ふるさと大使かわら版（通巻第77号別刷）
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制度数

2015（平成27）年10月24日
（土）
秋季号

知事・市町村長委嘱の制度
諸団体委嘱の制度
尾道市：尾道観光大使
庄原市：庄原市ふるさと大使
呉市豊町観光協会：豊町観光大使
呉市：・KURE CITY AMBASSADOR
神石高原町：神石高原町観光大使
三原市ふるさと情報発信協議会：三原市ふるさと大使
・くれ観光特使
宮島町観光協会：宮島観光大使
・グローバル山口親善大使 ・山口ふるさと大使
山口県酒造組合・山口県酒造協働組合：山口県地酒大使
下関市：しものせき海響大使
萩市：・萩市観光大使
岩国市：岩国市観光大使
・萩ふるさと大使
長門市：・長門ふるさと大使
宇部市：宇部ふるさと大使
関門海峡観光推進協議会：巌流島観光大使
・みすゞふるさと大使
柳井市：柳井市ふるさと観光大使
美祢市：美祢市ふるさと交流大使
光市：虹ケ浜盛り上げ大使
山口市：山口市観光アンバサダー(大使)
下松市：下松ふるさと大使
周南市：・周南ふるさと大使
岩国市：岩国市観光大使
・周南志民
津和野町：津和野町観光親善大使
・新鮮なっ!とくしま大使 ・阿波とくしま観光大使
全国徳島県人会連合会：徳島交流大使
徳島市：・徳島ふるさと大使
鳴門市：・鳴門観光大使
・徳島市観光大使
・鳴門市阿波おどりPR大使
にし阿波圏観光協議会：にし阿波観光大使
美馬市：美馬市観光大使
阿南町：阿南ふるさと大使
三好市：三好市観光大使
牟岐町：牟岐町ふるさと大使
香川かがやき大使
詫間町観光協会：詫間町観光大使
高松市：高松市観光大使
丸亀市：丸亀市文化観光大使
さぬき市：さぬき市ふるさと大使
小豆島町：オリーブ大使
琴平町観光協会：琴平町観光大使
観音寺市：観音寺市ふるさと応援大使
まんのう町：まんのう町ふるさと観光大使
三豊市：三豊ふるさと大使
直島町：直島町観光大使
東かがわ市：東かがわ市ふるさと大使
・伊予観光大使 ・えひめ海外協力大使 ・愛媛国体ひめっこスポーツ大使
松山青年会議所：坊ちゃん大使
四国中央市：四国中央市ふるさとアドバイザー
鬼北町：鬼北町食の大使
松山市：・松山市スポーツかがやき大使
宇和島市：宇和島市観光親善大使
・俳都松山大使
西予市：西予市観光大使
・松山うたこころ大使
大洲市：大洲市・きらめき大使
新居浜市：新居浜ふるさと観光大使
高知県観光特使
四万十財団：四万十大使
宿毛市：宿毛大使
室戸市：室戸市観光大使
土佐清水市：足摺岬観光親善大使
馬路村：馬路村観光大使
まんさい実行委員会：まんさい親善大使
アジア若者文化大使
門司港レトロ倶楽部：門司港レトロ大使
大牟田市：大牟田大使
北九州市：・北九州市観光大使
久留米市：・くるめふるさと大使
・ひまわり大使
久留米観光コンベンション国際交流協会
・久留米ふるさと特別大使
・特命大使（文化・スポーツ・観光・環境）
：久留米観光大使
大川市：大川市ふるさと大使
田川市：田川観光文化大使
築上町観光協会：
「豊」の国美食親善大使
前原市：糸島ふるさと大使
うきは市：うきはふるさと大使
柳川市：柳川観光大使
八女市：八女市茶のくに親善大使
古賀市：古賀市ふるさと大使
福智町：福智町観光大使
飯塚市：いいづか観光大使
みやこ町：みやこ町観光大使
筑紫野市：筑紫野市ふるさと観光大使
・吉野ヶ里大使 ・吉野ヶ里国際親善大使
小城観光協会：小城観光協会大使
佐賀市：佐賀はがくれ大使
小城市：小城市親善大使
唐津市：唐津大使
嬉野市：嬉野市観光大使
伊万里市：・伊万里文化大使
鳥栖市：鳥栖市観光大使
・伊万里市観光大使
有田町：佐賀・有田ふるさと大使
武雄市：武雄ふるさと大使
基山町：基山町ふるさと大使
多久市：多久市ふるさと大使
・長崎奉行 ・長崎県ブランド大使
長崎商工会議所：長崎親善大使
壱岐市：壱岐市観光大使
雲仙市：雲仙ふるさと大使
長崎市：長崎ふるさと大使
五島市：五島市ふるさと大使
対馬商工会青年部：対馬観光宣伝大使
佐世保市：佐世保観光ふるさと大使
小値賀町：おぢか観光まちづくり大使
松浦市：松浦市観光大使
くまもと誘友大使
球磨焼酎酒造組合：球磨焼酎大使
天草市：天草市観光特使
山鹿市：ふるさとやまが大使
熊本市：わくわく親善大使
人吉市：まちづくり親善大使
菊池市：菊池市観光大使
上天草市：・上天草市観光親善大使
八代市：八代よかとこ大使
・上天草市ふるさと観光大使
荒尾市：あらお観光大使
佐伯市：佐伯市観光大使
宇佐市：・宇佐市観光大使
豊の国かぼす大使会：豊の国かぼす特命大使
別府市：・別府ONSENツーリズム大使
・宇佐市ふるさと応援大使
中津耶馬溪観光協会本耶馬渓支部：本耶馬渓観光大使
・観光温泉文化大使
大分市：・大分市観光大使
おおいた豊後大野ジオパーク推進協議会：特任大使
国東市：くにさき観光親善大使
・大分市観光特使
中津市：・中津市特命観光大使
・大分市スポーツ大使
・中津市観光大使
日田市：水郷ひた観光親善大使
津久見市：津久見市観光大使
日出町：日出町ふるさと親善大使
・みやざき大使 ・宮崎応援隊
西都市：さいとふるさと大使
都城市：みやこんじょ大使
延岡市：のべおか観光大使
えびの市：えびの市親善大使
日向市：・日向市ふるさと大使
菊池市：菊池観光大使
・日向市観光大使
高原町：たかはるふるさと大使
・日向のへべす大使
高千穂町：高千穂ふるさと大使
三股町：みまたふるさと大使
薩摩大使
本場奄美大島紬協同組合：本場奄美大島紬大使
薩摩川内市：薩摩川内大使
指宿市：・指宿親善大使
出水市：出水ふるさと大使
・指宿観光大使
奄美観光受入連絡協議会：奄美観光大使
鹿屋市：かのやばら大使
霧島市：おじゃんせ霧島大使
枕崎商工会議所：枕崎大使
志布志市：志布志市ふるさと大使
瀬戸内町：奄美瀬戸内観光大使
鹿児島県漁業協同組合連合会：鹿児島おさかな大使
伊佐市：伊佐ふるさと大使
根占町：ねじめ大使
枕崎水産加工業協同組合：枕崎かつお節大使
鹿児島市：鹿児島市ふるさと大使
錦江町：錦江町ふるさと大使
鹿児島県陶業協同組合：薩摩焼大使
姶良市：姶良ふるさと大使
南大隅町：南大隅町交流大使
鹿児島県茶業会議所：鹿児島お茶大使
垂水市：たるみず大使
与論町：与論パナウル王国
鹿児島県観光協会：鹿児島親善大使
南九州市：南九州市観光大使
宇検村：宇検村観光大使
・美ら島沖縄大使 ・新ウチナー民間大使
久米島町観光協会：久米島観光大使
那覇市：那覇市観光大使
竹富町：やまねこ観光大使
糸満市：糸満ふるさと大使
本部町：沖縄本部美らまち観光大使
石垣市：・石垣市親善大使
南大東島村：南大東島観光大使
・石垣市観光大使
大宜見村：大宜見村ふるさと観光大使
・石垣市国際観光大使
伊江村：・伊江島観光大使
豊見城市：豊見城市観光大使
・てるしのの島観光大使
北谷町：北谷町観光大使
渡嘉敷村：渡嘉敷村観光大使
知事委嘱の制度 44団体 85制度 市町村長委嘱の制度 549団体 626制度 諸団体委嘱の制度 134団体136制度 制度合計 727団体 847制度
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2015（平成27）年10月24日
（土）
秋季号

全国のふるさと大使制度（2015 年 9 月末現在＝全国ふるさと大使連絡会議調べ）
北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

知事・市町村長委嘱の制度
北海道観光大使 ・北海道ふるさと応援大使
紋別市：紋別市ＰＲ大使
新得町：新しく得をする町特命大使
根室市：根室味覚観光大使
ニセコ町：・ニセコ町温泉大使
旭川市：旭川観光大使
・ニセコ町観光大使
夕張市：夕張観光大使
奥尻町：奥尻島観光大使
登別市：登別鬼大使
佐呂間町：サロマ大使
函館市：はこだて観光大使
松前町：松前町観光大使
士別市：士別ふるさと大使
東川町：東川町観光大使
室蘭市：室蘭ふるさと大使
礼文町：礼文町観光大使
石狩市：いしかり観光大使
新ひだか町：新ひだか町観光親善大使
釧路市：釧路市観光大使
足寄町：足寄町ふるさと大使
滝川市：・滝川市名誉観光大使
豊浦町：豊浦ふるさと大使
・滝川市応援大使
剣淵町：剣淵町ふるさと大使
北斗市：・北斗市観光大使
木古内町：木古内町観光大使
・北斗市ふるさと大使
むかわ町：むかわ町ふるさと大使
名寄市：・名寄観光大使
上川町：上川町ふるさと夢大使
・名寄ふるさと大使
八雲町：八雲町観光大使
・名寄ひまわりまちづくり大使
洞爺湖町：とうや湖観光大使
北見市：きたみ観光大使
秩父別町：秩父別町ふるさと大使
札幌市：ビールのまちさっぽろビア大使
寿都町：寿都町ふるさと大使
石狩市：いしかり観光大使
別海町：別海町観光大使
稚内市：稚内市観光大使
余市町：余市観光応援大使
厚真町：厚真町観光大使
沼田町：沼田町ふるさと大使
浦臼町：うらうす・ふるさと夢大使
七飯町：大沼観光大使
浜中町：浜中町ふるさと大使
今別町：今別町ふるさと大使
恵山町：えさんマグマ大使
美深町：美深町観光大使
栗山町：栗山町ふるさと大使
月形町：月形町観光大使
江差町：江差町観光大使
札幌市手稲区：手稲区親善大使
・元気あおもり応援隊 ・青森県文化観光大使
弘前市：岩木山ふるさと大使
深浦町：のぼる夕陽のふかうら大使
黒石市：津軽 黒石市観光大使
おいらせ町：おいらせ町ふるさと大使
八戸市：八戸特派大使
田子町：田子町ふるさと大使
青森市：青森市観光大使
鰺ヶ沢町：鰺ヶ沢町ふるさと大使
十和田市：十和田奥入瀬観光大使
大間町：大間町観光大使
三沢市：三沢市観光大使
西目屋村：好きです西目屋ふるさと親善大使
・希望郷いわて文化大使 ・いわて親善大使
盛岡市：みちのく盛岡ふるさと大使
奥州市：奥州大使・奥州名誉大使
大船渡市：・さんりく・大船渡ふるさと大使
滝沢市：チャグチャグ馬コの里、滝沢ふるさと大使
・おおふなと復興応援特別大使
八幡平市：八幡平市ふるさと大使
陸前高田市：陸前高田ふるさと大使
雫石町：雫石町観光大使
北上市：北上しらゆり大使
平泉町：平泉観光大使
遠野市：民話のふるさと遠野大使
金ケ崎町：金ケ崎ふるさと大使
釜石市：釜石応援ふるさと大使
岩手町：岩手町ふるさと大使
久慈市：北三陸久慈市ふるさと大使
山田町：山田町ふるさと大使
花巻市：花巻イーハトーブ大使
洋野町：洋野町ふるさと大使
みやぎ絆大使
気仙沼市：リアスさんりく気仙沼大使
大和町：大和町・まほろば大使
大崎市：おおさき宝大使
村田町：村田町夢大使
塩竃市：しおがま文化大使
南三陸町：南三陸夢大使
白石市：白石市観光大使
亘理町：伊達なわたり旅～観光親善大使
仙台市：仙台観光アンバサダー
松島町：松島町観光親善大使
加美町：加美町観光大使
・あきたベジフル大使 ・あきた美の国大使 ・秋田の応援団
湯沢市：湯沢市ふるさと応援大使
潟上市：潟上市ふるさと観光大使
にかほ市：にかほ市ふるさと宣伝大使
秋田市：秋田市観光クチコミ大使
由利本荘市：由利本荘市ふるさと応援大使
小坂町：小坂町観光大使
横手市：横手市観光親善大使
美郷町：美郷町ふるさと観光大使
大館市：大館市観光大使
三種町：三種町ふるさとＰＲ大使
能代市：能代ＰＲ大使
羽後町：羽後町観光宣伝大使
・「食の都庄内」親善大使 ・やまがた特命・つや姫観光大使
新庄市：新庄藩江戸家老
上山市：上山市特命観光大使
酒田市：・酒田北前大使
西川町：月山ふるさと大使
・酒田観光大使
白鷹町：白鷹町ふるさと交流大使
米沢市：おしょうしな観光大使
高畠町：まほろば観光大使
東根市：さくらんぼ親善大使
遊佐町：・ゆざ親善大使
天童市：・天童市ふるさと大使
・遊佐ビジネス大使
・天童観光大使
小国町：・小国町白い森観光大使
尾花沢市：尾花沢市ふるさと大使
・小国町白い森ふるさと大使
長井市：ふるさと長井しあわせ応援大使
真室川町：まむろがわ大使
鶴岡市：鶴岡ふるさと観光大使
・しゃくなげ大使 ・あったかふくしま観光交流大使
いわき市：・サンシャイン大使
只見町：只見町広報員
・いわき応援大使
川俣町：川俣町ふるさと大使
会津若松市：会津大使
矢祭町：矢祭町観光大使
郡山市：フロンティア大使
下郷町：下郷ふるさと大使
喜多方市：・喜多方市ふるさと大使
北塩原村：裏磐梯観光大使
・喜多方市ふるさと特別大使
昭和村：
“やさい王国”昭和村ふるさと大使
南相馬市：南相馬市ふるさと大使
川内村：かわうちふるさと応援大使
白河市：しらかわ大使
湯川村：湯川村文化親善大使
福島市：福島市ももりん大使
飯舘村：飯舘村までい大使
いばらき大使
水戸市：水戸大使
常総市：常総ふるさと大使
鹿嶋市：かしま大使
行方市：なめがた大使
潮来市：水郷いたこ大使
下妻市：下妻市観光大使
古河市：古河大使
石岡市：石岡市観光大使
つくば市：つくば大使
かすみがうら市：かすみがうらふるさと大使
常陸太田市：常陸太田大使
龍ヶ崎市：龍ヶ崎市ふるさと大使
常陸大宮市：常陸大宮大使
笠間市：笠間特別観光大使
那珂市：那珂ふるさと大使
大洗町：大洗大使
稲敷市：稲敷ふるさと大使
茨城町：茨城町ふるさと大使
筑西市：筑西ふるさと大使

1

諸団体委嘱の制度
釧路商工会議所：釧路ファイン大使
十勝総合振興局・十勝観光連盟：とかち観光大使
新冠町観光協会：にいかっぷ観光大使
苫小牧観光協会：とまこまい観光大使
札幌商工会議所・札幌観光協会：札幌観光大使
江差観光コンベンション協会：江差観光ふるさと大使
ふらの観光協会：ふらの観光大使
小樽市観光協議会：小樽ふれあい観光大使
浦河観光協会：うらかわ観光大使
ジンギスカン食普及拡大促進協議会：ジンギスカン大使
利尻島観光協会：利尻島観光大使
真狩村観光協会：真狩村観光協会大使
オホーツク観光連盟：オホーツク観光大使
稚内観光協会：・稚内市ふるさと大使
・稚内市観光大使
富良野地区広域市町村振興協議会：ふらのふるさと大使
上富良野観光協会：かみふらの観光大使
層雲峡温泉観光協会：層雲峡温泉観光大使
札幌商工会議所：札幌観光大使

よこはまホタル村：ホタル大使
青森ねぶた実行委員会：青森ねぶた観光大使
八戸前沖さばブランド推進協議会：八戸前沖さば大使
八戸観光コンベンション協会：八戸ふるさと大使
弘前商工会議所：弘前まちそだて大使
青森県ほたて流通振興協会：青森ほたて大使

宮城県宮城米マーケティング推進機構：食材王国みやぎ大使
石巻市観光協会：石巻観光大使

角館町観光協会：角館ふるさと観光大使
男鹿市観光協会：男鹿市観光大使

酒田商工会議所：酒田ビジネス大使
寒河江市観光キャンペーン推進協議会：さくらんぼ観光大使
おいしい山形推進機構：おいしい山形大使

浪江町観光協会：浪江町観光親善大使

大子町観光協会：大子町観光協会観光大使
グリーンふるさと振興機構：茨城さとやま大使
つくば市観光協会：つくば観光大使
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知事・市町村長委嘱の制度
とちぎ未来大使
宇都宮市：宇都宮市口コミ特派員
佐野市：佐野ふるさと特使
小山市：小山評定ふるさと大使
足利市：あしかが輝き大使
大田原市：大田原ふるさと大使
壬生町：・壬生・ふるさと夢大使
矢板市：つつじの郷・矢板ふるさと大使
・かんぴょう大使
鹿沼市：かぬまふるさと大使
野木町：野木町観光大使
・ぐんま観光特使 ・群馬国際観光特使 ・ぐんま大使
桐生市：・桐生ふるさと大使
甘楽町：かんらふるさと大使
・桐生ＰＲ大使
川場村：川場村観光特使
・桐生市観光大使
片品村：尾瀬の郷親善大使
藤岡市：藤岡観光大使
嬬恋村：嬬恋村観光大使
富岡市：富岡市ふるさと大使
中之条町：・中之条町観光大使
渋川市：日本のまんなかしぶかわ観光大使
・中之条町アドバイザー（3種）
玉村町：玉村ふるさと大使
埼玉応援団（コバトン倶楽部） ・埼玉県特命観光大使
八潮市：生涯学習やしお大使
草加市：・草加市観光大使
秩父市：秩父観光大使
・草加文化大使
所沢市：・所沢大使
川越市：・小江戸川越大使
・所沢観光大使
・小江戸川越観光親善大使
坂戸市：さかど親善大使
・小江戸川越観光グルメ大使
行田市：行田観光大使
鴻巣市：鴻巣市観光大使
新座市：新座市観光親善大使
久喜市：久喜市くき親善大使
熊谷市：熊谷市親善大使
杉戸町：杉戸町宣伝大使
さいたま市：さいたま観光大使
松伏町：まつぶし夢大使
春日部市：かすかべ親善大使
みなの町：みなの観光大使
蕨市：蕨市ＰＲ大使
三芳町：三芳町広報大使
加須市：加須市観光大使
東秩父村：東秩父村ふるさと大使
深谷市：深谷市親善大使
・千葉県環境大使 ・チーバくん大使
松戸市：まつど観光大使
富津市：富津市観光大使
館山市：館山ふるさと大使
南房総市：南房総市観光大使
木更津市：・木更津市応援団大使
旭市：旭市観光大使
・木更津友好大使
館山市：・館山ふるさと特使
・木更津市観光大使
・館山ふるさと大使
鴨川市：鴨川ふるさと大使
白井市：しろいふるさと大使
成田市：成田市農業大使
長柄町：ながらグリーンツーリズム親善大使
銚子市：銚子ふるさと大使
御宿町：御宿町観光大使
匝瑳市：匝瑳市観光大使
東庄町：東庄町観光大使
茂原市：茂原市観光大使
御宿町：御宿町観光大使
北区：北区アンバサダー
府中市：武蔵国 府中大使
台東区：たいとう観光大使
狛江市：狛江市観光大使
品川区：品川区観光大使
大島町：御神火大使
大田区：大田区観光大使（来～る大田区大使）
小笠原村：小笠原村観光親善大使
荒川区：荒川区観光大使
檜原村：檜原村観光大使
中野区：中野区観光大使
・かながわ観光親善大使 ・神奈川環境大使（もったいない大使）
小田原市：・小田原・城下町大使
平塚市：ひらつか観光大使
・小田原評定衆
厚木市：・あつぎ大使
藤沢市：ふじさわ観光親善大使
・あつぎ特別大使
鎌倉市：国際観光親善大使
松田町：松田町ふるさと大使
新潟県元気大使
魚沼市：魚沼特使
十日町市：十日町市観光大使
新潟市：・新潟市観光大使
柏崎市：かしわざき大使
・新潟市SWC健幸大使
湯沢町：湯沢町特別観光大使
新発田市：しばた観光親善大使
出雲崎町：いずもざき観光大使
佐渡市：佐渡ふるさと大使
長岡市：越後長岡応援団
・とやま大使 ・とやまふるさと使節 ・とやま名誉友好大使
氷見市：氷見市きときと魚大使
高岡市：・高岡市国際親善大使
射水市：射水市観光大使
・高岡観光親善大使
南砺市：南砺観光大使
小矢部市：おやべグルメ大使
魚津市：魚津蜃気楼大使
・石川県観光大使 ・ふるさと石川の医療大使 ・いしかわ観光特使
七尾市：七尾ふるさと大使
珠洲市：珠洲市観光大使
能美市：・能美市観光名誉大使
能登町：能登町ふるさと大使
・能美市観光大使
・福井ふるさと大使 ・ふくいブランド大使
敦賀市：つるが大使
越前市：越前市ふるさと大使
鯖江市：鯖江ブランド大使
美浜町：美浜町ハートフル大使
小浜市：若狭おばま御食国大使
永平寺町：永平寺ふるさと大使
大野市：越前おおのブランド大使
若狭町：・若狭町ふるさと大使
勝山市：・かつやま大使
・若狭町ふるさとサポーター
・勝山観光特任大使
・富士の国やまなし観光大使 ・やまなし大使
韮崎市：・にらさきふるさと大使
甲府市：甲府大使
・にらさき親善大使
富士河口湖町：富士河口湖町観光大使
笛吹市：笛吹市ふるさと大使
市川三郷町：市川三郷町観光大使
・おいしい信州ふーど大使 ・長野県森林大使 ・長野県インクルージョン大使 ・長野県観光大使
伊那市：伊那市ふるさと大使
箕輪町：箕輪町ふるさと大使
飯田市：信州飯田ふるさと大使
飯島町：飯島町ふるさと大使
大町市：信濃大町観光大使
辰野町：辰野町ふるさと大使
上田市：信州上田観光大使
小海町：笑顔大使・読書大使
飯山市：・飯山応援団菜の花大使
長和町：・黒曜石のふるさと親善大使
・飯山市観光大使
・長和町ふるさと観光大使
小諸市：小諸市環境大使
坂城町：さかきふるさとサポーター
東御市：東御市観光大使
木曽町：・木曽町サポーター
松本市：松本観光大使
・木曽町すんき大使
千曲市：千曲市観光大使
山ノ内町：山ノ内町観光大使
茅野市：茅野市縄文ふるさと大使
長和町：黒曜石のふるさと親善大使
佐久市：「まほろば佐久」ふるさと観光大使
宮田村：宮田村ふるさと大使
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伊香保温泉観光協会：伊香保温泉観光大使

北本市観光協会：

北本市観光大使

野田商工会議所：野田市えだまめ親善大使
東金市観光協会：東金市観光大使

むらおこし協議会：八丈大使
八丈島観光協会：八丈ふるさと観光大使
八王子観光協会：八王子観光大使
浅草観光連盟：浅草観光大使
東京カットグラス工業協同組合：江戸切子親善大使
武蔵野市観光機構：む～観親善大使
多摩区観光推進協議会：多摩区観光大使
二宮町観光協会：二宮町観光親善大使

新潟県観光協会：にいがた観光特使
越後妻有郷観光協議会：越後妻有郷観光大使
糸魚川商工会議所：奴奈川市民
ふるさと上越ネットワーク：ふるさと越後大使
ＪＡ新潟：新潟米親善大使
新潟市サポーターズ倶楽部：新潟市サポーター
村上市地産池沼推進協議会：村上うんめもん大使
富山経済同友会：立山大使

珠洲市商工会議所：珠洲ふるさと観光大使
ＪＡ全農石川県本部：石川県産米親善大使
山代温泉観光協会：山代温泉観光親善大使
能登町「花の力」実行委員会：キリシマツツジ親善大使
鶴木商工会：鶴来・ふるさと大使

商工会婦人部連合会：ふるさと女性大使
志賀高原観光協会：志賀高原観光大使
小諸市観光協会：小諸観光大使
白馬商工会：白馬小径観光大使
木曽観光連盟：木曽観光大使

ふるさと大使かわら版（通巻第77号別刷）

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県
京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

2015（平成27）年10月24日
（土）
秋季号

知事・市町村長委嘱の制度
安曇野市：安曇野市ふるさと観光大使
南箕輪村：南箕輪村ふるさと大使
中野市：中野市音楽親善大使
川上村：川上村親善大使
伊那市：・伊那市ふるさと大使
豊丘村：豊丘村ふるさと大使
・伊那市特命大使
宮田村：宮田村ふるさと大使
山ノ内町：山ノ内町観光大使
阿智村：信州阿智村ふるさと大使
松川町：松川町ふるさと大使
木祖村：きそむらふるさと大使
・飛騨・美濃観光大使 ・ぎふ国際協力大使 ・岐阜ふるさとくらしの大使
多治見市：多治見市特派員
岐阜市：・長良川鵜飼大使
本巣市：本巣市文化観光大使
・ぎふ信長大使
郡上市：郡上市夢親善大使
恵那市：佐藤一斎 言志四録 普及特命大使
中津市：中津市観光大使
大垣市：大垣市交流大使
土岐市：土岐市観光大使
関ヶ原市：関ヶ原観光大使
白川村：白川村観光大使
・ふじのくに静岡特使 ・ふじのくに親善大使
沼津市：燦燦ぬまづ大使
浜松市：・浜松市やらまいか大使
磐田市：磐田市ふるさと文化大使
・浜松市天竜ふるさと大使
三島市：・三島せせらぎ大使
・浜松市春野ふるさと大使
・三島市障がい者応援大使
富士市：富士市観光親善大使
・三島市観光ＰＲ大使
掛川市：掛川市ふるさと親善大使
下田市：・下田市観光大使
牧之原市：静岡まきのはら大使
・下田市親善大使
西伊豆町：西伊豆町観光大使
御殿場市：御殿場観光親善大使
東伊豆町：東伊豆町観光大使
静岡市：・静岡市観光親善大使
清水町：清水町ふるさと大使
・静岡市ふるさと観光大使
湯河原町：湯河原町観光大使
島田市：島田市ふるさと大使
三島村：みしま大使
・愛知ふるさと大使 ・LOVEあいちサポーターズ
豊橋市：・豊橋ふるさと大使
犬山市：・犬山観光特使
・豊橋特別ふるさと大使
・犬山観光交流大使
西尾市：西尾市ふるさと大使
常滑市：・常滑市親善大使
江南市：江南市歴史観光大使
・常滑市政60周年PR大使
東海市：東海市ふるさと大使
桑名市：桑名はまぐり大使
田原市：田原市ふるさと大使
知多市：知多市ふるさと観光大使
蒲郡市：蒲郡市観光大使
美浜町：美浜町ふるさと大使
・みえの国観光大使
津市：津ふるさと元気大使
伊賀市：伊賀市観光大使
鈴鹿市：鈴鹿シティセールス特命大使
熊野市：熊野市観光大使
四日市市：四日市市観光大使
いなべ市：いなべ親善大使
鳥羽市：鳥羽市海の環境大使
・滋賀ふるさと観光大使
彦根市：彦根市観光大使
高島市：高島市観光大使
米原市：まいばらふるさと大使
安土町：安土城観光大使
・京都府名誉友好大使
長岡京市：長岡京観光大使
京都市：・京都国際観光大使
亀岡市：亀岡観光大使
・京都市おもてなし大使
福知山市：福知山ドッコイセ大使
・京都名誉観光大使
京丹後市：京丹後ふるさと応援大使
伊根町：伊根町ふるさとＰＲ大使
岸和田市：岸和田観光大使
寝屋川市：寝屋川市ふるさと大使
大阪市：大阪観光大使
泉佐野市：泉佐野市観光大使
豊中市：高校野球発祥の地・豊中親善大使
四条畷市：四条畷市観光大使
東大阪市：・東大阪市モノづくり親善大使
吹田市：ええとこ吹田ＰＲ大使
・東大阪市観光大使
堺市：・堺名誉大使
貝塚市：貝塚市観光大使
・堺善大使
松原市：松原市観光親善大使
箕面市：箕面市特命大使
和泉市：・いずみの国和泉市観光大使
門真市：門真市子育て支援親善大使
・いずみの国和泉市ＰＲ大使
熊取町：熊取町にぎわい観光大使
・いずみの国和泉市ふるさと大使
大阪市浪速区：７２８（なにわ）大使
ひょうご観光大使
川西市：源氏のふるさと大使
伊丹市：伊丹大使
神戸市：神戸大使
養父市：養父市観光大使
姫路市：ひめじ観光大使
篠山市：丹波篠山ふるさと大使
赤穂市：赤穂観光大使
香美町：香美町観光大使
福知山市：ドッコイセ大使
猪名川町：猪名川町親善大使「い～な～・夢大使」
三木市：ふるさと三木応援大使
新温泉町：新温泉町観光大使
加西市：ふるさと大使加西観光大使
小豆島町：オリーブ大使
明石市：明石ふるさと大使
辰野町：辰野町ふるさと大使
宍粟市：宍粟観光大使
奈良まほろば大使
奈良市：・奈良市観光大使
斑鳩町：斑鳩町観光大使
・奈良市観光特別大使
川上村：かわかみ山幸彦大使
大和郡山市：やまとこおりやま観光ＰＲ大使
十津川村：十津川郷観光大使
樫原市：樫原市観光大使
・和歌山ふるさと大使 ・和歌山県観光大使 ・わかやまパンダ大使
和歌山市：和歌山市観光大使
九度山町：九度山町文化・観光大使
有田市：有田みかん大使
みなべ町：みなべ町ふるさと大使
有田川町：有田川町観光大使
かつらぎ町：かつらぎ町観光大使
太地町：太地町観光大使
白浜町：白浜観光大使
・とっとりふるさと大使 ・・鳥取砂丘観光大使 ・とっとり健康づくり大使
鳥取市：鳥取市観光大使
若桜町：若桜町ふるさと観光大使
倉吉市：倉吉市観光大使
北栄町：北栄町ふるさと大使
湯梨浜町：湯梨浜観光大使
江府町：江府町ふるさと大使
・遣島使 ・しまねSuper大使
松江市：・松江観光大使
大田市：石見の国おおだ観光大使
・松江文化夢大使
桜江町：桜江ふるさと大使
浜田市：はまだ虹の大使
隠岐町：隠岐國観光大使
出雲市：出雲観光大使
海士町：海士町観光大使
・おかやま晴れの国大使 ・岡山国際協力大使 ・おかやま国際観光親善大使
玉野市：玉野ふるさと大使
津山市：津山市観光大使
新見市：にいみピオーネ大使
浅口市：あさくち夢大使
倉敷市：・くらしき観光大使
井原市：井原ふるさと大使
・倉敷ふるさと大使
真庭市：真庭観光大使
高梁市：備中たかはし伝えたいし
哲多町：哲多ふるさと大使
ひろしま観光大使
広島市：広島市特任大使
福山市：福山市観光大使
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下呂温泉観光協会：下呂温泉ふるさと観光大使
ＪＡ全農岐阜：飛騨牛・荒城郷まほろば文化村ＰＲ大使
恵那市観光協会：恵那観光大使

焼津商工会議所：焼津まちづくり親善大使
大須賀町商工会：江戸詰御意見番
森町産業祭実行委員会：遠州森町観光大使
小山町観光協会：小山町観光協会大使
舘山寺温泉観光協会：浜名湖観光大使
焼津まちづくり推進委員会：焼津まちづくり親善大使
御前崎市観光協会：御前崎観光親善大使
大井川観光連絡会：奥大井観光大使
袋井市観光協会：袋井ほっと観光大使
菊川市観光協会：菊川市ふるさと大使
美浜町観光協会：美浜町観光大使
犬山市観光協会：犬山市観光交流大使
半田商工会議所：・半田ふるさとサポーター
・半田観光特命大使
西尾市観光協会：西尾市観光大使
愛西市観光協会：愛西市観光大使
奥三河観光協議会：奥三河ふるさと観光大使
伊勢市観光協会：・伊勢市観光大使
・ 伊勢市観光御師
南伊勢町観光協会：南伊勢町観光大使
近江八幡観光物産協会：近江八幡観光大使
滋賀県警察本部：滋賀県交通安全ふるさと大使
丹後広域キャンペーン協議会：私のふるさと丹後観光大使
京のふるさと産品協会：京野菜特命宣伝大使

神戸市観光・ホテル旅館協会：KOBE観光特使
加古川市観光協会：加古川観光大使
高砂観光協会：高砂観光大使

和歌山県観光連盟：わかやま応援団
和歌山市観光協会：和歌山市観光発信人
那智勝浦町観光協会：那智勝浦町観光大使
すさみケンケンかつおブランド化委員会：すさみケンケン鰹大使
境港商工会議所：フィッシュ（FISH）大使
米子市観光協会：米子市首都圏観光大使（よなご大使）
皆生温泉旅館組合：皆生温泉湯けむり大使

岡山名物さわら料理を愛する会：岡山さわら大使
岡山観光連盟：おかやま観光特使
倉敷観光コンベンションビューロー：倉敷ふるさと大使

