、消防本部）

7 携帯電話通話エリアの拡大
緊急時に備え、携帯電話通話エリアの拡大
と連絡体制確保について検討する。

4-Ⅲ-7 携帯電話通話エリアの拡大 ● 佐渡市（世界遺産推進課、総務
課）

章　・　節 取　組　項　目 取　組　概　要 事　業　（施　策）　名

着手・実施期間推　進　体　制
調書
No
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行政 官民協働
関　係　機　関

（事業主体下線）
(短期)
～H30

(中長期)
～R4

第４章　世界遺産登録に向けた来訪者の受入体制整備

Ⅳ.ホスピタリティの醸成

1 地域住民向け講習会の実施
地域住民を対象に、佐渡金銀山に関する講
習会を継続的に開催する。

4-Ⅳ-1 佐渡市佐渡金銀山出前講座 ●
佐渡市世界遺産推進課、佐渡連
合商工会、佐渡を世界遺産にす
る会

2 県民向け講座の開催
佐渡金銀山について学ぶ講座を県内各地で
実施し、県民の知識の向上と郷土愛の醸成
を図る。

4-Ⅳ-2 新潟県佐渡金銀山出前講座 ● 県文化行政課、佐渡を世界遺産
にする新潟の会

4-Ⅳ-3
農家民泊データベース整備
※修学旅行対応 ●

佐渡地域振興局（企画振興部、
農林水産振興部）、佐渡市観光
振興課

4-Ⅳ-4
農家民泊の推進
※修学旅行対応 ●

佐渡地域振興局（企画振興部、
農林水産振興部）、新潟市観光
推進課、長岡市観光企画課、上
越市観光交流推進課、佐渡市観
光振興課

イベント民泊の検討 ● 佐渡市観光振興課、佐渡観光交
流機構

4-Ⅳ-5 遊休施設活用の推進 ● 佐渡地域振興局企画振興部、佐
渡市観光振興課

4-Ⅳ-6 地域と来訪者の交流促進 ●

佐渡市（世界遺産推進課、地域
振興課、観光振興課）、佐渡観
光交流機構、佐渡連合商工会、
佐渡を世界遺産にする会

4-Ⅳ-7
観光イベントにおける体験型コ
ンテンツの充実 ●

佐渡市（世界遺産推進課、地域
振興課、観光振興課）、佐渡観
光交流機構、佐渡連合商工会、
佐渡を世界遺産にする会

5
ピーク時の宿泊施設確保に向け
た本土側との連携

ピーク時の宿泊施設の確保に向けて本土側
の宿泊事業者等との連携のあり方について
検討する。

4-Ⅳ-8 宿泊施設連携体制の構築 ●

新潟市観光推進課、長岡市観光
企画課、上越市観光交流推進
課、佐渡市観光振興課、県観光
協会、佐渡観光交流機構

6 学習教材の開発
小中学校等の学齢に合わせた学習教材を作
成する。

4-Ⅳ-9 学習教材開発 ● 県文化行政課、佐渡市（世界遺
産推進課、学校教育課）

3 民泊や遊休施設活用の推進

ピーク時の宿泊施設不足への対応として、
イベント民泊制度や外国人観光客向けの民
泊特区制度の活用のほか、遊休施設の活用
についても検討を進める。

4 来訪者と地域住民との交流促進
地域行事等に来訪者が気軽に参加できる仕
組みなど、来訪者と地域住民のコミュニ
ケーションの機会の増加を検討する。

取　組　概　要 事　業　（施　策）　名

着手・実施期間推　進　体　制

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画　事業一覧　（第４章Ⅳ）

章　・　節 取　組　項　目
調書
No
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行政 官民協働
関　係　機　関

（事業主体下線）
(短期)
～H30

(中長期)
～R4

取　組　概　要 事　業　（施　策）　名

着手・実施期間推　進　体　制

章　・　節 取　組　項　目
調書
No

7 地域の「語り部」育成

佐渡金銀山にまつわる言い伝えや地域の文
化等を地域の子供たちや来訪者に紹介する
地域の「語り部」の育成について検討す
る。

4-Ⅳ-10 地域の「語り部」育成支援 ●
佐渡市（世界遺産推進課、観光
振興課、社会教育課）、佐渡を
世界遺産にする会

4-Ⅳ-11
宿泊施設の観光案内機能充実・
ホスピタリティ向上の取組 ●

県観光企画課、新潟市観光推進
課、長岡市観光企画課、上越市
観光交流推進課、佐渡市観光振
興課、県観光協会、佐渡観光交
流機構

4-Ⅳ-12
飲食店・土産物店の観光案内機
能充実・ホスピタリティ向上の
取組

●

新潟市観光推進課、長岡市観光
企画課、上越市観光交流推進
課、佐渡市（観光振興課、農業
政策課）、県観光協会、佐渡観
光交流機構

9 地元の食の発信
地元食材による伝統的な食事のＰＲや新た
なメニュー開発による取組等で来訪者に地
元の食の魅力の発信を行う。

4-Ⅳ-13 佐渡の食の発信 ●
佐渡地域振興局農林水産振興
部、佐渡市（農業政策課、観光
振興課）、佐渡連合商工会

4-Ⅳ-14
佐渡汽船における来訪者ＰＲの
取組強化 ●

県観光企画課、新潟市観光推進
課、長岡市観光企画課、上越市
観光交流推進課、佐渡市（交通
政策課、観光振興課）、県観光
協会、佐渡観光交流機構、佐渡
汽船㈱

4-Ⅳ-15
バス車内における佐渡金銀山Ｐ
Ｒの取組強化 ●

県観光企画課、新潟市観光推進
課、長岡市観光企画課、上越市
観光交流推進課、佐渡市（交通
政策課、観光振興課）、県観光
協会、佐渡観光交流機構、新潟
交通㈱

11
観光・交通事業者向け研修会の
実施

観光・交通関連事業者を対象に、観光情報
やホスピタリティに関する研修会を実施す
る。

4-Ⅳ-16 観光・交通事業者研修の取組 ●

県観光企画課、新潟市観光推進
課、長岡市観光企画課、上越市
観光交流推進課、佐渡市（交通
政策課、観光振興課）、県観光
協会、佐渡観光交流機構、佐渡
汽船㈱、新潟交通㈱

10 公共交通機関内での対応の充実
佐渡航路船内等で佐渡の文化や歴史を紹介
するなど、佐渡への期待感を高める取組を
実施する。

8
宿泊施設等でのホスピタリティ
の向上

多様な来訪者への対応に向けて、宿泊施設
等でのホスピタリティの向上について検討
する。
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行政 官民協働
関　係　機　関

（事業主体下線）
(短期)
～H30

(中長期)
～R4

第４章　世界遺産登録に向けた来訪者の受入体制整備

Ⅴ.来訪者マナーの醸成

1 来訪者の保全意識の啓発
落書きや鉱石の持ち帰り等により遺跡を傷
つけることがないよう、来訪者の保全意識
の啓発を図る。

4-Ⅴ-1 見学マナーの啓発 ● 佐渡市（世界遺産推進課、観光
振興課）

2
構成資産の巡視・監視体制の強
化

構成資産や散策道等の適切な維持・保全に
向けて、パトロール体制の整備・強化を図
り、資産の破損や不法投棄等の日常的な監
視を行う。

3-12
定期点検（モニタリング）の実
施（再掲） ●

県文化行政課、佐渡市（世界遺
産推進課、環境対策課、社会教
育課）

4-Ⅴ-2 喫煙マナーの啓発 ● 佐渡市（世界遺産推進課、環境
対策課、観光振興課）

4-Ⅴ-3
ポイ捨て禁止、不法投棄撲滅に
よる環境保全 ●

佐渡市環境対策課、佐渡地区廃
棄物対策連絡協議会、佐渡市環
境美化指導員、佐渡市不法投棄
監視員ネットワーク、佐渡を美
しくする会

4 来訪者の散策マナー等の啓発
ゴミ投棄や民地への立入禁止など、来訪者
の散策マナー等を整理し、あらゆる媒体で
の周知・啓発について検討する。

4-Ⅴ-4 来訪者の散策マナー等の啓発 ●

県文化行政課、佐渡市（環境対
策課、観光振興課）、佐渡観光
交流機構、㈱ゴールデン佐渡、
佐渡汽船㈱、佐渡を世界遺産に
する会

5
旅行事業者等への来訪者マナー
の周知

来訪者マナーの周知に向けて、旅行事業者
やバスガイドを対象とした講習会等を検討
する。

4-Ⅳ-16
観光・交通事業者研修の取組
（再掲） ●

県観光企画課、新潟市観光推進
課、長岡市観光企画課、上越市
観光交流推進課、佐渡市（交通
政策課、観光振興課）、県観光
協会、佐渡観光交流機構

6 パークアンドライドの推進
来訪者による交通渋滞緩和のため、パーク
アンドライドの取組を推進する。

4-Ⅰ-19
パークアンドライドなどの推進
（再掲） ● 佐渡市（交通政策課、観光振興

課）、佐渡観光交流機構

7 エコツーリズムの啓発
観光ＰＲに合わせ、エコツーリズムの啓発
 蒙を行う。

4-Ⅴ-5 エコツーリズム普及啓発 ●

県観光企画課、新潟市観光推進
課、長岡市観光企画課、上越市
観光交流推進課、佐渡市観光振
興課、県観光協会、佐渡観光交
流機構、佐渡トレッキング協会

事　業　（施　策）　名

着手・実施期間推　進　体　制

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画　事業一覧　（第４章Ⅴ）

調書
No

3
ゴミの分別や喫煙ルール等の策
定

構成資産内及び周辺地域におけるゴミ出し
ルールや分別方法、喫煙場所、喫煙マナー
について整理し、周知・啓発について検討
する。

章　・　節 取　組　項　目 取　組　概　要
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行政 官民協働
関　係　機　関

（事業主体下線）
(短期)
～H30

(中長期)
～R4

第５章　世界遺産を核とした魅力ある地域づくり

Ⅰ.佐渡金銀山のブランド
　イメージの確立

1
関連文化・産業との統合的な情
報発信

佐渡金銀山に関連した文化や産業に係る魅
力や価値を統合的に感じてもらえるイメー
ジの構築と、その効果的な情報発信につい
て検討する。

5-Ⅰ-1
関連文化・産業との統合的な情
報発信 ●

佐渡市（世界遺産推進課、農業
政策課、観光振興課、地域振興
課、社会教育課）、佐渡観光交
流機構

5-Ⅰ-2 正確な史実の普及 ●

県文化行政課、佐渡市（企画
課、世界遺産推進課、地域振興
課、観光振興課）、佐渡を世界
遺産にする会

5-Ⅰ-3 佐渡金銀山親善大使（仮称） ● 佐渡市（企画課、世界遺産推進
課、観光振興課）

5-Ⅰ-4 イメージキャラクターの活用 ● 佐渡市（企画課、世界遺産推進
課、観光振興課）

5-Ⅰ-6
佐渡市佐渡金銀山出前講座（再
掲） ● 佐渡市世界遺産推進課、佐渡を

世界遺産にする会

5-Ⅰ-7
新潟県佐渡金銀山出前講座（再
掲） ● 県文化行政課、佐渡を世界遺産

にする新潟の会

5-Ⅰ-5 公民館学習事業 ● 佐渡市（世界遺産推進課、社会
教育課）

5-Ⅰ-6 佐渡市佐渡金銀山出前授業 ● 佐渡市世界遺産推進課、佐渡を
世界遺産にする会

5-Ⅰ-7 新潟県佐渡金銀山出前授業 ● 県文化行政課、佐渡を世界遺産
にする新潟の会

5-Ⅰ-8 ジオパーク出前授業 ● 佐渡市（世界遺産推進課、社会
教育課、学校教育課）

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画　事業一覧　（第５章Ⅰ）

4 児童・生徒への取組
佐渡金銀山の正しい理解と関連文化・産業
との繋がりを分かりやすく紹介する小中学
生向けの学習機会の設定を検討する。

推　進　体　制 着手・実施期間
調書
No

章　・　節 取　組　項　目 取　組　概　要 事　業　（施　策）　名

2 ネガティブイメージの払拭

鉱山独特のネガティブイメージを払拭する
ため、誤認されている史実について正しい
理解を促すための情報発信について検討す
る。

3 生涯学習への取組
佐渡金銀山の正しい理解と関連文化・産業
との繋がりを分かりやすく紹介する県民へ
の学習機会の設定を検討する。
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行政 官民協働
関　係　機　関

（事業主体下線）
(短期)
～H30

(中長期)
～R4

推　進　体　制 着手・実施期間
調書
No

章　・　節 取　組　項　目 取　組　概　要 事　業　（施　策）　名

5 ブランドイメージの構築

新たな佐渡金銀山のイメージ確立に向け
て、シンボルマークやキャッチコピー等の
デザインを作成するなど、効果的な情報発
信について検討する。

5-Ⅰ-9
シンボルマーク、キャッチコ
ピー等の設定 ●

6 世界遺産ブランドの共有
世界遺産特有のブランドイメージを多くの
県民・団体が共有する仕組みを構築し、そ
の普及を図る。

5-Ⅰ-9
シンボルマーク、キャッチコ
ピー等の設定（再掲） ●

7 ＰＲビデオ等による情報発信
確立したブランドイメージを分かりやすく
発信するため、ＰＲビデオ等の制作を検討
する。

5-Ⅰ-10 ＰＲビデオの制作 ●

県文化行政課、佐渡市（企画
課、地域振興課、世界遺産推進
課、観光振興課）、佐渡観光交
流機構、㈱ゴールデン佐渡、佐
渡汽船㈱

県文化行政課、佐渡市（企画
課、世界遺産推進課、地域振興
課、観光振興課）、県中小企業
団体中央会、佐渡観光交流機
構、佐渡連合商工会、㈱ゴール
デン佐渡、佐渡汽船㈱
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行政 官民協働
関　係　機　関

（事業主体下線）
(短期)
～H30

(中長期)
～R4

第５章　世界遺産を核とした魅力ある地域づくり

Ⅱ.伝統文化・地場産業の振
興

1 伝統文化保存団体との連携
佐渡島内の関連する地域の伝統文化の保
存・振興に向けて、保存活動を行っている
団体等との連携体制を整備する。

5-Ⅱ-1 伝統文化保存団体連絡会議 ● 佐渡市（世界遺産推進課、社会
教育課）、佐渡文化財団

2 関連伝統文化の保存継承支援
地域住民等が行う関連伝統文化の保存継承
に向けた取組の支援を行う。

5-Ⅱ-2 関連伝統文化保存支援 ●
佐渡市（世界遺産推進課、社会
教育課）、佐渡連合商工会、佐
渡文化財団

5-Ⅱ-3 伝統文化記録保存 ● 佐渡市（世界遺産推進課、社会
教育課）、佐渡文化財団

5-Ⅱ-4 伝統文化情報発信 ●

佐渡市（企画課、地域振興課、
観光振興課、社会教育課）、佐
渡観光交流機構、佐渡連合商工
会

5-Ⅱ-5 佐渡特産品の高付加価値化 ●
佐渡地域振興局農林水産振興
部、佐渡市（農林水産課、農業
政策課）、佐渡連合商工会

5-Ⅱ-6 サドメシラン認定事業 ● 佐渡市（農林水産課、農業政策
課、地域振興課）

5-Ⅱ-7 佐渡産ブランド品開発 ● 佐渡市地域振興課、佐渡連合商
工会

5-Ⅱ-6 サドメシラン認定事業（再掲） ● 佐渡市（農林水産課、農業政策
課）

5-Ⅱ-8 佐渡特産品の販路拡大 ●

佐渡地域振興局農林水産振興
部、佐渡市（農業政策課、農林
水産課、地域振興課）、佐渡連
合商工会

6 世界遺産グッズの開発支援
世界遺産ブランドを活用した新たな世界遺
産関連グッズ等の開発支援について検討す
る。

5-Ⅱ-9
佐渡金銀山関連グッズの開発支
援 ●

佐渡市（世界遺産推進課、地域
振興課）、県中小企業団体中央
会、佐渡観光交流機構、㈱ゴー
ルデン佐渡、佐渡汽船㈱

3 伝統文化の記録保存と情報発信
関連する地域の伝統文化・伝承を映像等に
記録・保存するとともに、各種ツールを活
用した情報発信を行う。

4 地場産業の活性化
佐渡金銀山ブランドイメージを活用し付加
価値を高めた地元特産品のブランド化によ
り、地場産業の活性化を図る。

5 地元特産品の販路拡大
佐渡金銀山ブランドイメージを活用し、県
内外への地元特産品の販路拡大を図る。

取　組　項　目 取　組　概　要 事　業　（施　策）　名

推　進　体　制

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画　事業一覧　（第５章Ⅱ）

着手・実施期間

章　・　節
調書
No
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行政 官民協働
関　係　機　関

（事業主体下線）
(短期)
～H30

(中長期)
～R4

取　組　項　目 取　組　概　要 事　業　（施　策）　名

推　進　体　制 着手・実施期間

章　・　節
調書
No

5-Ⅱ-10 空き家利活用事業 ● 佐渡市（世界遺産推進課、地域
振興課、建設課）

5-Ⅱ-11 耕作放棄地等の再生・活用 ●
佐渡地域振興局農林水産振興
部、佐渡市（農林水産課、農業
政策課、観光振興課）

8 本土側の関連団体との連携
本土側の佐渡金銀山の関連資源等を調査
し、その関係団体との連携体制を整備す
る。

5-Ⅱ-12
本土側の佐渡金銀山関連団体等
との連携 ●

県文化行政課、佐渡市（世界遺
産推進課、観光振興課）、佐渡
を世界遺産にする会、佐渡を世
界遺産にする新潟の会、佐渡を
世界遺産にする首都圏の会

7 空き家や耕作放棄地の活用
空き家や耕作放棄地等を活用した地域の活
性化について検討する。
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行政 官民協働
関　係　機　関

（事業主体下線）
(短期)
～H30

(中長期)
～R4

第５章　世界遺産を核とした魅力ある地域づくり

Ⅲ.佐渡金銀山・関連地域資
源を活用した島内及び全県
的な魅力の発信

1 体験型プログラムの整備
金銀の採掘等に関わる体験型プログラムの
整備について検討する。

5-Ⅲ-1
「佐渡金銀山」体験型観光プロ
グラム整備事業 ●

佐渡市（世界遺産推進課、観光
振興課、社会教育課）、佐渡観
光交流機構、㈱ゴールデン佐
渡、佐渡汽船㈱

2 ジオパークやジアスとの連携
世界遺産に加え、ジオパークやジアス等、
佐渡の特徴を踏まえた複合的な誘客方策に
ついて検討する。

5-Ⅲ-2 佐渡３資産情報発信広域連携 ●

県観光企画課、新潟市観光推進
課、長岡市観光企画課、上越市
観光交流推進課、佐渡市観光振
興課、県観光協会、佐渡観光交
流機構

3
グリーン・ブルー・ツーリズム
等の推進

佐渡の自然や文化を満喫してもらうための
グリーン・ツーリズム等の推進について検
討する。

5-Ⅲ-3
グリーン・ブルーツーリズム普
及促進 ●

県観光企画課、新潟市観光推進
課、長岡市観光企画課、上越市
観光交流推進課、佐渡市（農業
政策課、観光振興課）、県観光
協会、佐渡観光交流機構

4 広域周遊ルートの検討

世界遺産を核に、佐渡島内だけでなく県
内・県外の周遊を図るため、本県の多様な
観光資源を活用した広域ルートの範囲や旅
行商品の造成支援等を検討するとともに、
外国人観光客向けの広域周遊ルートについ
ては、首都圏からの縦のゴールデンルート
についても検討する。

5-Ⅲ-4 広域周遊ルート普及促進 ●

県国際観光推進課、新潟市観光
推進課、長岡市観光企画課、上
越市観光交流推進課、県観光協
会、佐渡観光交流機構

5 提供情報データベースの整備

佐渡金銀山に関する情報のデジタルデータ
ベースを整備するなど、行政や民間団体等
の情報発信者及び利用者の情報入手の利便
性向上について検討する。

5-Ⅲ-5
佐渡金銀山デジタルデータベー
ス整備 ● 佐渡市（世界遺産推進課、観光

振興課）

6 遺跡と観光情報との連携
各遺跡と観光情報を有機的に連携させ、利
用者の視点に立って様々な情報を統合的に
発信する仕組みを検討する。

5-Ⅲ-6 佐渡金銀山遺跡情報発信 ● 佐渡市（世界遺産推進課、観光
振興課）

7 ＰＲグッズ・コンテンツの作成
ＰＲ効果を高めるため、ノベルティグッズ
やＰＲ映像等の作成について検討する。

ＰＲグッズ等開発検討事業 ● 佐渡市観光振興課、県観光協
会、佐渡観光交流機構

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画　事業一覧　（第５章Ⅲ）

章　・　節 取　組　項　目 取　組　概　要 事　業　（施　策）　名

着手・実施期間推　進　体　制
調書
No
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行政 官民協働
関　係　機　関

（事業主体下線）
(短期)
～H30

(中長期)
～R4

章　・　節 取　組　項　目 取　組　概　要 事　業　（施　策）　名

着手・実施期間推　進　体　制
調書
No

5-Ⅲ-7 各種メディア情報発信 ●

県観光企画課、新潟市観光推進
課、長岡市観光企画課、上越市
観光交流推進課、佐渡市観光振
興課、県観光協会、佐渡観光交
流機構

5-Ⅲ-8
フィルムコミッション等への働
きかけ ●

県観光企画課、新潟市観光推進
課、長岡市観光企画課、上越市
観光交流推進課、佐渡市観光振
興課、佐渡観光交流機構

9 旅行業者・交通事業者との連携
旅行業者や交通事業者とタイアップした観
光旅行企画の開発・運営について検討す
る。

5-Ⅲ-9 観光事業者等タイアップ事業 ●

県観光企画課、新潟市観光推進
課、長岡市観光企画課、上越市
観光交流推進課、佐渡市観光振
興課、県観光協会、佐渡観光交
流機構

10 他地域との連携
県内外の他の地自体や地域と連携した観光
戦略を検討する。

5-Ⅲ-10 他地域連携観光促進事業 ●

県国際観光推進課、新潟市観光
推進課、長岡市観光企画課、上
越市観光交流推進課、佐渡市観
光振興課、県観光協会、佐渡観
光交流機構

11 県内観光拠点における情報発信

県内各地の観光案内所やサービスエリア、
道の駅等、人が多く集まる場所でのパンフ
レット設置やイベント開催など積極的なＰ
Ｒ活動を行う。

5-Ⅲ-11 佐渡金銀山観光活用検討事業 ●

県観光企画課、新潟市観光推進
課、長岡市観光企画課、上越市
観光交流推進課、佐渡市観光振
興課、県観光協会、佐渡観光交
流機構

12 物産イベント等の活用
全国各地で開催される「新潟フェア」等物
産イベントを活用し、積極的なＰＲ活動を
行う。

5-Ⅲ-11
佐渡金銀山観光活用検討事業
（再掲） ●

県観光企画課、新潟市観光推進
課、長岡市観光企画課、上越市
観光交流推進課、佐渡市観光振
興課、県観光協会、佐渡観光交
流機構

13 海外向け情報の整備
ホームページや各種ツールの多言語化を図
る。

5-Ⅲ-12 海外向け情報整備 ● 県国際観光推進課、佐渡市観光
振興課、佐渡観光交流機構

14 国内外への情報発信
首都圏・関西圏のアンテナショップや海外
事務所等を拠点とした情報発信を行う。

5-Ⅲ-11
佐渡金銀山観光活用検討事業
（再掲） ●

県観光企画課、新潟市観光推進
課、長岡市観光企画課、上越市
観光交流推進課、佐渡市観光振
興課、県観光協会、佐渡観光交
流機構

15 コアなファン層への情報発信
佐渡への関心が特に高い来訪者に特化した
情報発信の手段と内容について検討する。

5-Ⅲ-11
佐渡金銀山観光活用検討事業
（再掲） ●

県観光企画課、新潟市観光推進
課、長岡市観光企画課、上越市
観光交流推進課、佐渡市観光振
興課、県観光協会、佐渡観光交
流機構

16 発信情報の鮮度管理
リピーター確保に向けて、各種媒体で発信
する情報の鮮度をチェックする仕組みにつ
いて検討する。

5-Ⅲ-13 各種発信情報総合鮮度管理 ●
佐渡市世界遺産推進課、佐渡市
観光振興課、県観光協会、佐渡
観光交流機構

#NAME?

8 各種広報媒体の活用
ホームページやＳＮＳでの情報発信のほ
か、各種メディアに対しても積極的な情報
提供を行う。
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