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資料１０

インフラをフル活用した観光・地域づくり



インフラツーリズム
2

インフラ
＝人々の生活を支える重要な施設
＝地域の貴重な資源

地域の観光資源として活用し
地域活性化



２ 観光産業を革新し、国際競争力
を高め、我が国の基幹産業に

３ すべての旅行者が、ストレスなく
快適に観光を満喫できる環境に

■魅力ある公的施設・ｲﾝﾌﾗの大胆な公開・開放
・赤坂や京都の迎賓館に加え、我が国の歴史や伝統
に溢れる公的施設を一般向けに公開・開放

■文化財の観光資源としての開花
・2020年までに、文化財を核とする観光拠点を
全国で200整備、わかりやすい多言語解説など
1000事業を展開し、集中的に支援強化

■国立公園の「ﾅｼｮﾅﾙﾊﾟｰｸ」としてのﾌﾞﾗﾝﾄﾞ化
・2020年を目標に、全国５箇所の公園について
民間の力を活かし、体験・活用型の空間へと
集中改善

・2020年までに、外国人利用者数を1000万人に

■景観の優れた観光資産の保全・活用による
観光地の魅力向上
・2020年を目途に、原則として全都道府県、
全国の半数の市区町村で「景観計画」を策定

・歴まち法の重点区域などで無電柱化を推進

■滞在型農山漁村の確立・形成
・日本ならではの伝統的な生活体験と非農家を含む
農村地域の人々との交流を楽しむ「農泊」を推進
し、2020年までに全国の農山漁村で50地域創出

■地方の商店街等における観光需要の獲得・
伝統工芸品等の消費拡大
・2020年までに、商店街等において、50箇所で
街並み整備、1500箇所で外国人受入環境整備

・2020年までに、外国人受入可能な伝統的工芸品
産地を100箇所以上に

■広域観光周遊ﾙｰﾄの世界水準への改善
・修景や体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発等に国から専門家ﾁｰﾑ
（ﾊﾟﾗｼｭｰﾄﾁｰﾑ）を派遣

■東北の観光復興
・東北６県の外国人宿泊者数を2020年150万人泊
（2015年の３倍）に

「明日の日本を支える観光ビジョン」施策概要

１ 観光資源の魅力を極め、
地方創生の礎に

■観光関係の規制・制度の総合的な見直し
・通訳案内士、ﾗﾝﾄﾞｵﾍﾟﾚｰﾀｰ、宿泊業等の抜本見直し

■民泊ｻｰﾋﾞｽへの対応
・現行制度の枠組みにとらわれない宿泊法制度の
抜本見直し（本年６月中目途に検討会とりまとめ）

■産業界ﾆｰｽﾞを踏まえた観光経営人材の育成強化
・2020年までに、ﾄｯﾌﾟﾚﾍﾞﾙの経営人材の恒常的な
育成拠点を大学院段階（MBAを含む）に形成

■宿泊施設不足の早急な解消及び多様なﾆｰｽﾞに
合わせた宿泊施設の提供
・旅館等におけるｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ投資などを促進

■世界水準のDMOの形成・育成
・2020年までに、世界水準DMOを全国で100形成

■「観光地再生・活性化ﾌｧﾝﾄﾞ」の継続的な展開
・観光まちづくりに関する投資や人材支援を安定的
・継続的に提供できる体制を整備

■次世代の観光立国実現のための財源の検討
・観光施策に充てる国の追加的な財源確保策を検討

■訪日ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝの戦略的高度化
・海外著名人の日本文化体験映像を海外ｷｰ局で配信

■ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ観光促進のための多様な魅力の対外
発信強化
・在外公館や放送ｺﾝﾃﾝﾂなどを活用した情報発信

■MICE誘致の促進
・政府ﾚﾍﾞﾙでの誘致支援体制の構築

■ﾋﾞｻﾞの戦略的緩和
・中国、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ、ﾍﾞﾄﾅﾑ、ｲﾝﾄﾞ、ﾛｼｱの５ヶ国を対象

■訪日教育旅行の活性化
・「2020年までに４万人から５割増」の早期実現

■観光教育の充実
・総合的な学習の時間等における教材の作成・普及

■若者のｱｳﾄﾊﾞｳﾝﾄﾞ活性化
・若者割引等のｻｰﾋﾞｽ開発を通じた海外旅行の推進

■最先端技術を活用した革新的な出入国審査等
の実現
・世界最高水準の顔認証技術の導入などを促進

■民間のまちづくり活動等による「観光・まち
一体再生」の推進
・宿泊施設や観光ﾊﾞｽ乗降場等の整備促進

■ｷｬｯｼｭﾚｽ環境の飛躍的改善
・2020年までに、主要な観光地等における「100
％のｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ対応化」などを実現

■通信環境の飛躍的向上と誰もが一人歩きでき
環境の実現
・無料Wi-Fi環境とSIMｶｰﾄﾞの相互補完の利用促進

■多言語対応による情報発信
・中小事業者のWEBｻｲﾄの約半分を多言語化

■急患等にも十分対応できる外国人患者受入体
制の充実
・2020年までに、外国人患者受入体制が整備され
た医療機関を全国100箇所整備（現在の約５倍）

■「世界一安全な国、日本」の良好な治安等を
を体感できる環境整備
・外国語対応可能な警察職員の配置等の体制整備

■「地方創生回廊」の完備
・「ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾚｰﾙﾊﾟｽ」を訪日後でも購入可能に

■地方空港のｹﾞｰﾄｳｪｲ機能強化とLCC就航促進
・複数空港の一体運営（ｺﾝｾｯｼｮﾝ等）の推進

■ｸﾙｰｽﾞ船受入の更なる拡充
・2020年に訪日ｸﾙｰｽﾞ旅客を500万人に

■公共交通利用環境の革新
主要な公共交通機関の海外ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ予約を可能に

■休暇改革
・2020年までに年次有給休暇の取得率を70％に

■ｵﾘﾊﾟﾗに向けたﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝの推進
・高い水準のﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ化と心のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰを推進 2



世界最長の吊橋

「明石海峡大橋」のてっぺんへ

－塔頂高さ300m 360°絶景のパノラマ －

「明石海峡大橋」は世界最長の吊橋。（平成10年4月完成）

この橋の建設に携わったスタッフが、隠された橋の技術や歴史などを分かりやすく説明してくれます。

普段は立ち入ることが出来ない管理用の通路を歩き、主塔へ。

海面上から約300mの高い世界にご案内します。

そこには、 360°のパノラマが展開する感動の体験ツアー。

今では年間約１万人もの方々が参加しています。

参加申込やお問い合わせは、次のところまで。 （※なお、参加は有料になります）

ブリッジワールド事務局

http://www.jb-honshi.co.jp/bridgeworld/index.html
（提供：本州四国連絡高速道路株式会社）

淡 路 島

海を真下に空中散歩

エレベーターで塔頂へ
（認定証をプレゼント）
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兵庫
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ポータルサイト開設から１年
「インフラツーリズム」で検索！

350件の
インフラツアーを
紹介中

〈H28.1月サイト開設〉



メディアからも注目

6今年度のテレビ地上波放映 累計約100分

日経トレンディ
4月号

女性セブン
7月号

5/12 TV 日テレ news every. 8分

6/27 TV 日テレ ZIP！ 5分

7/28 TV TBS Nスタ 13分

8/24 TV フジ とくダネ！ 17分

10/6
TV

ローカル

テレ朝
系列

静岡朝日テレビ「とびっきりしずおか」 8分

11/1
TV

ローカル

フジ
系列

関西テレビ「みんなのニュース ワンダー」 15分

11/12
TV

ローカル

テレ東
系列 ＴＶＱ「おとななテレビ」 30分
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開設時
1/22

GW前
4/25

夏休み前
7/1

夏休み後
9/15

冬休み前
12/21

※1.インフラツーリズム・ポータルサイト掲載数（H28.12月時点）
2.掲載数は、四半期毎に集計

民間主催ツアー
（有料催行）

現場見学会
（無料実施）

インフラ施設×地元×旅行会社
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インフラを利用した見学会・旅行企画数の推移



インターネットモニターアンケート
実施期間：平成２８年９月５日（月）～平成２８年９月２０日（火）
方法：国土交通省行政インターネットモニター（官房広報課主催）
対象者：１，０９７名（国交省インターネットモニター登録者）
回答者：８１１名（回答率７３．９％）

◆中国地方整備局で実施

15

言葉を知っていて、内

容まで分かっていた, 

12.8%

言葉は知っていたが、

内容は分からなかった, 

16.9%

知らなかった, 

70.0%

無回答, 0.2% 参加したことがある, 7.9%

類似したものに参加したこと

があるが、「インフラツーリズ

ム」かどうか分からない, 
15.3%

参加したことが

ない, 75.8%

無回答, 1.0%

非常に満足した, 

37.7%

どちらかと言えば

満足した, 57.6%

どちらかと言えば

満足しなかった, 

2.1%

全く満足しなかった, 

2.6%

満足度は？参加したことがあるかインフラツーリズムを知っていたか

積極的に、観光を

したい, 49.9%

どちらかと言えば、

観光をしたい, 

44.8%

どちらかと言えば、観光

したいとは思わない, 

4.1%

全く、観光したいとは

思わない, 1.2%

賛成, 

69.9%
反対, 1.8%

どちらでもよい, 

4.8%

内容による, 

21.3%

金額による, 

2.2%

参加したいと思う, 

74.1%

参加したいと

思わない, 

7.4%

分からない, 

18.1%

無回答, 0.4%

周辺を観光したいですか？参加費を運営に充てる仕組みについて今後参加してみたいですか？



手づくり郷土賞

・地域活動によって地域の魅力や個性を生み出
している良質な社会資本とそれに関わった団体
のご努力を表彰するもの

・昭和61年創設した大臣認定制度

・認定数は「1,332件」 （※道の駅数と同程度）

6月～9月 記者発表・募集開始
12月 選定委員会（受賞案件決定)
1月 発表会・グランプリ選出
2月2以降 地方整備局等で認定証授与式

例年のスケジュール

受賞団体の発表会

「手づくり郷土賞グランプリ2016」

参加団体によるプレゼンテーションの様子

会場の様子

日 時 平成29 年1 月22 日（日）
場 所 昭和女子大学
内 容 １）受賞団体による活動発表(22団体）

２）昭和女子大学による活動発表
３）グランプリの発表、講評

参加者 約１８０人（参加団体、一般参加者等）

会場投票で、
『ベストプレゼン賞』
も選出



【参考】受賞団体の活動概要

取り壊しの危機にあった門司港駅等の歴史的建造物の保存運動を契機に、それらを活用した観光
振興と地域活性化のため、平成7年に「門司港レトロ倶楽部」を設立した。現在は34団体が加入する
活動に発展し、観光地づくりとまちづくりの両輪で活動を継続している。三宜楼や旧大連航路上屋等
の新たな歴史的建造物の活用をはじめ、県境・海峡を越えた関門連携によるまちづくりや「まちあるき
」等の年間300件以上の多様なイベントを企画・推進し、北九州市を「観光の街」へとイメージ転換させ
、県内屈指の観光スポットに定着させた。

グランプリ2016（大賞部門）：門司港レトロ倶楽部／北九州市

歴史と海峡を活かしたまちづくり ～門司港レトロ～

陸前高田市は、平成23年3月11日に発生した東日本大震災により壊滅的な被害を受けた。その記憶を
風化させないため、同年10月に「NPO法人桜ライン311」を発足。発足以降、春と秋の年2回、市内の約
170kmに渡る津波到達ラインに桜を植樹する活動を行い、これまで212箇所1,020本を植樹した。また小中
学校を中心に、後世の人々に津波の恐れがあるときには桜並木より上に避難するよう伝承活動をしている
。活動を通じて地域の避難行動の重要性や防災意識の向上に貢献している。

グランプリ2016（一般部門）：認定 NPO法人桜ライン３１１／陸前高田市
桜ライン３１１ ～未来へのまちづくり～

人口減少等で賑わいを失いかけてた延岡市に、「故郷に恩返しがしたい」との思いから「天下一ひむ
か桜の会」を発足した。平成21年から五ヶ瀬川堤防に河津桜300本と菜の花を植え、7年間、毎年250
日、地道に維持管理を継続し、7,000人の市民等が参加する活動に発展した。今では「延岡花物語」
（祭）の主会場となり、35,000人の観光客が訪れる一大イベントになった。また、より多くの市民参加を
促す仕組みづくりや新たなプロジェクトにも取り組み、通年で花を楽しめる河川空間づくりを行ってい
る。

グランプリ2016（一般部門）：天下一ひむか桜の会／延岡市
ふるさとへの熱い思いが奇跡の堤防を産んだ

「映像のまち構想」を掲げている足利市では、市内のいたる所でロケが行われている。当高校のビジネ
ス研究部では、観光客として取り込み切れていなかった若年層への誘客を図るため、 「ロケ地」という新た
なツールを活用し、観光ガイドマップ（あし恋MAP）作りを行った。高校生が自ら企画・取材・作成を行って
おり、あし恋MAPを作成するにあたっては、市内県立高５校約６００名にアンケートも行っている。また、マッ
プに基づいたロケ地めぐりツアーを開催し、高校生自身が観光ガイドにも挑戦している。マップを持って観
光客が足利市を訪れたり、メディアに取り上げられるなど、足利市の魅力を市の内外に発信し、地域の活
性化に貢献している。

ベストプレゼン賞2016：栃木県立足利清風高等学校／足利市
足利の魅力再発見！～高校生のロケツーリズム～ 高校生が観光ガイドをするツアー

第１回の河津桜植樹

一般参加者の植樹作業 最初の植樹地の浄土寺

まちあるき「門司港めぐる」 門司海峡フェスタ

延岡花物語

ロケ地での競技かるた大会
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身近なインフラが観光資源に！？

日常の中に紛れている施設
非日常を体験できるスケール

⇒取り上げ方次第
アイデア次第
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