
平成29年8月8日

道 路 局 企 画 課

交差点の標識に観光地名称を表示します！（第4報）
～観光地へのわかりやすい案内に向けて～

国土交通省道路局では、平成27年12月より、観光先進国や地方創生

の実現に向け、交差点名標識に観光地の名称を表示する標識の改善を

推進しています。

このたび、新たに改善に取り組む対象箇所として39箇所がまとまり

ましたのでお知らせします。なお、前回のお知らせ(平成28年12月)

から64箇所の標識を改善し、累計で108箇所を改善しました。

また、標識改善の取組地域も37都道府県に拡がり、今後もさらなる

拡大に向け、取組を推進してまいります。

取組のポイント

①対象箇所や表示する観光地の名称は、地域の皆様のご意向をお聞きし、観

光関係者、都道府県公安委員会と連携しつつ、道路標識適正化委員会注）で

決定していきます。

注）各都道府県に設置され、関係する道路管理者が参画し、標識等の表示内容等を検討する委員会

②引き続き、地域の皆様のご意向をお聞きしつつ、対象箇所を増やしてまい

ります。また、道路利用者や観光関係者の皆様にご参照いただくため、

ウェブサイトにおいてこれまでに改善を実施した箇所の広報をしてまいり

ます。

＜交差点名標識改善ウェブサイト＞

http://www.mlit.go.jp/road/sign/sign/kosaten.htm

【別紙１】 新たに改善に取り組む対象箇所案

【別紙２】 対象箇所・改善方法・改善イメージ(例)・整備効果

【別紙３】 都道府県別の改善取組箇所数

【参 考】 前回のお知らせからの標識改善実施箇所

＜問合せ先＞

国土交通省 道路局 企画課 本田、柏（内線：37562、37554）

（代表）03-5253-8111 （課直通）03-5253-8485 FAX：03-5253-1618



新たに改善に取り組む対象箇所案

平成29年6月末時点

都道府県 市区町村 日本語表記 英語表記 日本語表記 英語表記

1 北海道 国道36号 北海道 札幌市
南3西3
南2西4

South3 West3
South2 West4

狸小路 Tanukikoji

2 北海道 国道36号 北海道
北広島市
恵庭市

島松沢 Shimamatsuzawa 旧島松駅逓所入口
Shimamatsu Relay Station

Ent.

3 北海道 国道40号 北海道 剣淵町 - - レークサイド桜岡入口 Lakeside Sakuraoka Ent.

4 北海道 国道228号 北海道 北斗市 - - トラピスト修道院入口 Trappist Monastery Ent.

5 北海道 国道228号 北海道 松前町 - - 松前城入口 Matsumae Castle Ent.

6 北海道 国道229号 北海道 岩内町
万代 1
清住 8

Mandai 1
Kiyozumi 8

いわない温泉入口 Iwanai Onsen Ent.

7 北海道 国道230号 北海道 洞爺湖町 - - 洞爺湖 Lake Toya

8 北海道 国道232号 北海道 苫前町 - - ホワイトビーチ  White Beach

9 北海道 国道235号 北海道 日高町 - - 門別競馬場 Monbetsu Race Course

10 北海道 国道238号 北海道 北見市 - - カーリングホール Curling　Hall

11 北海道 国道391号 北海道 弟子屈町 - - 川湯温泉入口 Kawayu Onsen Ent.

12 東北 国道341号 秋田県 仙北市 小先達 Kosendatsu 田沢湖入口 Lake Tazawako Ent. 秋田県の取組

13 東北 国道4号 岩手県 一戸町 － － 奥中山高原入口 Okunakayama Kougen Ent.

14 関東 国道17号 埼玉県 さいたま市 八幡通り Hachimandori
さいたま

スーパーアリーナ入口
Saitama Super Arena

15 関東 国道4号 埼玉県 幸手市 内国府間（北） Uchigoma　N. 権現堂桜堤 Gongendo Sakuratsutsumi

16 関東 国道17号 埼玉県 上尾市 愛宕 Atago 上尾運動公園 Ageo Sports Park

17 関東 国道6号 茨城県 日立市 青葉台団地入口 Aobadaidanchi　Ent.
池の川

さくらアリーナ入口
Ikenokawa

Sakura Arena Ent.

18 北陸 国道49号 新潟県 阿賀野市 中央町 － 瓢湖入口 Lake　Hyoko Ent.

19 中部 国道1号 愛知県 名古屋市 鳴海町平部 Narumi-cho Hirabu 大高緑地 Odaka　Green　Park

20 中部 県道320号 岐阜県 郡上市 中坪1 Nakatsubo 1 郡上八幡城北
Gujo-Hachiman

Castle N.
岐阜県の取組

21 中部 国道156号 岐阜県 郡上市 向小駄良南 Mukaikodara-minami 清流の里しろとり前 Seiryu-no-Sato Shirotori

22 中部 県道86号 岐阜県 下呂市 下五反田 Shimogotanda
飛騨金山

ぬく森の里温泉
Hidakanayama

Nukumorinosato Onsen
岐阜県の取組

23 中部 県道440号 岐阜県 下呂市 小川 Ogawa 下呂温泉南口 Gero Onsen S. 岐阜県の取組

24 中部 県道437号 岐阜県 下呂市 落合 Ochiai 小坂温泉郷口 Osaka Onsen Village 岐阜県の取組

25 中部 国道41号 岐阜県 下呂市 東上田 Higashiueda 下呂温泉北口 Gero Onsen N.

26 中部 国道41号 岐阜県 下呂市 矢ヶ野 Yagano 小坂温泉郷南口 Osaka Onsen Village S.

27 中部 国道41号 岐阜県 下呂市 大垣内 Ogaito 小坂温泉郷北口 Osaka Onsen Village N.

28 近畿 国道8号 滋賀県 野洲市 三上 Mikami 三上山登山口 Mt.Mikami Trail

29 中国 国道9号 島根県 安来市 荒島東 Arashima-higashi 王陵の丘入口 Ohryo Hills Ent.

30 中国 国道9号 島根県 出雲市 荒神谷入口 Kojindani Ent 荒神谷遺跡入口 Kojindani ruins Ent.

31 中国 国道54号 島根県 雲南市 岩倉 Iwakura 加茂岩倉遺跡 Kamo Iwakura ruins Ent.

32 中国 国道180号 岡山県 岡山市 最上稲荷 Saijo Inari 最上稲荷入口 Saijo Inari Ent.

33 九州 国道10号 宮崎県 宮崎市 － － 宮崎神宮入口
Miyazaki-jingu
Shrine　Ent.

34 九州 国道10号 宮崎県 宮崎市 － － 道の駅高岡入口
Michi-no-Eki
Takaoka Ent.

35 九州 国道10号 宮崎県 都農町 － － 都農神社入口
Tsuno-jinja
Shrine　Ent.

36 九州 国道10号 宮崎県 都城市 － － 道の駅都城入口
Michi-no-Eki

Miyakonojo Ent.

37 沖縄
国道449号
県道114号

沖縄県 本部町 浦崎 Urasaki 海洋博公園入口  Ocean Expo Park Ent. 沖縄県の取組

38 沖縄 県道18号 沖縄県 名護市 東江2丁目 Agarie 2-chome 名護城跡（南）
Nago Castle Site Park

 (South)
沖縄県の取組

39 沖縄 国道331号 沖縄県 南城市 奥武入口 O Ent. 奥武島入口 Ojima Island Ent.

※　複数の表示内容が記載されている対象箇所は、1つの交差点に複数の異なる表示内容の標識が設置されていることを示します。

※　「－」は、改善前は標識が設置されていない、又は、標識に表示されていないことを示します。

○下記表の対象箇所案に対して、各地方整備局及び特記に記載の各県において改善に取り組みます。(ただし、「1,2,8,10,12」は改善済み。)
○今後、地域の皆様のご意向、道路標識適正化委員会における調整、観光関係者・都道府県公安委員会等との連携を受け、対象箇所案・改善案に
　ついては変更する可能性があります。

番号
地方整備局
等の名称

路線名
行政区域 改善前の表示内容 改善後の表示内容案

特記

別紙１



 
 

対象箇所・改善方法・改善イメージ(例)・整備効果 

 

対象箇所 

観光地等に隣接する又は観光地等へのアクセス道路の入口となる交差点の

交差点名標識を対象とします。名称を表示する観光地等は、著名な観光地、

名所・旧跡、文化施設とし、かつ、標識によるその名称の表示が道路標識適

正化委員会注）で認められるものとします。 

注）各都道府県に設置され、関係する道路管理者が参画し、標識等の表示内容等を検討す

る委員会 

 

改善方法  

  対象箇所、観光地等の名称の表示内容等については、地域の皆様のご意向

をお聞きした上で、観光関係者、都道府県公安委員会等と連携し、道路標識

適正化委員会において決定するものとします。また、あわせて、交差点名標

識と周辺の案内標識等の整合を図ります。 

 

改善イメージ(例) 

三重県の主要観光地として、東海道の 47 番 

目の宿場町である「関宿」へのアクセス道路の 

交差点の交差点名標識を、平成 29 年 2月 25 日 

に「新所町」から「東海道 関宿西」の表示に 

変更しました。 

 (三重県内で初の改善事例) 

 

整備効果 

 

                                                           

至宮城

【※調査地点：関宿観光駐車場】 

●東海道関宿入込客数 

入
込
客
数
（
人
） 

21,406 

●地域の声 

22,893 
・町名表示であった交差点が【東海道関宿西】

となったことに満足している。 

・表示名の変更により来訪者の利便性が向上 

することで、来訪者が増加し関宿がさらに 

活気に溢れる町となれば幸いである。 

    (H29.2.27 関宿まちづくり協議会) 

別紙 2 



都道府県別の改善取組箇所数
　○37都道府県(新たに取り組む箇所を含む)で標識改善の実施を進めており、今後もさらなる拡大に向け、取組を推進してまいります。

別紙３
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都道府県別の改善取組箇所数

標識改善を実施した箇所(国土交通省) 標識改善を実施した箇所(地方公共団体)

新たに取り組む箇所(国土交通省) 新たに取り組む箇所(地方公共団体)

平成29年6月末時点



前回のお知らせからの標識改善実施箇所

①これまでの対象箇所からの標識改善実施箇所

平成29年6月末時点

都道府県 市区町村 日本語表記 英語表記 日本語表記

1 北海道 国道5号 北海道 八雲町 － － 噴火湾パノラマパーク入口

2 北海道 国道5号 北海道 小樽市
朝里3-5
新光1-8
新光2-1

Asari 3-5
Shinko 1-8
Shinko 2-1

朝里川温泉入口

3 北海道 国道36号 北海道 札幌市 － － 札幌ドーム

4 北海道 国道38号 北海道 釧路市 北大通２ Kitaodori 2 幣舞橋

5 北海道 国道39号 北海道 北見市 中央通り － おんねゆ温泉街入口

6 北海道 国道40号 北海道 稚内市 中央３丁目 Chuo3-chome フェリーターミナル入口

7 北海道 国道231号 北海道 留萌市 － － ゴールデンビーチるもい

8 北海道 国道237号 北海道 富良野市
桂木町3
本町6

Katsuragicho 3
Motomachi 6

ふらのワイン工場入口

9 北海道 国道237号 北海道 美瑛町
美瑛町扇町

美瑛町北町2丁目
biei ogimachi

biei kitamachi 2
青い池入口

10 北海道 国道274号 北海道 鹿追町 － － 然別湖入口

11 北海道 国道334号 北海道 羅臼町 － － 知床横断道路入口

12 北海道 国道334号 北海道 斜里町 － － 知床横断道路入口

13 北海道 国道336号 北海道 広尾町
並木通東１丁目
並木通西2丁目

－ 広尾サンタランド入口

14 東北 国道7号 山形県 鶴岡市 － － あつみ温泉入口

15 東北 国道7号 山形県 遊佐町 － － 旧青山本邸入口

16 東北 国道13号 山形県 天童市 天童市貫津 － 天童温泉口

17 東北 国道13号 山形県 東根市 東根温泉口 － 東根温泉口

18 東北 国道45号 宮城県 塩竃市 － － 鹽竈神社前

19 東北 国道112号 山形県 鶴岡市 － － 湯野浜温泉口

20 東北 国道112号 山形県 酒田市 － － 山居倉庫口

21 東北 国道345号 山形県 鶴岡市 － － 湯田川温泉口

22 東北 国道347号 山形県 尾花沢市 － － 徳良湖口

23 東北 国道347号 山形県 尾花沢市 － － 銀山温泉入口

24 東北 国道458号 山形県 大蔵村 － － 肘折温泉入口

25 東北 県道1号 山形県 高畠町 － － 亀岡文殊口

26 東北 県道5号 山形県 南陽市 － － 熊野大社口

27 東北 県道10号 山形県 飯豊町 － － 飯豊ゆり園口

28 東北 県道18号 山形県 山形市 － － 霞城公園南門

29 東北 県道19号 山形県 山形市 － － 文翔館前

30 東北 県道19号 山形県 山形市 － － 山寺入口

31 東北 県道23号 山形県 天童市 － － 天童公園口

32 東北 県道24号 山形県 寒河江市 － － チェリークア・パーク入口

33 東北 県道47号 山形県 鶴岡市 － － 羽黒山入口

34 東北 県道244号 山形県 川西町 － － 川西ダリヤ園入口

35 東北 県道282号 山形県 寒河江市 － － 寒河江温泉口

36 関東 国道6号 茨城県 日立市 伊師工業団地入口 Ishi Industrial Estate 伊師浜海岸入口

37 関東 国道50号 栃木県 小山市 － － 道の駅思川

38 関東 国道139号 山梨県 都留市 大原橋東 Ohara Bridge E. 道の駅つる入口

39 関東 国道357号 東京都 江戸川区 － － 葛西臨海公園前

40 北陸 国道8号 新潟県 上越市 － － 道の駅うみてらす名立

41 北陸 国道17号 新潟県 南魚沼市 － － 道の駅南魚沼

42 北陸 国道113号 新潟県 関川村 － － 道の駅関川

43 北陸 国道470号 石川県 輪島市 能登空港I.C － のと里山空港IC

44 中部 国道1号 静岡県 浜松市 中田島 Nakatajima 中田島砂丘入口

45 中部 国道1号 三重県 亀山市 新所町 Shinjocho 東海道関宿西

　○これまでにお知らせした対象箇所から下記箇所「1～59」の標識改善を実施しました。

番号
地方整備局

等
の名称

路線名
行政区域 改善前の表示内容 改善後の表示内容

英語表記

Hiroo Santaland Ent.

Shiretoko Crossing Road Ent.

Shiretoko Crossing Road Ent.

Lake Shikaribetsu Ent.

Blue Pond Ent.

Furano Winery Ent.

Golden Beach Rumoi

Ferry Terminal Ent.

Onneyu Onsen Town Ent.

Nusamai Bridge

Sapporo Dome

Asarigawa Onsen Ent.

Funkawan Panorama Park Ent.

Yamadera Ent.

Bunshokan Ent.

Kajo Park South Gate

Iide Lily Garden Ent.

Kumano Taisha
Shrine Ent.

Kameoka Monju Ent.

Hijiori Onsen Ent.

Ginzan Onsen Ent.

Lake Tokurako Ent.

Yutagawa Onsen Ent.

Sankyo Rice Store houses Ent.

Yunohama Onsen Ent.

Shiogama Shrine

Higashine Onsen Ent.

Tendo Onsen Ent.

Historic Aoyama Residence Ent.

Atsumi Onsen Ent.

Michi-no-Eki Tsuru Ent.

Michi-no-Eki Omoigawa

Ishihama Beach Ent.

Sagae Onsen Ent.

Kawanishi Dahlia Park Ent.

Mt. Haguro Ent.

Cherry-Spa Park Ent.

Tendo Park Ent.

Kasairinkai Park

Nakatajima Dunes Ent.

Noto Satoyama Airport IC

Michi-no-Eki Sekikawa

Michi-no-Eki Minamiuonuma

Michi-no-Eki
Umiterasu Nadachi

Tokaido SekiJuku W.

参考



都道府県 市区町村 日本語表記 英語表記 日本語表記
番号

地方整備局
等

の名称
路線名

行政区域 改善前の表示内容 改善後の表示内容

英語表記

46 中部 国道1号 三重県 亀山市 木崎町 Kozakicho 東海道関宿東

47 近畿 国道24号 和歌山県 橋本市 中島 Nakajima 隅田八幡神社入口

48 近畿 国道42号 和歌山県 海南市 － － 県立自然博物館前

49 近畿 国道42号 和歌山県 海南市 藤白南 Fujishirominami 藤白神社入口

50 近畿 国道161号 滋賀県 大津市 雄琴中央 Ogoto-chuo おごと温泉

51 中国 国道2号 広島県 廿日市市 宮浜温泉口 － 宮浜温泉東口

52 中国 国道2号 広島県 廿日市市 尾立西 － 宮浜温泉西口

53 中国 国道53号 鳥取県 智頭町 智頭東 Chizu East 智頭宿

54 中国 国道54号 広島県 安芸高田市 山手（西） － 吉田サッカー公園入口

55 四国 国道11号 香川県 さぬき市 志度 Sido 志度寺

56 四国 国道32号 香川県 三豊市 戸川 Togawa たからだの里さいた

57 四国 国道55号 高知県 安芸市 － － 安芸市営球場入口

58 九州 国道10号 大分県 佐伯市 － － 道の駅やよい

59 九州 国道220号 宮崎県 日南市 鵜戸 Udo 鵜戸神宮

　○新たに改善に取り組む対象箇所案(別紙１）のうち、下記箇所「60～64」について、先行して標識改善を実施しました。

平成29年6月末時点

都道府県 市区町村 日本語表記 英語表記 日本語表記

60 北海道 国道36号 北海道 札幌市
南3西3
南2西4

South3 West3
South2 West4

狸小路

61 北海道 国道36号 北海道
北広島市
恵庭市

島松沢 Shimamatsuzawa 旧島松駅逓所入口

62 北海道 国道232号 北海道 苫前町 - - ホワイトビーチ

63 北海道 国道238号 北海道 北見市 - - カーリングホール

64 東北 国道341号 秋田県 仙北市 小先達 Kosendatsu 田沢湖入口

※　複数の表示内容が記載されている対象箇所は、1つの交差点に複数の異なる表示内容の標識が設置されていることを示します。

※　「－」は、改善前は標識が設置されていない、又は、標識に表示されていないことを示します。

番号
地方整備局

等
の名称

路線名
行政区域 改善前の表示内容

Ogoto Onsen

Udo-jingu Shrine

Michi-no-Eki Yayoi

Aki City Baseball Ground Ent.

Michi-no-Eki
Takarada no sato Saita

Shidoji Temple

②新たに改善に取り組む対象箇所案（別紙１）のうち、既に改善を実施した箇所

Fujishiro-jinja Shrine Ent.

Wakayama Prefectural Museum
of Natural History

Suda Hachiman-jinja
Shrine Ent.

Tokaido SekiJuku E.

Yoshida Soccer Park Ent.

Chizushuku

Miyahama Onsen West Ent.

Miyahama Onsen East Ent.

改善後の表示内容

Lake Tazawako Ent.

Curling　Hall

 White Beach

Shimamatsu Relay Station Ent.

Tanukikoji

英語表記


