
平成２２年度都道府県等観光主管部長会議 説明要点

（総合政策局事業総括調整官室）

１．多様な施策の活用等による社会資本整備との連携について

１） 観光圏をはじめとする魅力ある観光地づくりに向けて、法及び基本方針に

基づき、各地方整備局等においては、観光圏整備計画等の協議会、連絡会

議の実施、その他所管の施策・事業の実施等により、積極的に支援。

２．観光圏における社会資本整備等に関する連絡会議について

１） 観光圏における社会資本整備等を円滑かつ適切に実施するため、観光圏

協議会の構成員と社会資本整備の行政担当部局等が一堂に介して現地調

査、意見交換等を行う連絡会議を、平成２１年４月より各地で順次実施。

２） 現地調査では、観光客の視点で現地を確認し、特に、多大な費用を要さず

とも観光に貢献できる社会資本の整備・改善に着目。

３） １１地域で現地調査を実施済み（ふくしま、水戸ひたち、南房総、富士山・

富士五湖、雪国、知多半島、京都府丹後、淡路島、山陰文化、広島・宮島・岩

国、にし阿波）。

４） 先進的な例では、観光部局と社会資本整備部局の役割分担を明確にした

上で課題への対応案を検討し、実際に実施されている例もあり。

５） 現地点検の結果をふまえ、観光部局と社会資本整備部局とが共通の認識

をもち、十分な調整を図りながら、観光圏内における社会資本の整備等の取

組みを軌道に乗せていくことが重要。

３．観光地における情報提供システムに関する取組について

１） 訪問先の地理に不案内な観光客に対する、円滑な移動のための情報提

供システムについて、これまで様々な取組を進めてきた（Ｈ１８～Ｈ２０年度実

施の「まちめぐりナビプロジェクト」等）。

２） それらの取組みを通して得られた知見を整理し、Ｈ２１年度に手引きとし

て、体系的にとりまとめを実施（『地域における「総合的な観光情報提供シス

テム」構築の手引き』）、国土交通省ＨＰにて公開（ＵＲＬは別紙参照）。

３） Ｈ２０年度にとりまとめを実施した情報提供マネジメントに関するヒント・事

例集（『観光客の移動支援に資する情報提供マネジメントに関するヒント

集』）と合わせて、実際に観光地において情報提供を実施する際にご活用い

ただきたい。



・・・国土交通大臣は、法第十九条に規定される社会資本整備事業等への配慮を行うにあたり、
・・・（中略）・・・「観光地域づくり実践プラン」等の枠組みを通じて、認定観光圏整備事業
の円滑かつ確実な実施が促進されるよう十分に配慮する。 

■観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する基本方針（抄） 

・・・観光圏整備計画を作成する市町村又は都道府県は、関連する社会資本整備事業の事業主体
又は管理主体と協議を行うことが期待される。 

・・・社会資本整備等との連携を図る観点から、観光圏整備事業に関連する社会資本整備等の
事業主体及び管理主体についても、協議会構成員又はオブザーバーとして参画を求めることが
期待される。 

五 関連する観光の振興に関する施策との連携に関する基本的な事項 

六 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に係る市町村、都道府県その他の関係者間における
連携及び協力に関する基本的な事項 

観光圏整備法と社会資本整備 

■観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律（抄） 

（社会資本の整備及び交通政策の推進についての配
慮） 
第十九条 国土交通大臣は、社会資本の整備及び交通政策の推進に関し、基本方針に定めるとこ
ろに従い、観光圏整備事業の円滑かつ確実な実施が促進されるよう十分配慮するものとする。 

観光圏整備法と社会資本整備 
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観光圏における社会資本整備等に関する連絡会議 

■各観光圏における連絡会議について 
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観光圏における社会資本の整備等について【依頼】  
                      平成２１年４月１０日 事務連絡 

○観光圏整備法では、 
 国土交通大臣は、社会資本の整備に関して十分配慮するものとされている。 
○社会資本整備等に関する連絡会議を設置し、 
 観光関係主体と社会資本整備関係主体が密に意見交換、連絡調整を行うことで、 
 観光圏形成に資する社会資本整備の円滑かつ適切な実施を促進する。 

【構成員】対象とする拠点、参加人数などを勘案し、実効性を重視して柔軟に対応。 
 ・観光圏整備法第5条に規定する協議会の構成員 
 ・社会資本整備の行政担当部局等 
 ・観光の行政担当部局等 

【連絡会議の目的】 
 ・観光圏整備計画に関連した必要な社会資本整備を円滑かつ適切に行う観点から、  

協議会の構成員等と社会資本整備を行う行政担当部局等が意見交換、連絡調整を行う。 

【取組事項】現地における具体的な意見交換・連絡調整が行われることが重要。 
 ・現地調査 ・改善等を行うべき社会資本整等の抽出 
 ・現地の実情を踏まえた具体的な対応方策、優先順位の検討 
 ・その他、社会資本の整備等に関する必要な意見交換、連絡調整等 



観光圏における社会資本整備等に関する連絡会議 

○全４５観光圏中、２４地域において、連絡会議を実施 

         １１地域において、観光圏内の社会資本の現地点検が実施 

                                    （Ｈ22年７月末現在） 

■各観光圏における連絡会議の進捗状況の概況 

○現地点検の結果等を踏まえ、観光部局と社会資本整備部局とが共通認識のもとに、 

 十分な調整を図り相互に連携しながら、 

 観光圏内における社会資本の整備等に係る取り組みを軌道に乗せていくことが重要 

※現地点検実施（１１観光圏） 
 ・やさしさと自然の温もり ふくしま観光圏 ・あなたの空と大地 水戸ひたち観光圏 ・南房総地域観光圏 
 ・富士山・富士五湖観光圏 ・雪国観光圏 ・知多半島観光圏 ・京都府丹後観光圏 ・淡路島観光圏 
 ・山陰文化観光圏 ・広島・宮島・岩国地域観光圏 ・にし阿波観光圏・ 
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観光圏における社会資本整備等に関する連絡会議 ～事例紹介～ 

■ふくしま観光圏社会資本等連絡会議での取り組み状況 

  ①連絡会議の開催 
    必要に応じて、ＷＧ等を設置 

  ②モデルコース策定（観光圏協議会のモデルコース策定と連携） 
    観光部門（モデルコース策定ＷＧ）において、観光圏内の社会資本を点検するための 
    モデルコースを作成し、基本ルート上の観光コンテンツを洗い出しを行い、顧客ターゲットの 
    属性等を踏まえ、ストーリー性のあるモデルコースとしてつなげ、モデルコース案を策定 

  ③モデルコース点検 
    ②で決定したモデルコースについて、観光部門と社会資本担当部門（モデルコース点検ＷＧ）に 
    よる現地点検を実施（観光コンテンツ関係、社会資本整備関係、その他気づいた点） 

  ④社会資本の改善点について検討 
    ③の現地点検の結果抽出された社会資本の改善点について、社会資本担当部局が対応方針について 
    検討 

モデルコース策定ＷＧ モデルコース点検ＷＧ 

ふくしま観光圏社会資本等連絡会議 

【観光部門】 【社会資本整備部門】 
・福島県観光交流局 
・福島市商工観光部 
・相馬市産業部 
・二本松市産業部 
・伊達市産業部 
・一般社団法人福島市観光 
 物産協会 
・飯坂温泉温泉観光協会 

・土湯温泉観光協会 
・高湯温泉観光協会 
・相馬市観光協会 
・松川浦観光協会 
・二本松観光協会 
・岳温泉観光協会 
・伊達市観光物産団体連絡協議会 

・東北運輸局企画観光部 

・福島県土木部 
・福島県県北建設事務所 
・福島県相双建設事務所 
・福島市建設部 
・福島市農政部 
・相馬市建設部 

・二本松市建設部 
・伊達市建設部 
・東北地方整備局企画部 
・福島河川国道事務所 
・磐城国道事務所 
・東北農政局農村計画部 
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■課題と対応案の検討 
○現地点検の結果抽出された１０５件の社会資本整備に関する課題について、 
 観光部門による重要性の評価を行った後、社会資本整備部門において対応方針（案）を検討 

 
 
 

■課題と対応案の例 

【課題】幅員狭隘区間の側溝に蓋が設置されていないので走行の 
    安全上設置が必要である。（重要性：◎17% ○67%） 

【対応方針】 
 地元住民等の意見等を踏まえ、H21・H22年度で温泉街の無蓋区間について施工予定。 
 その他の区間については、順次カーブ区間を整備予定。 

【課題】さくら坂は歩行者と車両が輻輳している。 
    （重要性：◎20% ○60%） 

【対応方針】 
歩道設置については、用地買収を伴う整備は予算上や地元住民の協力
の関係から困難であるため、既存道路上での歩車道分離を検討する。
なお、既存道路での歩車道分離の問題点として、道路幅員が狭く、車
両の交互通行形態をとっていることから、歩道空間を確保すると一方
通行など交通規制を要するため、警察との協議や地元住民の理解が不
可欠であり、今後、地元住民を交えた検討が必要となることから、実
施に向けては時間を要すると思われる。 

【課題】交差点付近に松川浦方面への案内標識が不足している。 
    （重要性：◎67% ○33%） 

【対応方針】 
 案内板等の整備については、個別の施設・
設置場所毎に対応することは困難なため、案
内すべき施設選定、案内ルート、設置場所、
整備主体等について、市内全体的な検討を実
施後に整備予定。 
 平成23年度末開通予定の常磐道・富岡～
相馬開通に合わせ、優先的に整備する必要が
あるものは、平成23年度の整備を検討する。 

重要性の評価 

観光の観点から、 
課題の重要性について 
◎（非常に重要） 
○（重要） 
を評価 

【観光部門】 

【社会資本整備部門】 対応方針（案）の記載 

要望状況 
整備に当たって
の障害 

整備の可否判断 

点検内容は、 
・地元の要望は 
 強いか 
・他の社会資本と 
 比べて 
 優先されるか 
etc 

・予算 
・法令 
・他機関との 
 調整 
・内部での調整 
etc. 
 

・可 
 
 
・不可 
 
 
・引き続き検討 

・いつまでに 
 整備できるか 
・整備の内容は 

・整備不可の理由 
・どうすれば整備 
 できるようになるか 

・どのような方向性で 
 検討していくか 
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観光圏における社会資本整備等に関する連絡会議 ～事例紹介～ 



観光圏における社会資本整備等に関する連絡会議 ～現地調査～ 

■社会資本に関連したソフト事業等の課題の発見例 
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■既存施設の改修・撤去 

・老朽化している公衆

トイレについて、観光

地の景観の観点から、

改修が不可であれば

撤去することも必要 

 
 
 

■地域の魅力を活かすＰＲ 

・地域の魅力（街道沿いの良

好な景観）自体をPRする標識

が無く、誘客のための看板・

サインが目立ち、景観を阻害

しているため、必要な標識の

設置について調整が必要 

 
 
 

■社会資本と連携したソフト事業の推進 

・既存の自転車道の整備計画に合

わせて、駐輪場の整備やレンタサイ

クル基地の設置などのソフト事業も

進めることが必要 

→観光圏整備計画に記載し、H22よ

り観光レンタサイクル事業等を実施 

 
 
 

英語表記が
異なる 

■案内標識の設置における調整 

・同一施設を案内する標

識で英語表記が異なる 

・観光圏として地区内の

観光資源を案内するも

のになっておらず、表示

内容や表示方法を調整

すべき 
＜知多半島観光圏＞ 

＜南房総地域観光圏＞ 

＜山陰文化観光圏＞ 
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＜南房総地域観光圏＞ 



■策定の背景と目的 

○観光地づくりの推進にあたっては、日本人・外国人を問わず、訪問先の地理に不案内な観光
客に対し、円滑な移動のための環境整備が重要な施策のひとつ 

○観光地や大規模集客施設等において、観光客が必要な情報を必要な時に入手でき、快適かつ
安全に安心して移動できる環境の整備が 

 求められている 

○そのための情報提供システムについて 
 国交省における取組みを進めてきた 
 ・「まちめぐりナビプロジェクト」等 
  （H18年度～H20年度に全国７６地域で実施）                      
                                           

○上記取組から主に以下について整理し、H21年度に手引きとしてとりまとめ 
 ・観光情報提供における効果的な手法や各地域における工夫・ノウハウを抽出 
 ・観光情報提供システム構築時に留意すべき事項や最低限統一すべきルール、適用事例等 
 （国交省HPにて公開 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/sosei_region_fr_000005.html） 

観光地における情報提供に関する取組について 

■『地域における「総合的な観光情報提供システム」構築の手引き』（Ｈ２１年度） 

■『観光客の移動支援に資する情報提供マネジメントに関するヒント集』（Ｈ２０年度） 
・ 情報提供の実施時における問題の解決等に関する具体的な考え方を、具体例とともに整理 
・各事例ごとに問題解決の方法や取組みのフロー、苦労・工夫した点を具体的に整理し、各

地域の課題解決のヒントを提供する事例集としてとりまとめ、ＨＰで公開 
 （国交省HPにて公開  http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/kankojohohint/index.html ） 

 体系的にまとめられた「手引き」として、 
 具体的な事例をまとめた下記「ヒント集」と併せて活用 

観光地における情報提供に関する取組みについて 
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