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表１　当初基本構想作成時の諸元

道府県 構想名 特定地域面積 重点整備地区数
事業費
見通し
（億円）

年間利用者数
見通し（万人）

雇用者数
見通し（人）

北海道 北海道富良野・大雪リゾート地域整備構想 334,397ha 8 2,815 1,330 8,080
北海道 北海道ニセコ・羊蹄・洞爺周辺リゾート地域整備構想 328,261ha 7 注2)1,586 注2)188 注2)2,800
青森県 津軽・岩木リゾート構想 158,621ha 8 1,249 771 1,807
岩手県 さんりく・リアス・リゾート構想 172,871ha 7 1,623 758 2,900
宮城県 栗駒・船形リフレッシュリゾート－オアシス２１構想 169,880ha 4 1,138 352 2,400
秋田県 北緯４０°シーズナルリゾートあきた構想 177,050ha 9 1,617 943 3,040
山形県 蔵王・月山地域リゾート構想 179,245ha 9 3,028 768 3,310
福島県 会津フレッシュリゾート構想 177,527ha 9 1,989 558 3,000
茨城県 茨城・きらめき・リゾート構想 175,676ha 6 2,423 504 21,900
栃木県 日光・那須リゾートライン構想 170,121ha 8 2,070 870 1,788
群馬県 ぐんまリフレッシュ高原リゾート構想 175,358ha 13 2,958 1,463 8,010
埼玉県 秩父リゾート地域整備構想 99,417ha 4 938 700 2,100
千葉県 房総リゾート地域整備構想 178,581ha 11 9,500 2,280 9,051
新潟県 雪と緑のふるさとマイ・ライフリゾート新潟構想 163,443ha 8 2,942 915 6,900
石川県 石川県南加賀・白山麓総合保養地域整備構想 154,872ha 6 3,239 1,495 4,600
福井県 奥越高原リゾート構想 112,758ha 5 1,059 385 2,290
山梨県 山梨ハーベストリゾート構想 154,714ha 6 1,749 693 4,248
長野県 ”フレッシュエア信州”千曲川高原リゾート構想 177,810ha 6 2,253 571 4,900
静岡県 「にっぽんリゾート・ふじの国」構想 164,784ha 11 5,445 1,805 7,700
愛知県 三河湾地域リゾート構想 82,223ha 6 2,075 669 2,500
三重県 国際リゾート「三重サンベルトゾーン」構想 156,249ha 8 3,545 1,052 18,039
滋賀県 琵琶湖リゾートネックレス構想 174,468ha 7 5,192 1,874 9,100
京都府 丹後リゾート構想 127,793ha 8 1,711 373 2,050
兵庫県 総合保養地域の整備に関する基本構想 59,785ha 9 4,230 613 3,160
和歌山県 ”燦”黒潮リゾート構想 162,423ha 7 6,070 1,226 6,240
鳥取県 ふるさと大山ふれあいリゾート構想 146,923ha 8 1,451 330 2,500
島根県 島根中央地域リゾート構想 169,493ha 7 1,233 172 970
岡山県 蒜山美作リゾート構想 163,107ha 11 2,169 268 2,430
広島県 瀬戸内中央リゾート構想 121,252ha 8 2,045 556 3,380
山口県 サザンセト・サンシャインリゾート構想 34,667ha 4 1,181 127 1,130
徳島県 ヒューマン・リゾートとくしまの海と森構想 156,845ha 8 1,578 302 2,390
香川県 瀬戸内・サンリゾート構想 109,675ha 6 3,557 1,488 4,300
愛媛県 えひめ瀬戸内リゾート開発構想 140,356ha 10 2,904 755 3,680
高知県 土佐浜街道リゾート構想 143,071ha 7 2,423 589 2,490
福岡県 玄海レク・リゾート構想 143,305ha 9 5,734 3,964 11,479
佐賀県 歴史と自然のパノラマさがリゾート構想 175,038ha 8 1,738 565 3,100
長崎県 ナガサキ・エキゾティック・リゾート構想 145,377ha 7 3,656 1,338 6,700
熊本県 天草海洋リゾート基地建設構想 93,155ha 6 911 140 2,100
大分県 別府くじゅうリゾート構想 148,658ha 9 1,898 890 3,130
宮崎県 宮崎・日南海岸リゾート構想 133,271ha 6 1,985 459 7,000
鹿児島県 鹿児島サン・オーシャン・リゾート構想 167,495ha 9 2,403 638 2,400
沖縄県 沖縄トロピカルリゾート構想 226,281ha 10 5,379 2,136 18,440
合計  113,103 37,685 216,732
（注）１．当初基本構想、同参考資料及び基礎調査により作成

　　　３．利用者及び雇用者については基礎調査で数字が示されていない重点整備地区があり、県合計から除外している。
　　　４．年間利用者数及び雇用者数は、基本構想作成時に存在している施設（既存施設）を含む。

　　　２．事業費見通しは基本構想の参考資料ないし基本構想作成前の基礎調査による10年間の事業費の見通し、年間利用者数見通し及び雇用者数
　　　　見通しは基本構想作成前の基礎調査による10年後の見通し。ただし、北海道ニセコ・羊蹄・洞爺周辺リゾート地域整備構想は作成されてから日
　　　　が浅いため、５年間ないし５年後の数値となっており、合計値から除外している。



表２－１　現行基本構想の特定地域面積、重点整備地区数、特定施設数（既供用を除く）
道府県 構想名 特定地域面積 重点整備地区数 特定民間施設 その他の特定施設特定施設合計
北海道 北海道富良野・大雪リゾート地域整備構想 334,397ha 8 202 28 230
北海道 北海道ニセコ・羊蹄・洞爺周辺リゾート地域整備構想 328,261ha 7 62 32 94
青森県 津軽・岩木リゾート構想 158,621ha 8 115 26 141
岩手県 さんりく・リアス・リゾート構想 172,871ha 7 156 50 206
宮城県 栗駒・船形リフレッシュリゾート－オアシス２１構想 169,880ha 4 147 15 162
秋田県 北緯４０°シーズナルリゾートあきた構想 177,050ha 9 100 50 150
山形県 蔵王・月山地域リゾート構想 179,245ha 9 123 59 182
福島県 会津フレッシュリゾート構想 177,527ha 9 199 18 217
茨城県 茨城・きらめき・リゾート構想 175,676ha 6 137 31 168
栃木県 日光・那須リゾートライン構想 170,121ha 8 232 25 257
群馬県 ぐんまリフレッシュ高原リゾート構想 175,358ha 13 249 43 292
埼玉県 秩父リゾート地域整備構想 99,417ha 4 68 23 91
千葉県 房総リゾート地域整備構想 178,581ha 11 349 16 365
新潟県 雪と緑のふるさとマイ・ライフリゾート新潟構想 163,443ha 8 223 47 270
石川県 石川県南加賀・白山麓総合保養地域整備構想 154,872ha 6 152 39 191
福井県 奥越高原リゾート構想 112,758ha 5 59 32 91
山梨県 山梨ハーベストリゾート構想 154,714ha 6 137 75 212
長野県 ”フレッシュエア信州”千曲川高原リゾート構想 177,810ha 6 210 54 264
静岡県 「にっぽんリゾート・ふじの国」構想 164,784ha 11 250 48 298
愛知県 三河湾地域リゾート構想 82,223ha 6 81 29 110
三重県 国際リゾート「三重サンベルトゾーン」構想 156,249ha 8 153 25 178
滋賀県 琵琶湖リゾートネックレス構想 174,468ha 7 209 38 247
京都府 丹後リゾート構想 127,793ha 8 143 58 201
兵庫県 総合保養地域の整備に関する基本構想 59,785ha 9 225 51 276
和歌山県 ”燦”黒潮リゾート構想 162,423ha 7 298 75 373
鳥取県 ふるさと大山ふれあいリゾート構想 146,923ha 8 153 64 217
島根県 島根中央地域リゾート構想 169,493ha 7 80 31 111
岡山県 蒜山美作リゾート構想 163,107ha 11 117 101 218
広島県 瀬戸内中央リゾート構想 121,252ha 8 154 30 184
山口県 サザンセト・サンシャインリゾート構想 34,667ha 4 91 79 170
徳島県 ヒューマン・リゾートとくしまの海と森構想 156,845ha 8 99 31 130
香川県 瀬戸内・サンリゾート構想 109,675ha 6 165 58 223
愛媛県 えひめ瀬戸内リゾート開発構想 140,356ha 10 272 31 303
高知県 土佐浜街道リゾート構想 143,071ha 7 99 41 140
福岡県 玄海レク・リゾート構想 143,305ha 9 306 12 318
佐賀県 歴史と自然のパノラマさがリゾート構想 175,038ha 8 165 85 250
長崎県 ナガサキ・エキゾティック・リゾート構想 145,377ha 7 219 47 266
熊本県 天草海洋リゾート基地建設構想 93,155ha 6 70 19 89
大分県 別府くじゅうリゾート構想 148,658ha 9 200 60 260
宮崎県 宮崎・日南海岸リゾート構想 133,271ha 6 106 21 127
鹿児島県 鹿児島サン・オーシャン・リゾート構想 167,495ha 9 286 105 391
沖縄県 沖縄トロピカルリゾート構想 226,281ha 10 232 14 246
合計 7,093 1,816 8,909
（注）平成１４年１月１日現在



表２－２　現行基本構想の特定地域面積、重点整備地区数、特定施設数（既供用を含む）
道府県 構想名 特定地域面積 重点整備地区数 特定民間施設 その他の特定施設特定施設合計
北海道 北海道富良野・大雪リゾート地域整備構想 334,397ha 8 205 33 238
北海道 北海道ニセコ・羊蹄・洞爺周辺リゾート地域整備構想 328,261ha 7 158 83 241
青森県 津軽・岩木リゾート構想 158,621ha 8 116 39 155
岩手県 さんりく・リアス・リゾート構想 172,871ha 7 156 50 206
宮城県 栗駒・船形リフレッシュリゾート－オアシス２１構想 169,880ha 4 164 24 188
秋田県 北緯４０°シーズナルリゾートあきた構想 177,050ha 9 105 50 155
山形県 蔵王・月山地域リゾート構想 179,245ha 9 135 81 216
福島県 会津フレッシュリゾート構想 177,527ha 9 226 36 262
茨城県 茨城・きらめき・リゾート構想 175,676ha 6 167 39 206
栃木県 日光・那須リゾートライン構想 170,121ha 8 249 38 287
群馬県 ぐんまリフレッシュ高原リゾート構想 175,358ha 13 251 50 301
埼玉県 秩父リゾート地域整備構想 99,417ha 4 94 45 139
千葉県 房総リゾート地域整備構想 178,581ha 11 358 16 374
新潟県 雪と緑のふるさとマイ・ライフリゾート新潟構想 163,443ha 8 223 47 270
石川県 石川県南加賀・白山麓総合保養地域整備構想 154,872ha 6 156 43 199
福井県 奥越高原リゾート構想 112,758ha 5 68 39 107
山梨県 山梨ハーベストリゾート構想 154,714ha 6 194 111 305
長野県 ”フレッシュエア信州”千曲川高原リゾート構想 177,810ha 6 221 67 288
静岡県 「にっぽんリゾート・ふじの国」構想 164,784ha 11 273 75 348
愛知県 三河湾地域リゾート構想 82,223ha 6 100 37 137
三重県 国際リゾート「三重サンベルトゾーン」構想 156,249ha 8 160 25 185
滋賀県 琵琶湖リゾートネックレス構想 174,468ha 7 224 66 290
京都府 丹後リゾート構想 127,793ha 8 148 62 210
兵庫県 総合保養地域の整備に関する基本構想 59,785ha 9 225 51 276
和歌山県 ”燦”黒潮リゾート構想 162,423ha 7 298 77 375
鳥取県 ふるさと大山ふれあいリゾート構想 146,923ha 8 155 64 219
島根県 島根中央地域リゾート構想 169,493ha 7 98 46 144
岡山県 蒜山美作リゾート構想 163,107ha 11 132 141 273
広島県 瀬戸内中央リゾート構想 121,252ha 8 173 51 224
山口県 サザンセト・サンシャインリゾート構想 34,667ha 4 113 134 247
徳島県 ヒューマン・リゾートとくしまの海と森構想 156,845ha 8 124 62 186
香川県 瀬戸内・サンリゾート構想 109,675ha 6 202 99 301
愛媛県 えひめ瀬戸内リゾート開発構想 140,356ha 10 274 35 309
高知県 土佐浜街道リゾート構想 143,071ha 7 113 78 191
福岡県 玄海レク・リゾート構想 143,305ha 9 320 17 337
佐賀県 歴史と自然のパノラマさがリゾート構想 175,038ha 8 187 95 282
長崎県 ナガサキ・エキゾティック・リゾート構想 145,377ha 7 221 47 268
熊本県 天草海洋リゾート基地建設構想 93,155ha 6 72 25 97
大分県 別府くじゅうリゾート構想 148,658ha 9 232 105 337
宮崎県 宮崎・日南海岸リゾート構想 133,271ha 6 107 21 128
鹿児島県 鹿児島サン・オーシャン・リゾート構想 167,495ha 9 318 226 544
沖縄県 沖縄トロピカルリゾート構想 226,281ha 10 282 59 341
合計 7,797 2,589 10,386
（注）平成１４年１月１日現在



表３－１       現行基本構想における特定施設の状況（既存施設を含まない） 

 

（注）平成１４年１月１日現在 
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表３－２       現行基本構想における特定施設の状況（既存施設を含む） 

 

（注）平成１４年１月１日現在 
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表４－１　特定施設の状況（既供用を除く）
平成１４年 平成１２年 差

特定民間施設 供用中 996 920 76
整備中 178 281 -103
計画中 1,398 1,660 -262
構想中 4,521 4,279 242
合計 7,093 7,140 -47

その他の特定施設供用中 866 803 63
整備中 82 136 -54
計画中 175 189 -14
構想中 693 684 9
合計 1,816 1,812 4

合計 供用中 1,862 1,723 139
整備中 260 417 -157
計画中 1,573 1,849 -276
構想中 5,214 4,963 251
合計 8,909 8,952 -43

（注）１．道府県調べにより国土交通省集計
　　　２．各年１月１日現在

表４－２　特定施設の状況（既供用を含む）
平成１４年 平成１２年 差

特定民間施設 供用中 1,700 1,638 62
整備中 178 281 -103
計画中 1,398 1,660 -262
構想中 4,521 4,279 242
合計 7,797 7,858 -61

その他の特定施設供用中 1,639 1,563 76
整備中 82 136 -54
計画中 175 189 -14
構想中 693 684 9
合計 2,589 2,572 17

合計 供用中 3,339 3,201 138
整備中 260 417 -157
計画中 1,573 1,849 -276
構想中 5,214 4,963 251
合計 10,386 10,430 -44

（注）１．道府県調べにより国土交通省集計
　　　２．各年１月１日現在



図５ 特定施設の整備状況

（注）１．道府県調べにより国土交通省集計

２．供用中には基本構想策定時に既に供用されていたものを含まない。

３．数字は施設数であり、カッコ書はその割合である。
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表５－１　特定施設の進捗率（既供用を除く）
道府県 構想名 特定民間 うち供用中 進捗率 その他の うち供用中 進捗率 特定施設 うち供用中 進捗率

施設数 ＋整備中 （％） 特定施設数 ＋整備中 （％） 合計 ＋整備中 （％）
北海道 北海道富良野・大雪リゾート地域整備構想 202 17 8.4 28 6 21.4 230 23 10.0
北海道 北海道ニセコ・羊蹄・洞爺周辺リゾート地域整備構想 62 5 8.1 32 11 34.4 94 16 17.0
青森県 津軽・岩木リゾート構想 115 27 23.5 26 17 65.4 141 44 31.2
岩手県 さんりく・リアス・リゾート構想 156 17 10.9 50 26 52.0 206 43 20.9
宮城県 栗駒・船形リフレッシュリゾートーオアシス２１構想 147 60 40.8 15 6 40.0 162 66 40.7
秋田県 北緯４０°シーズナルリゾートあきた構想 100 16 16.0 50 33 66.0 150 49 32.7
山形県 蔵王・月山地域リゾート構想 123 10 8.1 59 25 42.4 182 35 19.2
福島県 会津フレッシュリゾート構想 199 44 22.1 18 6 33.3 217 50 23.0
茨城県 茨城・きらめき・リゾート構想 137 10 7.3 31 16 51.6 168 26 15.5
栃木県 日光・那須リゾートライン構想 232 51 22.0 25 21 84.0 257 72 28.0
群馬県 ぐんまリフレッシュ高原リゾート構想 249 31 12.4 43 13 30.2 292 44 15.1
埼玉県 秩父リゾート地域整備構想 68 19 27.9 23 17 73.9 91 36 39.6
千葉県 房総リゾート地域整備構想 349 42 12.0 16 16 100.0 365 58 15.9
新潟県 雪と緑のふるさとマイ・ライフリゾート新潟構想 223 70 31.4 47 24 51.1 270 94 34.8
石川県 石川県南加賀・白山麓総合保養地域整備構想 152 22 14.5 39 14 35.9 191 36 18.8
福井県 奥越高原リゾート構想 59 24 40.7 32 16 50.0 91 40 44.0
山梨県 山梨ハーベストリゾート構想 137 40 29.2 75 32 42.7 212 72 34.0
長野県 ”フレッシュエア信州”千曲川高原リゾート構想 210 7 3.3 54 13 24.1 264 20 7.6
静岡県 「にっぽんリゾート・ふじの国」構想 250 38 15.2 48 21 43.8 298 59 19.8
愛知県 三河湾地域リゾート構想 81 19 23.5 29 24 82.8 110 43 39.1
三重県 国際リゾート「三重サンベルトゾーン」構想 153 39 25.5 25 18 72.0 178 57 32.0
滋賀県 琵琶湖リゾートネックレス構想 209 25 12.0 38 21 55.3 247 46 18.6
京都府 丹後リゾート構想 143 18 12.6 58 27 46.6 201 45 22.4
兵庫県 総合保養地域の整備に関する基本構想 225 33 14.7 51 49 96.1 276 82 29.7
和歌山県 ”燦”黒潮リゾート構想 298 31 10.4 75 45 60.0 373 76 20.4
鳥取県 ふるさと大山ふれあいリゾート構想 153 18 11.8 64 39 60.9 217 57 26.3
島根県 島根中央地域リゾート構想 80 17 21.3 31 19 61.3 111 36 32.4
岡山県 蒜山美作リゾート構想 117 14 12.0 101 32 31.7 218 46 21.1
広島県 瀬戸内中央リゾート構想 154 22 14.3 30 18 60.0 184 40 21.7
山口県 サザンセト・サンシャインリゾート構想 91 5 5.5 79 40 50.6 170 45 26.5
徳島県 ヒューマン・リゾートとくしまの海と森構想 99 9 9.1 31 12 38.7 130 21 16.2
香川県 瀬戸内・サンリゾート構想 165 20 12.1 58 45 77.6 223 65 29.1
愛媛県 えひめ瀬戸内リゾート開発構想 272 3 1.1 31 12 38.7 303 15 5.0
高知県 土佐浜街道リゾート構想 99 3 3.0 41 18 43.9 140 21 15.0
福岡県 玄海レク・リゾート構想 306 27 8.8 12 5 41.7 318 32 10.1
佐賀県 歴史と自然のパノラマさがリゾート構想 165 40 24.2 85 49 57.6 250 89 35.6
長崎県 ナガサキ・エキゾティック・リゾート構想 219 119 54.3 47 29 61.7 266 148 55.6
熊本県 天草海洋リゾート基地建設構想 70 3 4.3 19 7 36.8 89 10 11.2
大分県 別府くじゅうリゾート構想 200 44 22.0 60 41 68.3 260 85 32.7
宮崎県 宮崎・日南海岸リゾート構想 106 35 33.0 21 10 47.6 127 45 35.4
鹿児島県 鹿児島サン・オーシャン・リゾート構想 286 36 12.6 105 51 48.6 391 87 22.3
沖縄県 沖縄トロピカルリゾート構想 232 44 19.0 14 4 28.6 246 48 19.5
合計 7,093 1,174 16.6 1,816 948 52.2 8,909 2,122 23.8
（注）１．道府県調べにより国土交通省集計
　　  ２．平成１４年１月１日現在
　　　３．特定民間施設数、その他の特定施設数及び特定施設数は現行基本構想の数値。進捗率はそのうち供用中＋整備中の割合



表５－２　特定施設の進捗率（既供用を含む）
道府県 構想名 特定民間 うち供用中 進捗率 その他の うち供用中 進捗率 特定施設 うち供用中 進捗率

施設数 ＋整備中 （％） 特定施設数 ＋整備中 （％） 合計 ＋整備中 （％）
北海道 北海道富良野・大雪リゾート地域整備構想 205 20 9.8 33 11 33.3 238 31 13.0
北海道 北海道ニセコ・羊蹄・洞爺周辺リゾート地域整備構想 158 101 63.9 83 62 74.7 241 163 67.6
青森県 津軽・岩木リゾート構想 116 28 24.1 39 30 76.9 155 58 37.4
岩手県 さんりく・リアス・リゾート構想 156 17 10.9 50 26 52.0 206 43 20.9
宮城県 栗駒・船形リフレッシュリゾートーオアシス２１構想 164 77 47.0 24 15 62.5 188 92 48.9
秋田県 北緯４０°シーズナルリゾートあきた構想 105 21 20.0 50 33 66.0 155 54 34.8
山形県 蔵王・月山地域リゾート構想 135 22 16.3 81 47 58.0 216 69 31.9
福島県 会津フレッシュリゾート構想 226 71 31.4 36 24 66.7 262 95 36.3
茨城県 茨城・きらめき・リゾート構想 167 40 24.0 39 24 61.5 206 64 31.1
栃木県 日光・那須リゾートライン構想 249 68 27.3 38 34 89.5 287 102 35.5
群馬県 ぐんまリフレッシュ高原リゾート構想 251 33 13.1 50 20 40.0 301 53 17.6
埼玉県 秩父リゾート地域整備構想 94 45 47.9 45 39 86.7 139 84 60.4
千葉県 房総リゾート地域整備構想 358 51 14.2 16 16 100.0 374 67 17.9
新潟県 雪と緑のふるさとマイ・ライフリゾート新潟構想 223 70 31.4 47 24 51.1 270 94 34.8
石川県 石川県南加賀・白山麓総合保養地域整備構想 156 26 16.7 43 18 41.9 199 44 22.1
福井県 奥越高原リゾート構想 68 33 48.5 39 23 59.0 107 56 52.3
山梨県 山梨ハーベストリゾート構想 194 97 50.0 111 68 61.3 305 165 54.1
長野県 ”フレッシュエア信州”千曲川高原リゾート構想 221 18 8.1 67 26 38.8 288 44 15.3
静岡県 「にっぽんリゾート・ふじの国」構想 273 61 22.3 75 48 64.0 348 109 31.3
愛知県 三河湾地域リゾート構想 100 38 38.0 37 32 86.5 137 70 51.1
三重県 国際リゾート「三重サンベルトゾーン」構想 160 46 28.8 25 18 72.0 185 64 34.6
滋賀県 琵琶湖リゾートネックレス構想 224 40 17.9 66 49 74.2 290 89 30.7
京都府 丹後リゾート構想 148 23 15.5 62 31 50.0 210 54 25.7
兵庫県 総合保養地域の整備に関する基本構想 225 33 14.7 51 49 96.1 276 82 29.7
和歌山県 ”燦”黒潮リゾート構想 298 31 10.4 77 47 61.0 375 78 20.8
鳥取県 ふるさと大山ふれあいリゾート構想 155 20 12.9 64 39 60.9 219 59 26.9
島根県 島根中央地域リゾート構想 98 35 35.7 46 34 73.9 144 69 47.9
岡山県 蒜山美作リゾート構想 132 29 22.0 141 72 51.1 273 101 37.0
広島県 瀬戸内中央リゾート構想 173 41 23.7 51 39 76.5 224 80 35.7
山口県 サザンセト・サンシャインリゾート構想 113 27 23.9 134 95 70.9 247 122 49.4
徳島県 ヒューマン・リゾートとくしまの海と森構想 124 34 27.4 62 43 69.4 186 77 41.4
香川県 瀬戸内・サンリゾート構想 202 57 28.2 99 86 86.9 301 143 47.5
愛媛県 えひめ瀬戸内リゾート開発構想 274 5 1.8 35 16 45.7 309 21 6.8
高知県 土佐浜街道リゾート構想 113 17 15.0 78 55 70.5 191 72 37.7
福岡県 玄海レク・リゾート構想 320 41 12.8 17 10 58.8 337 51 15.1
佐賀県 歴史と自然のパノラマさがリゾート構想 187 62 33.2 95 59 62.1 282 121 42.9
長崎県 ナガサキ・エキゾティック・リゾート構想 221 121 54.8 47 29 61.7 268 150 56.0
熊本県 天草海洋リゾート基地建設構想 72 5 6.9 25 13 52.0 97 18 18.6
大分県 別府くじゅうリゾート構想 232 76 32.8 105 86 81.9 337 162 48.1
宮崎県 宮崎・日南海岸リゾート構想 107 36 33.6 21 10 47.6 128 46 35.9
鹿児島県 鹿児島サン・オーシャン・リゾート構想 318 68 21.4 226 172 76.1 544 240 44.1
沖縄県 沖縄トロピカルリゾート構想 282 94 33.3 59 49 83.1 341 143 41.9
合計 7,797 1,878 24.1 2,589 1,721 66.5 10,386 3,599 34.7
（注）１．道府県調べにより国土交通省集計
　　  ２．平成１４年１月１日現在
　　　３．特定民間施設数、その他の特定施設数及び特定施設数は現行基本構想の数値。進捗率はそのうち供用中＋整備中の割合



表６－１　施設種類別進捗率（既供用を含まず）
施設数 うち供用中＋整備中 進捗率（％）

特定民間施設 １号施設（スポ・レク施設） 3,064 481 15.7
２号施設（教養文化施設） 658 115 17.5
３号施設（休養施設） 520 90 17.3
４号施設（集会施設） 300 38 12.7
５号施設（宿泊施設） 1,267 168 13.3
６号施設（交通施設） 499 122 24.4
７号施設（販売施設） 365 72 19.7
８号施設（熱供給施設等） 420 88 21.0
合計 7,093 1,174 16.6

その他の特定施設１号施設（スポ・レク施設） 964 497 51.6
２号施設（教養文化施設） 292 138 47.3
３号施設（休養施設） 176 98 55.7
４号施設（集会施設） 79 46 58.2
５号施設（宿泊施設） 53 23 43.4
６号施設（交通施設） 154 87 56.5
７号施設（販売施設） 38 21 55.3
８号施設（熱供給施設等） 60 38 63.3
合計 1,816 948 52.2

合計 １号施設（スポ・レク施設） 4,028 978 24.3
２号施設（教養文化施設） 950 253 26.6
３号施設（休養施設） 696 188 27.0
４号施設（集会施設） 379 84 22.2
５号施設（宿泊施設） 1,320 191 14.5
６号施設（交通施設） 653 209 32.0
７号施設（販売施設） 403 93 23.1
８号施設（熱供給施設等） 480 126 26.3
合計 8,909 2,122 23.8

（注）１．道府県調べにより国土交通省集計
　　　２．平成１４年１月１日現在
　　　３．施設数は現行基本構想における数値。進捗率はそのうち供用中＋整備中の割合



表６－２　施設種類別進捗率（既供用を含む）
施設数 うち供用中＋整備中 進捗率（％）

特定民間施設 １号施設（スポ・レク施設） 3,373 790 23.4
２号施設（教養文化施設） 741 198 26.7
３号施設（休養施設） 548 118 21.5
４号施設（集会施設） 317 55 17.4
５号施設（宿泊施設） 1,449 350 24.2
６号施設（交通施設） 526 149 28.3
７号施設（販売施設） 396 103 26.0
８号施設（熱供給施設等） 447 115 25.7
合計 7,797 1,878 24.1

その他の特定施設１号施設（スポ・レク施設） 1,414 947 67.0
２号施設（教養文化施設） 421 267 63.4
３号施設（休養施設） 228 150 65.8
４号施設（集会施設） 127 94 74.0
５号施設（宿泊施設） 87 57 65.5
６号施設（交通施設） 187 120 64.2
７号施設（販売施設） 47 30 63.8
８号施設（熱供給施設等） 78 56 71.8
合計 2,589 1,721 66.5

合計 １号施設（スポ・レク施設） 4,787 1,737 36.3
２号施設（教養文化施設） 1,162 465 40.0
３号施設（休養施設） 776 268 34.5
４号施設（集会施設） 444 149 33.6
５号施設（宿泊施設） 1,536 407 26.5
６号施設(交通施設） 713 269 37.7
７号施設（販売施設） 443 133 30.0
８号施設（熱供給施設等） 525 171 32.6
合計 10,386 3,599 34.7

（注）１．道府県調べにより国土交通省集計
　　　２．平成１４年１月１日現在
　　　３．施設数は現行基本構想における数値。進捗率はそのうち供用中＋整備中の割合



表７－１　施設別進捗率（既供用を除く）
施設数 供用中＋整備中 進捗率（％）

特定民間施設 ゴルフ場 280 86 30.7
スキー場 131 48 36.6
ホテル 603 103 17.1
マリーナ 102 15 14.7
合計 1,116 252 22.6

その他の特定施設ゴルフ場 3 2 66.7
スキー場 14 7 50.0
ホテル 7 6 85.7
マリーナ 26 12 46.2
合計 50 27 54.0

合計 ゴルフ場 283 88 31.1
スキー場 145 55 37.9
ホテル 610 109 17.9
マリーナ 128 27 21.1
合計 1,166 279 23.9

（注）１．道府県調べにより国土交通省集計
      ２．平成１４年１月１日現在
　　　３．施設数は現行基本構想における数値。進捗率はそのうち供用中＋
　　 　整備中の割合



表７－２　施設別進捗率（既供用を含む）
施設数 供用中＋整備中 進捗率（％）

特定民間施設 ゴルフ場 318 124 39.0
スキー場 164 81 49.4
ホテル 712 212 29.8
マリーナ 109 22 20.2
合計 1,303 439 33.7

その他の特定施設ゴルフ場 5 4 80.0
スキー場 25 18 72.0
ホテル 11 10 90.9
マリーナ 30 16 53.3
合計 71 48 67.6

合計 ゴルフ場 323 128 39.6
スキー場 189 99 52.4
ホテル 723 222 30.7
マリーナ 139 38 27.3
合計 1,374 487 35.4

（注）１．道府県調べにより国土交通省集計
      ２．平成１４年１月１日現在
　　　３．施設数は現行基本構想における数値。進捗率はそのうち供用中＋
　　 　整備中の割合



表８ 特定施設の種類別供用状況（平成１４年１月１日現在）

既供用施設数 供用施設数 合 計 構成比

１号施設 スポ・レク施設 ７５９ ８６１ １，６２０ 48.5%（ ）
（うちゴルフ場） （４０） （７１） （１１１） (3.3%)
（うちスキー場） （４４） （５２） （９６） (2.9%)

２号施設（教養文化施設） ２１２ ２２２ ４３４ 13.0%

３号施設（休養施設） ８０ １７０ ２５０ 7.5%

４号施設（集会施設） ６５ ７１ １３６ 4.1%

５号施設（宿泊施設） ２１６ １５２ ３６８ 11.0%
（うちホテル） （１１３） （８９） （２０２） (6.0%)

その他６号～８号施設 １４５ ３８６ ５３１ 15.9%

合 計 １，４７７ １，８６２ ３，３３９ 100.0%

（注）１：道府県調べにより国土交通省集計
２：既供用施設とは、基本構想策定時に既に供用されていたものである。



表９　事業費実績と当初構想時の見通しとの比較

道府県 構想名
当初基本構想事業費

見通し（億円）
事業費実績（億円）

見通し・実績比
（％）

北海道 北海道富良野・大雪リゾート地域整備構想 2,815 720 25.6
北海道 北海道ニセコ・羊蹄・洞爺周辺リゾート地域整備構想 注2)1,586 注2)60 注2)3.8
青森県 津軽・岩木リゾート構想 1,249 490 39.2
岩手県 さんりく・リアス・リゾート構想 1,623 310 19.1
宮城県 栗駒・船形リフレッシュリゾートーオアシス２１構想 1,138 353 31.0
秋田県 北緯４０°シーズナルリゾートあきた構想 1,617 358 22.1
山形県 蔵王・月山地域リゾート構想 3,028 376 12.4
福島県 会津フレッシュリゾート構想 1,989 1,298 65.3
茨城県 茨城・きらめき・リゾート構想 2,423 499 20.6
栃木県 日光・那須リゾートライン構想 2,070 1,101 53.2
群馬県 ぐんまリフレッシュ高原リゾート構想 2,958 862 29.1
埼玉県 秩父リゾート地域整備構想 938 644 68.7
千葉県 房総リゾート地域整備構想 9,500 900 9.5
新潟県 雪と緑のふるさとマイ・ライフリゾート新潟構想 2,942 783 26.6
石川県 石川県南加賀・白山麓総合保養地域整備構想 3,239 897 27.7
福井県 奥越高原リゾート構想 1,059 580 54.8
山梨県 山梨ハーベストリゾート構想 1,749 1,817 103.9
長野県 ”フレッシュエア信州”千曲川高原リゾート構想 2,253 335 14.9
静岡県 「にっぽんリゾート・ふじの国」構想 5,445 1,506 27.7
愛知県 三河湾地域リゾート構想 2,075 1,081 52.1
三重県 国際リゾート「三重サンベルトゾーン構想」 3,545 2,524 71.2
滋賀県 琵琶湖リゾートネックレス構想 5,192 797 15.4
京都府 丹後リゾート構想 1,711 339 19.8
兵庫県 総合保養地域の整備に関する基本構想 4,230 714 16.9
和歌山県 ”燦”黒潮リゾート構想 6,070 1,158 19.1
鳥取県 ふるさと大山ふれあいリゾート構想 1,451 452 31.2
島根県 島根中央地域リゾート構想 1,233 452 36.7
岡山県 蒜山美作リゾート構想 2,169 544 25.1
広島県 瀬戸内中央リゾート構想 2,045 753 36.8
山口県 サザンセト・サンシャインリゾート構想 1,181 234 19.8
徳島県 ヒューマン・リゾートとくしまの海と森構想 1,578 908 57.5
香川県 瀬戸内・サンリゾート構想 3,557 1,683 47.3
愛媛県 えひめ瀬戸内リゾート開発構想 2,904 336 11.6
高知県 土佐浜街道リゾート構想 2,423 177 7.3
福岡県 玄海レク・リゾート構想 5,734 1,486 25.9
佐賀県 歴史と自然のパノラマさがリゾート構想 1,738 871 50.1
長崎県 ナガサキ・エキゾティック・リゾート構想 3,656 3,132 85.7
熊本県 天草海洋リゾート基地建設構想 911 237 26.0
大分県 別府くじゅうリゾート構想 1,898 1,147 60.4
宮崎県 宮崎・日南海岸リゾート構想 1,985 2,857 143.9
鹿児島県 鹿児島サン・オーシャン・リゾート構想 2,403 760 31.6
沖縄県 沖縄トロピカルリゾート構想 5,379 2,459 45.7
合計 113,103 38,930 34.4
（注）１．道府県調べにより国土交通省集計

　　  ３．事業費実績は平成１３年度までの累積  
      ４．見通し・実績比とは、当初基本構想事業費見通しに対する平成１３年度までの事業費実績の比率である。
　　　５．構想によっては、暫定値によるものがある。

　　　２．当初基本構想事業費見通しは、当初の基本構想作成の際の参考資料における１０年間事業費見通しないし当初基本構想作成
　　　　　前に行われた基礎調査による１０年間事業費見通しの数値（「北海道ニセコ・羊蹄・洞爺周辺リゾート地域整備構想」は作成時点
　　　　　が新しいため５年間の数値。このため、同構想に係る数値は合計値から除外している。）



（注）１．道府県調べにより国土交通省集計
　　　２．施設整備進捗率とは、当初の基本構想作成時に既に供用されていた施設を除く、
　　　 現在の基本構想の特定施設数に対する供用中＋整備中施設の割合
　　　３．見通し・実績比は、当初の基本構想参考資料ないし基本構想作成前に行われた
　　　　　基礎調査における１０年間事業費見通し（「北海道ニセコ・羊蹄・洞爺周辺リゾー
　　　　　ト地域整備構想は５年間）に対する平成１３年度までの事業費実績の割合

図６　施設整備と事業費
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表１０ 地元の創意工夫により成果を上げている特定施設の事例と特徴

特定施設名【道府県名】 特 徴

やくらいガーデン【宮城県】 薬莱山の麓に広がる８つのテーマガーデン。ハーブを利用した体験講座の実施。庭園を結婚式場
やくらい

に開放。５００万本のコスモスフェアなど年間を通してイベントを実施。
スキー場・ゴルフ場・ホテル（民間）と温泉施設・各種体験施設（町）の一体的整備で、当初の
３倍以上に入込客が増加。

新玉川温泉【秋田県】 癒しブームにのる。
地元の民間企業のアイデアにより、バリアフリー化に加え、ベッドの高さも高齢者等に配慮。

ウェスタン村（オールド・ウェ アトラクションの充実、イベントの開催、入村料の大幅値下げなどリピーター確保に努力。
スト・アミューズメントパー 周辺の鬼怒川・川治温泉郷や観光集客施設と連携した商品を開発。
ク 【栃木県】）

潮風王国（サウスコーストリゾ 花畑の広がる海岸線に建つ南欧風の建物で地元の新鮮な魚介類、水産加工品等の販売や料理を提
ート千倉 【千葉県】 供。）

ポール・ラッシュフォレスト 環境教育、国際理解教育等が従来から行われており、全国的に知名度が高く、リピーター多し。
【山梨県】

一色町さかな広場【愛知県】 地元で揚がった鮮魚を販売、飲食。

マキノ高原・マキノピックラン 赤坂山の麓にあり、冬はゲレンデ、春～秋は緑のじゅうたんが広がりオールシーズン利用可能。
。 （ ）、ド【滋賀県】 利用者の自然志向の高まりを踏まえた対応 きめ細かな施設運営 地元雇用者による親切な対応

地元の農業従事者のアイデアも取り入れたニーズに合った事業の展開（キャンプ、自然観察、果
実狩り、温泉等 。）
施設の整備が段階的、継続的に行われているため、利用者にとって目新しい。平成１３年度は約
１０万人が利用（前年度の倍 。）

周防大島温泉【山口県】 温泉施設の整備。
ホテル大観荘【山口県】 積極的なＰＲ。

グラバー園【長崎県】 高齢者、障害者等に配慮した園路整備やトイレ等のバリアフリー化。四季おりおりの花を咲かせ
るため植栽に注力。地域住民が一体となって年間を通じ多彩なイベントを実施。

ハウステンボス【長崎県】 年間通じた多彩なイベントの開催。年間を通しての植栽。環境学習プログラムの充実化。ハウス
テンボスボランティアガイド「フリーント」の創設。国内外への積極的なＰＲ。



表１１ 総合保養地域以外の観光施設の動向

施設名 内 容 状 況 備 考

Ａ施設（仮称） ホテル、温泉施設、集会施設、スポーツ施 開業以来、入込客数は安定
設（テニス、乗馬等） 売上高は減少傾向

Ｂ施設（仮称） 馬をテーマとした施設 入込客数は一貫して増加 空港へのアクセス良
売上高も堅調に推移 修学旅行に対応

Ｃ施設（仮称） 遊園地、水族館、植物園 初年度のみ見込み入場者を超えたが、後は
一貫して減少
開業後３年あまりで破綻

Ｄ施設（仮称） 農業公園 開業後３年目で入場者激減。現在も減少傾 農業公園の状況は各地
向（ピークの４～５分の１） でマチマチ

Ｅ施設（仮称） ホテル、温泉、広場、動物園、各種体験工 入込客数、売上高とも一貫して増加
房



図７ リゾート関係第三セクターの設立年

（注）国土交通省調査「リゾート関係第三セクターの状況に関する

調査 （平成１３年６月）による。」

図８ リゾート関係第三セクターの経営収支

（注）国土交通省調査「リゾート関係第三セクターの状況に関する

調査 （平成１３年６月）による。」
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図１２ 宿泊観光・兼観光消費総額等の推移

（注）国土交通省「観光白書」各年版による。

（注 （社）日本ホテル協会「宿泊関係統計資料」より作成）

図１３　リゾートホテルの稼働率の推移
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図１４ 各種スポーツ参加人口の推移

（注）レジャー白書（自由時間デザイン協会／旧余暇開発センター）より（財）日本交通公社作成

表１３ 法制定当時の市場規模展望（兆円、％）

業 種 昭和６０年 平成１２年 平均成長率

リゾート ２．４ １２．０ １２．２
事務用機械 ２．３ １０．４ １０．７
造船 ２．４ ０．５ －１０．０
電子計算機 ３．３ １３．５ ９．８
精密機械 ４．０ ７．３ ４．０
重電機械 ４．６ ８．４ ４．１
非鉄 ５．８ ９．１ ３．１
繊維 ８．８ １２．４ ２．３

（注）リゾートについては、野村総合研究所「２０００年のリゾ

ート産業 （1989 、他については、日本経済研究センター推」 ）

計（1989）による。
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図１６ マネーサプライ・M２＋ＣＤ
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（注）１．日本銀行「経済統計月報、同年報」による。
２．平成１０年より在日外銀、外資系信託、全信連の国内預金等を加

えた新ベース



表１５　昭和６３年当時の業種別レジャー・リゾート事業参入動向
社数 参入企業 稼働施設有り 建設中施設有り 構想中施設有り

水産・食品 62 15% 6% 0% 8%
建設 69 33% 13% 16% 4%
エンジニアリング 27 4% 0% 0% 4%
繊維 46 7% 4% 0% 2%
紙・パルプ 20 10% 10% 0% 0%
化学 95 4% 1% 1% 2%
薬品 31 0% 0% 0% 0%
鉱業・石油 17 12% 6% 0% 12%
ゴム 10 0% 0% 0% 0%
窯業 32 13% 3% 0% 9%
鉄鋼 38 16% 8% 3% 5%
非鉄金属 24 13% 8% 0% 4%
金属製品 22 0% 0% 0% 0%
機械 85 5% 2% 0% 2%
電気機械 110 1% 1% 0% 0%
輸送機械 52 15% 4% 0% 12%
精密他製造 48 2% 0% 2% 2%
総合商社 9 78% 22% 11% 56%
専門商社 47 6% 4% 0% 2%
ファッション 20 10% 0% 0% 5%
百貨店スーパー 41 7% 2% 0% 2%
その他商業 15 20% 7% 0% 7%
ファイナンス 14 14% 0% 0% 14%
不動産 21 38% 33% 0% 5%
運輸 48 38% 33% 0% 4%
その他 39 13% 10% 0% 3%

1042 12% 6% 1% 4%
（注）野村総合研究所「２０００年のリゾート産業」（１９８９）による。



（注）日経産業新聞「主要５３０コースゴルフ会員権相場」による。

図１７　ゴルフ会員権相場の動向
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表１６　利用者の実績の状況
道府県 構想名 構想見通し（万人） １３年度利用者（万人）見通し・実績比（％）
北海道 北海道富良野・大雪リゾート地域整備構想 1,330 263 19.8
北海道 北海道ニセコ・羊蹄・洞爺周辺リゾート地域整備構想 注2)188 注2)33 注2)17.6
青森県 津軽・岩木リゾート構想 771 160 20.8
岩手県 さんりく・リアス・リゾート構想 758 251 33.1
宮城県 栗駒・船形リフレッシュリゾートーオアシス２１構想 352 53 15.1
秋田県 北緯４０°シーズナルリゾートあきた構想 943 129 13.7
山形県 蔵王・月山地域リゾート構想 768 620 80.7
福島県 会津フレッシュリゾート構想 558 261 46.8
茨城県 茨城・きらめき・リゾート構想 504 119 23.6
栃木県 日光・那須リゾートライン構想 870 739 84.9
群馬県 ぐんまリフレッシュ高原リゾート構想 1,463 337 23.0
埼玉県 秩父リゾート地域整備構想 700 345 49.3
千葉県 房総リゾート地域整備構想 2,280 425 18.6
新潟県 雪と緑のふるさとマイ・ライフリゾート新潟構想 915 287 31.4
石川県 石川県南加賀・白山麓総合保養地域整備構想 1,495 625 41.8
福井県 奥越高原リゾート構想 385 330 85.6
山梨県 山梨ハーベストリゾート構想 693 475 68.5
長野県 ”フレッシュエア信州”千曲川高原リゾート構想 571 29 5.1
静岡県 「にっぽんリゾート・ふじの国」構想 1,805 1,043 57.8
愛知県 三河湾地域リゾート構想 669 592 88.5
三重県 国際リゾート「三重サンベルトゾーン」構想 1,052 810 77.0
滋賀県 琵琶湖リゾートネックレス構想 1,874 751 40.1
京都府 丹後リゾート構想 373 395 106.0
兵庫県 総合保養地域の整備に関する基本構想 613 151 24.6
和歌山県 ”燦”黒潮リゾート構想 1,226 439 35.8
鳥取県 ふるさと大山ふれあいリゾート構想 330 81 24.5
島根県 島根中央地域リゾート構想 172 162 94.2
岡山県 蒜山美作リゾート構想 268 234 87.3
広島県 瀬戸内中央リゾート構想 556 273 49.1
山口県 サザンセト・サンシャインリゾート構想 127 100 78.7
徳島県 ヒューマン・リゾートとくしまの海と森構想 302 404 133.8
香川県 瀬戸内・サンリゾート構想 1,488 435 29.2
愛媛県 えひめ瀬戸内リゾート開発構想 755 35 4.6
高知県 土佐浜街道リゾート構想 589 314 53.3
福岡県 玄海レク・リゾート構想 3,964 702 17.7
佐賀県 歴史と自然のパノラマさがリゾート構想 565 604 106.9
長崎県 ナガサキ・エキゾティック・リゾート構想 1,338 838 62.6
熊本県 天草海洋リゾート基地建設構想 140 73 52.1
大分県 別府くじゅうリゾート構想 890 534 60.0
宮崎県 宮崎・日南海岸リゾート構想 459 355 77.3
鹿児島県 鹿児島サン・オーシャン・リゾート構想 638 476 74.6
沖縄県 沖縄トロピカルリゾート構想 2,136 882 41.3
合計 37,685 16,131 42.8
（注）１．道府県調べにより国土交通省集計

　　　３．見通し・実績比とは、構想見通しに対する13年度利用者実績の割合である。
　　　４．構想によっては、暫定値によるものがある。
　　　５．公営ハイキングコース等正確な利用者が計測できない施設があり、低めのバイアスがかかっている可能性がある。

　　　２．構想見通しとは当初の基本構想作成前に行われた基礎調査による10年後利用者見通しの数値（「北海道ニセコ・羊蹄・
　　　　　洞爺周辺リゾート地域整備構想」は５年後の数値。このため、同構想に係る数値は合計値から除外している。）。なお、当
　　　　　初の見通しの記載のない一部重点整備地区を除く。



（注）１．道府県調べにより国土交通省集計
　　　２．施設整備進捗率とは、当初の基本構想作成時に既に供用されていた施設を含む、
　　　 現在の基本構想の特定施設数に対する供用中＋整備中施設の割合
　　　３．見通し・実績比は、当初の基本構想作成前に行われた基礎調査による１０年後利
　　　　　用者見通し（「北海道ニセコ・羊蹄・洞爺周辺リゾート地域整備構想」は５年後）に
　　　　　対する１３年度の利用者実績の割合。なお、当初見通しの記載のない一部重点整
　　　　　備地区を除く。

図１８　整備進捗率と利用者
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図１９ 利用者の推移

（注）１．道府県調べにより国土交通省集計

２．カッコ書は平成６年度の利用者数を１００とした場合の平成１３年

度の利用者数を指数化したものである。

３．途中で承認された１地域は集計から除いている。

４．平成６年度から平成１３年度にかけて新たに供用された特定施設は

６８７ヶ所ある。
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表１７ 利用者数の全国観光延べ人数との比較 （Ｈ６年度＝１００．０）

平成６年度 平成10年度 平成13年度

特定施設の全利用者数 １００．０ １０６．５ １０１．８

全国観光延べ人数 １００．０ １０１．７ ９３．２

（注）１：特定施設の全利用者数は、各特定施設から道府県を通じて聞き取りをしたもの（国
土交通省調べ）である。一方、全国観光延べ人数は、国民へのアンケート調査により
集計したもの（国土交通省「観光白書」各年版による）となっており、両者の調査対
象及び調査方法は異なる。

２：特定施設の全利用者数につき、途中で承認された１地域は集計から除いている。
３：平成６年度から平成１３年度にかけて新たに供用された特定施設は６８７ヶ所ある。



図２０　基本構想別利用者の増減率（平成６年度～平成１３年度）

（注）１．道府県調べにより国土交通省集計
　　　２．データは、平成６年度の利用者数に対する平成１３年度の利用者数の増減率である。
　　　３．途中で承認された１地域はデータから除いている。
　　 　４．構想によっては、暫定値によるものがある。
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図２１ 宿泊者の推移

（注）１．国土交通省調べ

２．カッコ書は平成６年度の宿泊者数を１００とした場合の平成１３年

度の宿泊者数を指数化したものである。

３．連続して数値のとれない４地域は集計から除いている。

４．平成６年度から平成１３年度にかけて新たに供用された特定施設

（宿泊施設）は４４ヶ所ある。
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表１８ 宿泊者数の全国との比較 （Ｈ６年度＝１００．０）

平成６年度 平成10年度 平成13年度

特定施設（宿泊施設） １００．０ １３３．６ １３６．０
の全宿泊者数

全国観光及び兼観光宿 １００．０ １０１．５ ８９．１
泊客数

（注）１：特定施設（宿泊施設）の全宿泊者数は道府県調べにより国土交通省集計。全国観
光及び兼観光宿泊客数は国土交通省調べ

２：道府県により推計方法が異なるため、合計値の伸びにより比較している。
３：特定施設（宿泊施設）の全宿泊者数につき、連続して数値のとれない４地域は集
計から除いている。

４：平成６年度から平成１３年度にかけて新たに供用された特定施設（宿泊施設）は
４４ヶ所ある。



表１９　雇用者実績の状況
道府県 構想名 構想見通し（人） １４年度実績（人） 見通し・実績比（％）
北海道 北海道富良野・大雪リゾート地域整備構想 8,080 825 10.2
北海道 北海道ニセコ・羊蹄・洞爺周辺リゾート地域整備構想 注3)2,800 注3)113 注3)4.0
青森県 津軽・岩木リゾート構想 1,807 734 40.6
岩手県 さんりく・リアス・リゾート構想 2,900 441 15.2
宮城県 栗駒・船形リフレッシュリゾートーオアシス２１構想 2,400 495 20.6
秋田県 北緯４０°シーズナルリゾートあきた構想 3,040 808 26.6
山形県 蔵王・月山地域リゾート構想 3,310 356 10.8
福島県 会津フレッシュリゾート構想 3,000 1,735 57.8
茨城県 茨城・きらめき・リゾート構想 21,900 1,068 4.9
栃木県 日光・那須リゾートライン構想 1,788 1,391 77.8
群馬県 ぐんまリフレッシュ高原リゾート構想 8,010 1,179 14.7
埼玉県 秩父リゾート地域整備構想 2,100 969 46.1
千葉県 房総リゾート地域整備構想 9,051 1,055 11.7
新潟県 雪と緑のふるさとマイ・ライフリゾート新潟構想 6,900 996 14.4
石川県 石川県南加賀・白山麓総合保養地域整備構想 4,600 1,580 34.3
福井県 奥越高原リゾート構想 2,290 594 25.9
山梨県 山梨ハーベストリゾート構想 4,248 1,603 37.7
長野県 ”フレッシュエア信州”千曲川高原リゾート構想 4,900 217 4.4
静岡県 「にっぽんリゾート・ふじの国」構想 7,700 1,613 20.9
愛知県 三河湾地域リゾート構想 2,500 1,453 58.1
三重県 国際リゾート「三重サンベルトゾーン」構想 18,039 1,974 10.9
滋賀県 琵琶湖リゾートネックレス構想 9,100 1,115 12.3
京都府 丹後リゾート構想 2,050 731 35.7
兵庫県 総合保養地域の整備に関する構想 3,160 490 15.5
和歌山県 ”燦”黒潮リゾート構想 6,240 1,223 19.6
鳥取県 ふるさと大山ふれあいリゾート構想 2,500 186 7.4
島根県 島根中央地域リゾート構想 970 838 86.4
岡山県 蒜山美作リゾート構想 2,430 577 23.7
広島県 瀬戸内中央リゾート構想 3,380 778 23.0
山口県 サザンセト・サンシャインリゾート構想 1,130 324 28.7
徳島県 ヒューマン・リゾートとくしまの海と森構想 2,390 1,942 81.3
香川県 瀬戸内・サンリゾート構想 4,300 1,057 24.6
愛媛県 えひめ瀬戸内リゾート開発構想 3,680 268 7.3
高知県 土佐浜街道リゾート構想 2,490 471 18.9
福岡県 玄海レク・リゾート構想 11,479 2,134 18.6
佐賀県 歴史と自然のパノラマさがリゾート構想 3,100 1,009 32.5
長崎県 ナガサキ・エキゾティック・リゾート構想 6,700 2,534 37.8
熊本県 天草海洋リゾート基地建設構想 2,100 238 11.3
大分県 別府くじゅうリゾート構想 3,130 2,194 70.1
宮崎県 宮崎・日南海岸リゾート構想 7,000 2,014 28.8
鹿児島県 鹿児島サン・オーシャン・リゾート構想 2,400 900 37.5
沖縄県 沖縄トロピカルリゾート構想 18,440 5,293 28.7
合計 216,732 47,402 21.9
（注）１．道府県調べにより国土交通省集計
　　　２．実績は４月１日現在である。

　　　４．見通し・実績比とは、構想見通しに対する１４年４月１日現在の雇用者実績の割合である。
　　　５．構想によっては、暫定値によるものがある。

　　　３．構想見通しとは当初の基本構想作成前に行われた基礎調査における１０年後雇用者見通しの数値（「北海道ニセコ・
　　　　　羊蹄・洞爺周辺リゾート地域整備構想は５年後の数値。このため、同構想に係る数値は合計値から除外している。）。
　　　　　なお、当初の見通しの記載のない一部重点整備地区を除く。



（注）１．道府県調べにより国土交通省集計
　　　２．施設整備進捗率とは、当初の基本構想作成時に既に供用されていた施設を含む、
　　　 現在の基本構想の特定施設数に対する供用中＋整備中施設の割合
　　　３．見通し・実績比は、当初の基本構想作成前に行われた基礎調査における１０年後
　　　　雇用者見通し（「北海道ニセコ・羊蹄・洞爺周辺リゾート地域整備構想」は５年後）に
　　　　対する平成１４年４月１日現在の雇用者実績の割合。なお、当初見通しの記載のな
　　　　い一部重点整備地区を除く。

図２２　整備進捗率と雇用者
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図２３ 雇用者の推移（各年４月１日現在）

（注）１．道府県調べにより国土交通省集計

２．カッコ書は平成７年の雇用者数を１００とした場合の平成１４年の

雇用者数を指数化したものである。

３．途中で承認された１地域は集計から除いている。

４．平成７年から平成１４年にかけて新たに供用された特定施設は６８７

ヶ所ある。
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図２４　基本構想別雇用者の増減率（平成７年～平成１４年）

（注）１．道府県調べにより国土交通省集計
　　　２．データは、平成７年の雇用者数に対する平成１４年の雇用者数の増減率である。
　　　３．途中で承認された１地域はデータから除いている。
       ４．構想によっては、暫定値によるものがある。
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表２０　売上高実績の状況
道府県 構想名 １３年度売上高（億円）
北海道 北海道富良野・大雪リゾート地域整備構想 22
北海道 北海道ニセコ・羊蹄・洞爺周辺リゾート地域整備構想 4
青森県 津軽・岩木リゾート構想 31
岩手県 さんりく・リアス・リゾート構想 44
宮城県 栗駒・船形リフレッシュリゾートーオアシス２１構想 22
秋田県 北緯４０°シーズナルリゾートあきた構想 55
山形県 蔵王・月山地域リゾート構想 33
福島県 会津フレッシュリゾート構想 85
茨城県 茨城・きらめき・リゾート構想 54
栃木県 日光・那須リゾートライン構想 128
群馬県 ぐんまリフレッシュ高原リゾート構想 84
埼玉県 秩父リゾート地域整備構想 50
千葉県 房総リゾート地域整備構想 97
新潟県 雪と緑のふるさとマイ・ライフリゾート新潟構想 66
石川県 石川県南加賀・白山麓総合保養地域整備構想 181
福井県 奥越高原リゾート構想 33
山梨県 山梨ハーベストリゾート構想 180
長野県 ”フレッシュエア信州”千曲川高原リゾート構想 15
静岡県 「にっぽんリゾート・ふじの国」構想 139
愛知県 三河湾地域リゾート構想 106
三重県 国際リゾート「三重サンベルトゾーン構想」 258
滋賀県 琵琶湖リゾートネックレス構想 54
京都府 丹後リゾート構想 117
兵庫県 総合保養地域の整備に関する基本構想 25
和歌山県 ”燦”黒潮リゾート構想 114
鳥取県 ふるさと大山ふれあいリゾート構想 15
島根県 島根中央地域リゾート構想 44
岡山県 蒜山美作リゾート構想 22
広島県 瀬戸内中央リゾート構想 52
山口県 サザンセト・サンシャインリゾート構想 21
徳島県 ヒューマン・リゾートとくしまの国と森構想 369
香川県 瀬戸内・サンリゾート構想 69
愛媛県 えひめ瀬戸内リゾート開発構想 19
高知県 土佐浜街道リゾート構想 40
福岡県 玄海レク・リゾート構想 78
佐賀県 歴史と自然のパノラマさがリゾート構想 182
長崎県 ナガサキ・エキゾティック・リゾート構想 453
熊本県 天草海洋リゾート基地建設構想 17
大分県 別府くじゅうリゾート構想 175
宮崎県 宮崎・日南海岸リゾート構想 92
鹿児島県 鹿児島サン・オーシャン・リゾート構想 61
沖縄県 沖縄トロピカルリゾート構想 620
合計 4,326
（注）１．道府県調べにより国土交通省集計
　　　２．構想によっては、暫定値によるものがある。



図２５ 売上高の推移

（注）１．道府県調べにより国土交通省集計

２．カッコ書は平成６年度の売上高を１００とした場合の平成

１３年度の売上高を指数化したものである。

３．途中で承認された１地域は集計から除いている。

４．平成６年度から平成１３年度にかけて新たに供用された特

定施設は６８７ヶ所ある。
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表２１－１ 特定施設の地域への波及効果（重点整備地区全体への効果）の例

重点整備地区名【道府県名】 波 及 効 果

北星丘陵リゾート地区 北海道 ○丘陵観光地で観光客、ゴルフ客の集客、それに伴い雇用の増加、地元特産品等の消費による農【 】
業、商業振興ができている。
［参考］
・ホテルオリカ＆ゴルフリゾート宿泊者数 平成９年度：１万人 平成１３年度：２万１千人
・地域雇用者 平成８年度：３２人 平成１３年度：６２人

玉川地区【秋田県】 ○地域のイメージアップによる来訪者の増加
特定民間施設「新玉川温泉」の開業により、玉川地区全体への入り込み客は
平成９年 ４１５千人→１３年 ７３３千人と急増

また 「新玉川温泉」のオープン以降、売上げも３年間で約１．３倍に増加、

今市杉並木地区【栃木県】 ○地域経済の活性化（地元特産品の販路拡大）
特定施設において地元特産品年間７百万円の売上あり。

○地域のイメージ形成、ＰＲ効果
日光杉並木街道や特産の「そば」などの地域資源を通じて地域のイメージ形成や地域のＰＲ

に貢献。県が推進している農村レストランにおいても「そば」の普及・拡大。また、地元のそ
ば屋が今市手打ちそばの会を設立し、平成１４年には「日本そば博覧会」を開催。

伊勢・二見地区【三重県】 ○地域の活性化
地元の民間企業によるおかげ横丁の整備にあわせて周辺の飲食・物販店が増加。おかげ横丁

にあるホールや広場を利用した地域住民による文化活動が活発化。地域住民による「伊勢おは
らい町会議」が結成され、イベントの開催や歴史的町並み保全活動に取組。

○地域景観の保全・向上
おかげ横丁とともに、隣接のおはらい町でも町並み保全・整備が行われ、より広い地域で昔

の伊勢神宮参道の賑わいが再現。住民も店舗等の新・増・改築に際しまちなみ保全に協力。
○地域のイメージの向上

おかげ横丁に年間２００万人の来訪者。三重県有数の観光拠点。地域住民が誇りを持って客
を招待できる「応接間」としての役割。

○交流の拡大
歴史的町並み保全・整備により、飲食・物販店を眺めながら町を歩く人が増大。来訪者の滞

留時間が増加。来訪者の約７割がリピーター。県外からの来訪者が半数超。



重点整備地区名【道府県名】 波 及 効 果

網野峰山地区【京都府】 ○地域の環境保全の取組
「丹後地域文化オープンカレッジ」を通じ、地域環境への関心が高まり 「琴引浜の自然を、

守る条例」が制定された。
○地場産業の育成

丹後ブランド商品の認定が進められている。

矢上田所地区【島根県】 ○地域経済の活性化
周辺で飲食店が増加。農業生産物等の地元産品の販路が拡大。地域が一体となった特産品開

発の気運生じる。
○地域景観の保全・向上

地域の景観形成進む。景観に対する住民意識が向上。
○地域イメージの向上
近隣都市住民からの町の認知度向上。地域住民に自信。

○交流拡大
来訪者と地域住民など多様な交流増加。都市住民が定住するようになった。

蒜山川上地区【岡山県】 ○地域経済の活性化（地元産品の販路拡大）
酪農や高原野菜の生産が盛んな農業地帯を生かしたリゾート整備を進めており
特定施設における地元産品等の売上高 292百万円（１３年度）

針尾・西海橋地区 長崎県 効 ○県全体のイメージアップ、来県者の増加【 】（
果は全県におよぶ） ハウステンボスにより観光長崎県としてのイメージアップ。県内観光地情報の発信。入場客

の県内観光地への回遊。国外（中国・韓国など）の観光客誘致。

国際海浜コンベンションリゾー ○観光・リゾートの振興
トゾーン【宮崎県 （効果は全 大型の会議・宿泊施設が整備されたことにより、観光客数やコンベンション等の開催件数、】
県におよぶ） スポーツキャンプが増加するとともに、周辺地域への周遊が図られ、県内全域に様々な面での

波及効果があった。
○国際化の進展

国際化に対応したハードはもとより、ソフト面でのレベルアップが図られ、九州・沖縄サミ
ット外相会合やワールドカップサッカーキャンプなど、世界レベルの会議やイベントが開催で
きるまでになった。これに連動して、外国人観光客が増加した。



表２１－２ 特定施設の地域への波及効果（所得効果・雇用創出効果）の例

構想名【道府県名】 波 及 効 果

、 、会津フレッシュリゾート構想 福島県では リゾート施設の整備が地域の振興にどのように貢献しているのかを把握するため
【福島県】 平成９年度に「会津フレッシュリゾート地域振興効果等調査」(構想策定時(昭和６３年）と１０

年後の平成８年とを比較）を実施。
○構想承認後新たに開業した８事業者による効果（平成８年のデータ）
・所得効果 １８１億円（うち直接効果９７億円）
・雇用創出効果 １，３９５人（うち直接効果７３３人）



（注）国土交通省調べ

（注）国土交通省調べ

図２７　税制特例措置の実績額の推移
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図２６　政策融資の実績額の推移
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（注）農林水産省調べ

（注）農林水産省調べ

図２８　農地転用許可面積の推移

0

57

162

41

229
248

276
292

155

64

2
55 1

5149

0

50

100

150

200

250

300

350

Ｓ６
２

Ｓ６
３

Ｈ元 Ｈ２ Ｈ３ Ｈ４ Ｈ５ Ｈ６ Ｈ７ Ｈ８ Ｈ９
Ｈ１

０
Ｈ１

１
Ｈ１

２
Ｈ１

３

（年度）

（ha)

農地転用
面積

図２９　国有林野貸付使用の推移（発生年度別面積）
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表２３ 機能充実面でのソフト的な支援

制 度 名 概 要 実 績

リゾート整備アド ○趣旨 ○実績
リゾートの整備を進めている地方公共団体に対 平成５年度から平成１４年度までの間、７１地域（約１４２名のアドバイザーをバイザー派遣事業

し、有識者を現地に派遣して適切な助言等を行う 派遣）
ことにより、地域の特色を活かした多様なリゾー 青森県、岩手県（一関市 、福島県（会津若松市 、千葉県（小見川町・平成５年度： ） ）
トの整備に資する。 他３町 、石川県（富来町 、長野県（堀金村 、京都府、兵庫県（家島町 、鳥取） ） ） ）

県（岸本町 、福岡県（志摩町）○方法 ）
・国土交通省は、地方公共団体（都道府県及び 岩手県、福島県（郡山市 、埼玉県、静岡県（大東町 、三重県、和歌・平成６年度： ） ）
市町村等）の要請に基づき、適切な助言等を 山県（下津町 、鳥取県、愛媛県（岩城村 、沖縄県） ）

、 （ ）、 （ ）、 （ ）、行うアドバイザーを現地に派遣する。 埼玉県 長野県 信州新町 岐阜県 武芸川町 奈良県 曽爾村・平成７年度：
・地域の実情に即した適切なリゾート整備計 徳島県、福岡県（飯塚市 、佐賀県（浜玉町））
画、国民のニーズに応じた多様な施設整備の 山形県 酒田市 福島県 いわき市 石川県 鹿島町 山梨県 丹・平成８年度： （ ）、 （ ）、 （ ）、 （
手法、地域資源の活用、適切な地元雇用の創 波山村 、愛媛県（小松町 、佐賀県、長崎県（大島村 、鹿児島県） ） ）
出等地域振興に寄与するリゾート整備の手法 岩手県（葛巻町・山形村 、山形県（天童市 、新潟県、岐阜県、滋賀・平成９年度： ） ）
などの内容についてアドバイスを行う。 県（マキノ町 、兵庫県（村岡町 、広島県（芸北町 、佐賀県（太良町 、大分県） ） ） ）

（鶴見町）
北海道（沼田町 、秋田県（鹿角市 、三重県（磯部町 、滋賀県、島・平成10年度： ） ） ）

根県（旭町 、佐賀県（有田町 、大分県（荻町 、沖縄県（与那国町）） ） ）
秋田県（田沢湖町 、茨城県（大洗町 、滋賀県（守山市 、鳥取県、・平成11年度： ） ） ）

島根県（石見町）
秋田県（森吉町 、福島県（北塩原村 、茨城県（里美村 、山梨県、・平成12年度： ） ） ）

島根県（桜江村 、山口県（柳井広域））
福島県（下郷町 、兵庫県（一宮町 、島根県（江津市 、沖縄県（島・平成13年度： ） ） ）

尻地域）
山形県（上山市 、香川県（直島町 、長崎県（大島町 、鹿児島県、・平成14年度： ） ） ）

沖縄県（糸満市）

リゾート地域チャ ○趣旨 ○実績
レンジプログラム ・平成13年度リゾート地域において、地元自治体やリゾート

施設運営事業者などの関係者が地域の活性化のた 宮 城 県（栗駒・船形リゾート地域整備推進協議会）支援事業
めに取り組む意欲的・先進的な活動を支援し、あ 福 島 県（ＮＰＯばんだい２０００）
わせて地域における人材の育成を図るとともに、 宮 崎 県（日南市）

・平成14年度調査結果をまとめて全国のリゾート関係者に対し
て情報を提供する。 青 森 県（鰺ヶ沢町）

鳥 取 県（大山山麓リゾート観光推進協議会）○方法
・地域が主体的に作成するリゾート地域活性化 鹿児島県（ＮＰＯ法人エコ・リンク・アソシエーション）
のための意欲的・先進的な取組（チャレンジ
プログラム）を数件選定し、地元において整
備する推進組織を中心にチャレンジプログラ
ムを遂行する。

・地域の特色を活かしたイベントや体験プログ
ラムの検討実施、地域の生態系調査、エコ・
リゾート等の新たな取組などを調査する。



表２４　環境条例等の措置状況（道府県）

道府県名 条例等の名称 制定年月日
北海道 北海道自然環境等保全条例 昭和48年12月11日

北海道自然環境保全指針 平成元年７月
ゴルフ場で使用される農薬等に関する環境保全指導要綱 平成2年4月1日
北海道リゾート開発指針 平成２年11月
ゴルフ場開発の規制に関する要綱 平成2年11月15日
北海道環境基本条例 平成8年10月14日
北海道環境影響評価条例 平成11年6月12日

青森県 青森県大規模土地取引及び開発行為に関する指導要綱 昭和50年7月15日
青森県ゴルフ場における農薬の適正使用等に関する要綱 平成9年4月1日
青森県環境影響評価要綱 平成9年4月1日

岩手県 ゴルフ場等大規模開発行為指導要綱 平成2年7月25日
ゴルフ場等大規模開発行為に関する環境影響評価実施要領 平成2年8月9日
岩手県環境影響評価条例 平成10年7月15日

宮城県 大規模開発行為に関する指導要綱 昭和51年8月31日
ゴルフ場における農薬の安全使用に関する指導要綱 平成元年７月１日
水域環境保全・緑地保全・緑化計画のガイドライン作成調査 平成２年度
宮城県環境影響評価要綱 平成5年11月1日

秋田県 自然環境管理計画 昭和62年３月
八幡平・阿仁・田沢地域開発環境配慮指針 平成元年３月
特定鳥類生息調査 平成２年度
ゴルフ場農薬安全使用マニュアル 平成２年６月
秋田県環境影響評価に関する要綱 平成６年10月

山形県 山形県ゴルフ場農薬安全使用に関する指導要綱 平成2年5月15日
山形県ゴルフ場開発指導要綱 平成4年4月1日
山形県環境影響評価条例 平成12年4月1日

福島県 福島県自然公園条例 昭和33年5月1日
福島県自然環境保全条例 昭和48年6月15日
福島県ゴルフ場開発指導要綱 平成元年６月20日
福島県ゴルフ場農薬安全使用指導要綱 平成3年4月1日
福島県環境影響評価要綱（平成11年６月11日廃止） 平成3年7月1日
福島県水環境保全基本計画 平成７年度
福島県生活環境の保全等に関する条例 平成9年4月1日
福島県大規模土地利用事前指導要綱 平成9年7月1日
福島県環境影響評価条例 平成11年6月12日
猪苗代湖及び裏磐梯湖沼水環境保全推進計画 平成１３年度
猪苗代湖及び裏磐梯湖沼群の水環境保全に関する条例 平成14年4月1日

茨城県 茨城県県土利用の調整に関する基本要綱 昭和49年12月24日
ゴルフ場に係る土地開発事業取り扱い方針 昭和62年12月18日
茨城県ゴルフ場における農薬の安全使用等に関する指導要綱 平成元年４月１日
茨城県環境基本条例 平成8年9月29日
茨城県環境影響評価条例 平成11年3月19日

栃木県 栃木県ゴルフ場の開発事業に関する指導要綱 昭和48年5月11日
自然環境の保全及び緑化に関する条例 昭和49年3月30日
土地利用に関する事前指導要綱 昭和50年5月1日
栃木県浄化槽指導要綱 昭和62年7月1日
栃木県ゴルフ場開発事業の取扱い方針 昭和63年6月1日
栃木県日光国立公園普通地域内の建築物設置に対する指針 平成元年７月１日
大規模建築物の建築に関する事前指導要綱 平成3年3月1日
栃木県ゴルフ場農薬安全使用指導要綱 平成3年4月1日
栃木県環境基本条例 平成8年4月1日
栃木県環境影響評価条例 平成11年3月19日

群馬県 群馬県尾瀬憲章 昭和47年5月11日



県自然環境保全基本方針 昭和49年3月25日
群馬県ゴルフ場農薬安全使用指導指針 平成元年４月１日
群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例（一部改正） 平成2年4月1日
群馬県ゴルフ場農薬安全使用ガイドライン 平成3年3月1日
群馬県環境影響評価要綱 平成3年10月1日
群馬県ゴルフ場開発事業に関する取扱い方針 平成4年1月1日
群馬県環境基本条例 平成8年10月21日
群馬県環境賞顕彰規程 平成11年3月31日
ぐんま星空憲章 平成11年10月28日

埼玉県 ゴルフ場等の造成事業に関する指導要綱 昭和48年2月26日
埼玉県ゴルフ場農薬安全指導要綱 昭和62年12月16日
埼玉県環境影響評価条例 平成6年12月26日

千葉県 ゴルフ場等の開発事業に関する指導要綱（一部改正） 平成2年4月1日
千葉県自然公園等における建築物建設に係る指導要綱 平成2年8月29日
市町村リゾート地域大型建築物指導要綱準則 平成2年9月1日
千葉県環境会議の設置 平成4年5月18日
千葉県環境基本条例 平成7年4月1日
千葉県環境保全条例 平成7年10月1日
千葉県環境評価条例 平成10年6月19日

新潟県 ゴルフ場における農薬等の適正使用について（通知） 平成元年１月24日
ゴルフ場・スキー場適正開発指導指針 平成元年８月11日
ゴルフ場における農薬等の適正使用の徹底について 平成元年12月１日
ゴルフ場の開発計画に関する取扱方針 平成2年10月25日
新潟県環境影響評価要綱 平成3年4月1日
新潟県ゴルフ場における農薬等適正使用指導要綱 平成5年6月21日

石川県 石川県土地対策指導要綱 昭和48年4月1日
石川県ゴルフ場環境影響調査実施要領 平成2年2月1日
ゴルフ場建設の取扱い方針 平成2年6月4日
石川県ゴルフ場農薬等安全使用指導要綱 平成2年8月1日

福井県 福井県自然環境保全条例 昭和48年3月26日
福井県土地利用指導要綱 昭和49年12月24日
ゴルフ場における農薬等の安全使用に関する指導要綱 平成2年4月1日
福井県環境影響評価要綱 平成4年11月13日
福井県環境基本条例 平成7年3月16日
福井県環境影響評価条例 平成11年3月16日

山梨県 山梨県ゴルフ場農薬適正使用認定制度実施要領 平成3年4月16日
山梨県ゴルフ場等条例の施行規則・運用基準（一部改正） 平成3年12月19日
山梨県環境影響評価条例 平成10年3月27日

長野県 長野県自然環境保全条例 昭和46年7月13日
ゴルフ場における農薬等の安全使用に関する指導要綱 平成元年２月９日
長野県ゴルフ場開発事業に関する指導要綱 平成元年12月７日
長野県水環境保全条例 平成4年3月19日
長野県環境影響評価条例 平成10年3月20日

静岡県 静岡県立自然公園条例 昭和36年10月4日
静岡県立自然公園条例施行規則 昭和36年11月1日
静岡県自然環境保全条例 昭和48年3月23日
静岡県自然環境保全条例施行規則 昭和48年9月1日
静岡県自然環境保全条例基本方針 昭和49年1月11日
静岡県土地利用事業適正化に関する指導要綱 昭和49年12月24日
静岡県環境基本条例 平成8年3月28日
静岡県環境影響評価条例 平成11年3月19日
静岡県環境影響評価条例施行規則 平成11年4月20日
静岡県環境影響評価条例技術指針 平成11年6月11日

愛知県 自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例 昭和48年4月12日
愛知県土地開発行為に関する指導要綱・指導基準 昭和49年5月1日



愛知県ゴルフ場農薬適正使用指導要綱・指針 平成元年４月１日
愛知県環境影響評価条例 平成10年12月18日

三重県 ゴルフ場の維持管理に関する指導要綱 平成元年３月１日
三重県観光施設整備事業 平成元年４月１日
ゴルフ場における病害虫雑草安全防除暫定指針 平成2年12月5日
ゴルフ場等の開発に関する指導要綱（一部改正） 平成3年5月1日
ゴルフ場における病害虫雑草安全防除指針 平成５年１月
ＭＡＰ事業 平成5年4月20日

滋賀県 滋賀県建築基準条例 昭和47年6月1日
滋賀県自然環境保全条例 昭和48年10月9日
滋賀県土地利用に関する指導要綱 昭和49年1月1日
ゴルフ場開発規制 昭和49年6月18日
ゴルフ場における農薬安全使用に関する指導要綱 平成4年1月13日
滋賀県琵琶湖のヨシ群落に関する条例 平成4年7月1日
滋賀県ごみの散乱防止に関する条例 平成4年7月1日
滋賀県琵琶湖におけるマリーナ指導要綱 平成5年6月16日
滋賀県環境基本条例 平成8年7月1日
滋賀県環境影響評価条例 平成11年4月1日

京都府 ゴルフ場建設事業の規制に関する基本要綱 昭和48年11月30日
京都府ゴルフ場農薬安全使用指導要綱 平成元年４月20日
京都府ゴルフ場農薬安全使用指針 平成3年10月3日
京都府環境を守り育てる条例 平成8年4月1日
京都府環境影響評価条例 平成11年6月12日

兵庫県 ゴルフ場開発行為に対する規制方針 平成2年2月23日
緑豊かな地域環境の形成に関する条例 平成6年3月29日
環境の保全と創造に関する条例 平成7年8月1日
環境影響評価に関する条例 平成9年3月27日

和歌山県 和歌山県ゴルフ場農薬安全使用指導要綱 平成3年1月1日
和歌山県環境影響評価指導要綱 平成4年7月1日

鳥取県 鳥取県開発事業指導要綱 昭和60年7月12日
鳥取県ゴルフ場農薬使用適正化指導要綱 平成3年4月25日
鳥取県環境影響評価実施要綱 平成4年2月15日
鳥取県環境基本条例 平成8年10月8日
鳥取県環境影響評価条例 平成11年6月12日

島根県 島根県土地利用対策要綱 昭和60年7月1日
島根県環境影響評価実施要綱 平成3年4月30日
島根県ゴルフ場農薬使用適正化指導要綱 平成2年11月9日

岡山県 岡山県自然保護条例 昭和46年12月21日
岡山県県土保全条例 昭和48年3月27日
環境保全に関する環境影響評価指導要綱 昭和54年1月1日

広島県 ゴルフ場における農薬安全使用対策実施要領 平成元年９月11日
ゴルフ場の総合的対策 平成2年7月19日
ゴルフ場の開発事業に関する指導要綱 平成2年7月19日
ゴルフ場の農薬等による環境汚染防止対策推進要綱 平成2年7月19日
ゴルフ場の開発指導等の体制の整備 平成2年7月19日
開発事業に関する技術的指導基準（一部改正） 平成2年7月19日
広島の海の管理に関する条例 平成3年3月14日

山口県 ゴルフ場の開発計画に関する事前相談取扱要綱 平成元年９月１日
ゴルフ場の開発計画に関する取扱方針 平成3年2月25日
山口県ゴルフ場農薬安全使用指導要綱 平成3年4月1日
山口県環境影響評価条例 平成11年6月12日

徳島県 徳島県土地利用指導要綱 昭和48年8月1日
徳島県ゴルフ場農薬安全使用指導要領 平成2年9月20日
徳島県環境影響評価要綱 平成5年2月1日
徳島県地域開発環境配慮ガイドライン 平成５年５月



徳島県ゴルフ場開発指導要綱 平成6年4月1日
香川県 香川県大規模土地開発事業指導処理要綱 昭和48年1月18日

香川県自然環境保全条例 昭和49年10月1日
香川県ゴルフ場農薬安全使用指導要綱 平成元年11月28日
香川県ゴルフ場農薬安全使用指針 平成6年6月15日
香川県環境基本条例 平成7年4月1日
香川県環境影響評価条例 平成12年4月1日
みどり豊かでうるおいのある県土づくり条例 平成14年4月1日

愛媛県 ゴルフ場の規制についての基本方針 昭和49年4月27日
大規模開発行為に関する指導要綱 昭和54年4月1日
愛媛県ゴルフ場農薬適正使用指導要綱 平成元年９月16日
愛媛県ゴルフ場病害虫等防除指針 平成5年3月31日
ゴルフ場における芝の管理・省農薬防除マニュアル 平成5年3月31日
愛媛県環境影響評価条例 平成11年6月12日

高知県 高知県開発事業指導要綱（基本条例制定により廃止） 昭和49年12月24日
高知県環境影響評価等指導要綱 平成元年10月１日
高知県ゴルフ場農薬安全使用指導要綱 平成2年4月1日
自然公園内におけるゴルフ場造成計画に対する指導方針 平成3年4月1日
高知県ゴルフ場開発事前指導要綱（基本条例制定により廃止） 平成3年5月31日
高知県土地基本条例 平成14年4月1日

福岡県 開発事業に関する環境保全対策要綱 昭和49年2月26日
大規模土地取引等事前指導要綱 昭和62年10月1日
福岡県ゴルフ場農薬安全使用指針 平成元年９月６日
玄海レク・リゾート地域整備の指針 平成2年4月1日
玄海レク・リゾート地域環境配慮指針 平成３年３月

佐賀県 佐賀県ゴルフ場農薬適正使用指導要綱 平成元年８月１日
ゴルフ場に関する環境保全への留意事項 平成元年８月１日
佐賀県ゴルフ場開発事業指導要綱 平成2年6月20日
佐賀県ゴルフ場農薬適正使用指針 平成3年2月28日

長崎県 長崎県公害防止条例 昭和46年3月16日
水質汚濁防止法第３条第３項の規定に基づく排水基準を定める条例 昭和47年12月23日
長崎県自然環境保全基本方針 昭和51年9月21日
大村湾水質保全要綱 昭和62年3月31日
長崎県空き缶等の散乱防止に関する要綱 昭和62年4月1日
長崎県環境影響評価事務指導要綱（一部改正） 平成元年11月１日
ゴルフ場における農薬の安全使用に関する指導要綱 平成元年11月１日
ゴルフ場の開発規制に関する取扱方針 平成2年11月1日
ゴルフ場における病害虫等安全防除指針 平成4年4月22日
長崎県環境美化の推進に関する条例 平成6年4月1日
長崎県環境基本条例 平成9年10月13日
長崎県環境影響評価条例 平成11年10月19日
長崎県環境影響評価技術指針 平成12年4月18日

熊本県 熊本県大規模取引等事前指導要綱 昭和50年2月15日
ゴルフ場における農薬の安全使用に関する指導要綱 平成2年7月2日
ゴルフ場における農薬の安全防除指針 平成2年7月2日
熊本県ゴルフ場の開発事業に関する指導要綱（一部改正） 平成4年10月23日
熊本県環境影響評価条例 平成13年4月1日

大分県 ゴルフ場における農薬の安全使用に関する指導要綱 平成2年3月30日
ゴルフ場等の開発事業に関する事前指導要綱 平成2年11月7日
ゴルフ場等の開発事業に関する環境調査指導方針 平成3年2月18日
ゴルフ場における芝草病害虫・雑草適正防除指針 平成4年4月1日

宮崎県 宮崎県における自然環境の保護と創出に関する条例 昭和48年3月26日
ゴルフ場における農薬の安全使用に関する指導要綱 平成元年７月17日
宮崎県大規模土地開発事業指導要綱 平成4年4月1日
宮崎県環境基本条例 平成8年4月1日



宮崎県環境影響評価条例 平成12年10月1日
鹿児島県 鹿児島県土地利用対策要綱 昭和48年6月1日

大規模取引等事前指導要綱 昭和49年12月24日
ゴルフ場建設に関する取扱方針 昭和60年9月2日
鹿児島県ゴルフ場等農薬安全使用指導要綱 平成元年９月21日
鹿児島県環境基本条例 平成11年4月1日
鹿児島県環境影響評価条例 平成12年10月1日

沖縄県 沖縄県県土保全条例 昭和48年７月
ゴルフ場における農薬の安全使用に関する指導要綱 平成元年７月

　 沖縄県赤土等流失防止対策推進協議会 平成２年６月
地域開発環境配慮指針 平成５年度
環境影響評価規程 平成５年２月
環境管理計画 平成６年３月
沖縄県赤土等流失防止条例 平成６年10月
ゴルフ場の開発事業に関する指導基準 平成７年１月
伊良部県立自然公園指定 平成７年９月

（注）道府県調べによる。



表２５　環境条例等の措置状況（市町村）

道府県名 市町村名 条例等の名称 制定年月日
北海道 美瑛町 美瑛町自然環境保全条例 平成元年12月15日

占冠村 農薬等に関する協定書 平成2年8月1日
富良野市 富良野らしさの自然環境を守る条例 平成2年12月12日

青森県 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町ゴルフ場公害防止委員会設置要綱 平成3年7月3日
岩手県 遠野市 遠野市ＨＯＰＥ計画 昭和60年4月16日

遠野市 ゴルフ場等大規模開発行為に係る取扱方針 平成3年3月4日
大船渡市 大船渡市環境保全推進協議会 平成9年7月31日

宮城県 栗駒町 市町村開発指導要綱 昭和48年８月
小野田町 市町村開発指導要綱 昭和48年９月
鳴子町 市町村開発指導要綱 昭和52年11月

福島県 郡山市 郡山市湖南地域リゾート開発指導指針 平成2年6月1日
郡山市 郡山市ゴルフ場開発指導指針 平成2年7月5日
北塩原村 北塩原村開発事業指導要綱 平成3年10月1日
郡山市 郡山市合併処理浄化槽設置整備事業 平成6年4月1日
猪苗代町 猪苗代町合併処理浄化槽設置整備事業 平成9年4月1日
猪苗代町 猪苗代町まちづくり指導要綱 平成10年4月1日
田島町 田島町合併処理浄化槽設置整備事業 平成11年4月1日

茨城県 高萩市 高萩市公害防止条例 昭和47年10月18日
高萩市 高萩市宅地開発事業の適正化に関する指導要綱 昭和53年4月20日
大子町 環境保全に関する協定書 平成3年2月26日
鉾田町 鉾田町宅地開発事業の適正化に関する指導要綱 平成8年6月1日

群馬県 東村 東村土地開発事業指導要綱 昭和49年1月1日
中之条町 中之条町宅地開発指導要綱 昭和56年6月1日
草津町 草津町土地開発事業指導要綱（一部改正） 平成元年７月24日
東村 ゴルフ場開発に関する決議 平成元年12月19日
新治村 新治村開発事業指導要綱 平成2年4月1日
中之条町 中之条町ゴルフ場開発に対する基本方針 平成2年5月7日
月夜野町 月夜野町まちづくり開発事業指導要綱 平成2年7月1日
吾妻町 吾妻町土地開発事業等指導要綱（一部改正） 平成3年1月29日
嬬恋村 嬬恋村開発事業等の適正化に関する条例 平成3年4月1日
六合村 六合村小規模土地開発事業指導要綱 平成3年4月1日
長野原町 長野原町開発事業等の適正化に関する条例 平成3年9月12日
沼田市 沼田市地域開発事業指導要綱（一部改正） 平成4年9月1日
高山村 高山村開発事業等の適正化に関する条例 平成6年9月26日

埼玉県 寄居町 寄居町開発基準要綱 昭和59年4月1日
吉田町 吉田町開発事業に関する指導要綱 昭和62年12月15日
秩父市 秩父市開発行為に関する指導要綱 昭和63年3月11日
横瀬町 横瀬町開発行為に関する指導要綱 昭和63年4月1日
小鹿野町 小鹿野町開発行為に関する指導要綱 平成元年８月１日
長瀞町 長瀞町開発行為等に関する指導要綱 平成2年4月1日
東秩父村 東秩父村開発指導要綱 平成2年4月1日
寄居町 寄居町リゾート整備基本指針 平成２年６月
皆野町 皆野町開発行為等に関する指導要綱 平成9年6月4日
秩父市 秩父市環境保全条例 平成11年12月22日

千葉県 野栄町 野栄町宅地開発事業指導要綱 昭和54年10月3日
和田町 和田町宅地等開発指導要綱 昭和63年5月1日
九十九里町 九十九里町宅地開発指導要綱 平成2年1月1日
鴨川市 鴨川市宅地等開発及び中高層建築事業指導要綱 平成2年3月1日
横芝町 横芝町宅地開発指導要綱 平成2年4月1日
鴨川市 鴨川市ゴルフ場環境保全指導要綱 平成3年1月8日
白浜町 白浜町開発事業指導要綱 平成3年8月1日
富浦町 富浦町宅地開発指導要綱 平成4年4月1日
成東町 成東町宅地開発指導要綱 平成7年4月1日
横芝町 あき地の雑草等の除去に関する条例 平成7年4月1日
蓮沼村 蓮沼村宅地開発指導要綱 平成10年4月1日
大原町 あき地に係る雑草等の除去に関する条例 平成10年6月1日
成東町 成東町環境美化の推進に関する条例 平成10年10月1日
大原町 大原町宅地開発事業指導要綱 平成11年6月1日
大原町 大原町環境基本条例 平成13年3月1日
大原町 大原町環境保全条例 平成13年3月1日

石川県 加賀市 加賀市民の環境を守る条例 平成3年9月25日
福井県 和泉村 河川現況水質通年調査事業 平成２年４月

勝山市 リゾート開発に係るゴルフ場の建設および管理運営に関する環境保全協定 平成2年7月13日
和泉村 和泉村環境保全条例 平成7年9月25日



大野市 大野市環境基本条例 平成10年3月26日
長野県 軽井沢町 軽井沢町の自然保護対策要綱 昭和47年10月1日

南相木村 南相木村自然保護条例・施行規則 昭和48年3月15日
立科町 立科町開発基本条例 昭和48年6月26日
八千穂村 八千穂村自然保護条例 昭和48年7月20日
臼田町 臼田町開発基本条例 昭和48年10月1日
佐久町 佐久町自然保護条例・施行規則 昭和48年10月16日
佐久市 佐久市自然保護環境保全条例 昭和49年3月28日
北相木村 北相木村環境保全条例 昭和50年3月17日
長門町 長門町自然環境保全条例 昭和50年3月28日
浅科村 浅科村自然環境保護条例 昭和55年3月15日
和田村 和田村全村公園化推進に関する条例 平成元年10月３日
小海町 小海町自然保護条例 平成元年３月23日
御代田町 御代田町環境保全条例 平成元年３月31日
御代田町 御代田町開発指導要綱 平成2年4月10日
小諸市 小諸市開発指導要綱 平成2年4月24日
佐久市 佐久市開発指導要綱 平成2年11月1日
小諸市 小諸市環境条例・施行規則 平成12年9月29日

静岡県 沼津市 沼津市環境保全基本条例 昭和48年10月13日
小山町 小山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和48年10月4日
富士宮市 富士宮市環境基本条例 昭和50年3月6日
富士宮市 富士宮市自然環境の保全及び育成に関する条例 平成2年10月8日
小山町 小山町空き缶等のポイ捨て防止に関する条例 平成8年12月20日
小山町 小山町土砂等による土地埋め立て等の規則に関する条例 平成8年12月20日
韮山町 韮山町水道水源保護に関する条例 平成11年9月27日
伊東市 伊東市環境基本条例 平成12年3月28日
熱海市 熱海市環境基本条例 平成12年4月1日
御殿場市 御殿場市環境基本条例 平成13年3月29日
三島市 三島市環境基本条例 平成13年7月22日

愛知県 豊橋市 豊橋市アカウミガメ生態調査委託 平成４年度
滋賀県 大津市 大津市の生活環境の保全と増進に関する条例 昭和49年11月15日

大津市 大津市の自然環境の保全と増進に関する条例 昭和50年3月22日
竜王町 竜王町の自然環境保全および土地利用に関する要綱 昭和63年4月1日
マキノ町 マキノ駅前まちなみ形成事業補助金 平成4年1月10日
近江八幡市 近江八幡市宅地等開発指導要綱 平成7年1月1日
大津市 大津市開発事業指導要綱 平成9年3月15日
長浜市 長浜市開発事業に関する指導要綱 平成11年4月1日

京都府 網野町 土地開発行為等に関する指導要綱 昭和48年12月1日
舞鶴市 舞鶴市開発行為に関する要綱 昭和49年1月30日
丹後町 丹後町開発事業に関する指導要綱 平成元年４月１日
宮津市 宮津市開発行為等に関する指導要綱 平成2年5月10日
大江町 大江町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例平成5年7月29日
網野町 網野町国土利用計画 平成6年3月29日
大江町 大江町開発行為に関する指導要綱 平成6年7月1日

兵庫県 洲本市 洲本市環境保全条例 昭和52年3月29日
和歌山県 田辺市 田辺市開発事業指導要綱 平成3年1月1日

田辺市 田辺市ゴルフ場事業指導要綱 平成3年5月28日
岡山県 中和村 中和村開発事業の調整に関する条例 昭和47年10月26日

湯原町 湯原町開発事業の調整に関する条例 昭和48年3月19日
上斎原村 上斎原村地域環境保全条例 昭和48年3月22日
勝山町 勝山町開発事業の調整等に関する条例 昭和48年4月4日

広島県 蒲刈町 別荘等に関する開発指導要綱 平成2年4月1日
内海町 別荘等に関する開発指導要綱 平成2年7月1日
瀬戸田町 別荘等に関する開発指導要綱 平成3年1月1日

香川県 土庄町 土庄町自然環境保全条例 昭和48年3月29日
　 土庄町 土庄町自然環境保全協定実施要綱 昭和48年3月31日
愛媛県 今治市 今治ビーチハイツ湯ノ浦温泉保養地分譲要領 昭和52年1月25日

北条市 北条市ゴルフ場農薬適正使用規制 平成3年10月1日
福岡県 若宮町 若宮町自然環境保護条例 昭和48年2月1日

津屋崎町 津屋崎町まちづくり指導要綱 昭和57年9月1日
若宮町 若宮町公害防止条例 昭和62年12月24日
若宮町 若宮町水源保護条例 平成元年12月21日
二丈町 二丈町みどりのライフタウン開発指導要綱 平成2年12月25日
若宮町 若宮町開発指導要綱 平成3年12月1日
福間町 福間町環境保全条例 平成3年12月26日
北九州市 北九州市ゴルフ場開発指導要綱 平成4年4月1日
志摩町 志摩町環境保全条例（一部改正） 平成5年6月29日



若宮町 若宮町土砂等による土地の埋立等の規制に関する条例 平成10年2月17日
北九州市 北九州市環境影響評価条例 平成11年6月12日
宗像市 宗像市環境基本条例 平成11年6月30日
宗像市 宗像市産業廃棄物処理施設の設置等の紛争予防に関する条例 平成11年6月30日
宗像市 宗像市釣川水系水質保全条例 平成11年6月30日
宗像市 宗像市地下水の採取に関する条例 平成11年6月30日
宗像市 宗像市調整区域の開発行為等に関する条例 平成11年6月30日
宗像市 宗像市都市計画マスタープラン 平成11年10月28日
津屋崎町 津屋崎町ウミガメ保護条例 平成14年6月1日
宗像市 第３次宗像市国土利用計画 平成13年３月

長崎県 長崎市 長崎市宅地等開発指導要綱 昭和42年12月2日
大村市 大村市環境協議会設置要綱 昭和45年12月15日
佐世保市 佐世保市環境保全条例 昭和49年3月30日
長崎市 長崎市環境保全条例 昭和49年4月1日
大村市 大村市環境保全条例 昭和52年11月1日
大村市 大村市建築協定条例 昭和54年12月25日
時津町 時津町開発行為等指導要綱 昭和58年1月1日
大瀬戸町 大瀬戸町水道水源保護条例 平成3年9月26日
時津町 時津町社会環境等に係る建築等の規制に関する要綱 平成3年12月10日
琴海町 琴海町水道水源保護条例 平成4年10月1日
長崎市 長崎市中高層建築物等建築指導要綱 平成5年11月1日
時津町 時津町水道水源保護条例 平成6年10月1日
大村市 大村市環境美化条例 平成7年4月1日
西彼町 西彼町水道水源保護条例 平成8年3月29日
大村市 大村市永久の森条例 平成8年6月25日
長崎市 長崎市共同住宅等の建築計画及び管理に関する指導要綱 平成9年4月1日
大村市 大村市農業集落排水施設条例 平成9年4月1日
大村市 大村市地区計画等の案の作成手続に関する条例 平成10年3月27日
西海町 西海町水道水源保護条例 平成11年3月23日
長崎市 長崎市環境基本条例 平成11年9月27日
大村市 大村市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 平成12年12月19日
大村市 大村市の地下水を保全する条例 平成13年4月1日
大村市 大村市環境基本条例 平成14年4月1日

熊本県 本渡市 本渡市環境保全指導要綱（一部改正） 平成4年12月1日
大分県 久住町 久住町自然環境保護条例 昭和48年9月28日

野津原町 野津原町環境保全条例 昭和60年10月1日
九重町 九重町生活環境保全及び開発に関する条例 昭和63年6月28日
久住町 久住町公害対策条例 平成元年12月19日
庄内町 庄内町環境保全条例 平成12年10月1日

宮崎県 宮崎市 宮崎市環境基本条例 平成9年4月1日
沖縄県 城辺町 城辺町自然環境保護条例 昭和62年７月

恩納村 恩納村環境保全条例 平成３年２月
　 玉城村 玉城村村土保全条例 平成３年６月

石垣市 石垣市自然環境保全条例 平成３年12月
知念村 知念村村土保全条例 平成５年７月
平良市 平良市自然環境保全条例 平成９年３月

（注）道府県調べによる。



表２６　監視区域の指定状況（例）
指定年月日 解除年月日

岩手 平成1年1月20日 平成9年1月19日
宮城 平成1年12月1日 平成9年4月1日
秋田 平成1年2月1日 平成9年3月31日
山形 平成3年12月12日 平成7年9月10日
福島 昭和63年7月15日 平成7年10月1日
茨城 平成3年4月1日 平成7年3月1日
栃木 昭和63年11月1日 平成7年3月15日
千葉 平成1年3月1日 平成7年2月1日
新潟 昭和63年9月1日 平成7年6月1日
山梨 平成5年12月1日 平成7年5月1日
愛知 平成2年11月1日 平成8年1月4日
三重 昭和63年6月20日 平成7年2月1日
滋賀 平成2年4月2日 平成8年11月1日
京都 平成1年10月11日 平成9年10月11日
兵庫 昭和63年9月10日 平成6年10月1日

和歌山 平成1年3月1日 平成7年1月1日
島根 平成3年2月1日 平成8年1月31日
岡山 平成5年3月1日 平成8年11月1日
広島 平成1年7月15日 平成7年2月1日
徳島 平成2年10月30日 平成7年6月24日
香川 平成2年3月15日 平成7年2月1日
高知 平成2年8月15日 平成7年8月14日
福岡 平成1年8月1日 平成10年9月1日
長崎 平成2年10月19日 平成7年6月10日
熊本 平成2年6月29日 平成9年7月1日
大分 平成1年7月1日 平成7年4月1日
宮崎 昭和63年4月25日 平成9年4月10日

鹿児島 平成4年3月1日 平成9年2月28日
（注）道府県調べによる。



表２７　景観条例等の措置状況（道府県）

道府県名 条例等の名称 制定年月日
北海道 北海道景観形成基本計画 平成11年３月

北海道美しい景観のくにづくり条例 平成13年10月19日
青森県 青森県景観条例 平成3年7月3日
岩手県 岩手の景観の保全と創造に関する条例 平成5年10月26日
宮城県 景観形成調査 平成３年度
秋田県 景観形成ガイドライン 平成３年９月
福島県 福島県景観条例 平成11年4月1日
茨城県 茨城県景観形成条例 平成6年9月29日
栃木県 とちぎふるさと街道景観条例 平成2年4月1日
群馬県 群馬県景観条例 平成5年10月7日
埼玉県 埼玉県景観条例 平成元年３月２９日
千葉県 千葉県景観形成指針 平成５年９月
新潟県 「マイ・ライフ・リゾート新潟」景観形成指針 平成3年5月29日
石川県 石川県景観条例 平成5年4月1日
山梨県 山梨県景観条例 平成2年10月20日

山梨県屋外広告物条例（全部改正） 平成3年12月24日
長野県 長野県景観条例 平成4年3月19日

屋外広告物条例 平成5年10月12日
静岡県 静岡県風致地区条例 昭和45年3月20日

静岡県風致地区条例施行規則 昭和45年4月7日
静岡県屋外広告物条例 昭和49年3月22日
静岡県屋外広告物条例施行規則 昭和49年3月30日
「にっぽんリゾート・ふじの国」構想景観形成ガイドプラン 平成5年2月16日
静岡県プレジャーボートの係留保管適正化等に関する条例 平成11年7月27日
静岡県プレジャーボートの係留保管適正化等に関する条例施行規則 平成11年12月7日

愛知県 愛知県都市景観マスタープラン 平成３年３月
三重県 景観形成基準 平成元年４月

三重県屋外広告物条例（一部改正） 平成2年3月23日
屋外広告物建替費等補助事業 平成2年4月1日
屋外広告物沿道景観地区掲出基準 平成2年9月4日
三重県公共施設景観形成指針 平成２年９月
三重県景観形成指針 平成９年３月

滋賀県 滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例 昭和45年6月14日
ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例 昭和60年7月1日

京都府 丹後リゾート景観形成調査 平成２年度
兵庫県 景観の形成等に関する条例 昭和60年3月27日

屋外広告物条例(改正） 平成4年3月27日
鳥取県 鳥取県景観形成条例 平成5年4月1日
島根県 ふるさと島根の景観づくり条例 平成3年12月20日
広島県 ふるさと広島の景観の保全と創造に関する条例 平成3年3月14日
徳島県 徳島県リゾート地域景観形成ガイドライン 平成５年３月
熊本県 熊本県景観条例（天草景観形成地域指定） 平成2年10月1日
大分県 大分県沿道の景観保全等に関する条例 昭和63年3月30日
宮崎県 宮崎県沿道修景美化条例 昭和44年4月1日

宮崎県屋外広告物条例 平成5年9月29日
沖縄県 沖縄県景観形成条例 平成６年10月
（注）道府県調べによる。



表２８　景観条例等の措置状況（市町村）
道府県名 市町村名 条例等の名称 制定年月日
北海道 占冠村 美しい占冠の風景を守り育てる条例 昭和62年7月1日

美瑛町 美瑛町景観条例 平成元年12月15日
青森県 深浦町 深浦町景観形成基本方針 平成9年4月1日
岩手県 大船渡市 大船渡市景観形成基本方針 平成７年３月

釜石市 釜石市景観形成基本方針 平成７年３月
遠野市 遠野市景観形成基本方針 平成７年３月
陸前高田市 陸前高田市景観形成基本方針 平成７年３月
大槌町 大槌町景観形成基本方針 平成８年３月
住田町 住田町景観形成基本方針 平成９年３月

秋田県 田沢湖町 田沢湖町景観保存条例 平成２年８月
福島県 磐梯町 磐梯町景観環境要綱 平成元年４月１日

会津若松市 会津若松市景観条例 平成4年10月1日
栃木県 那須町 那須町地域内における建築物規制にかかる指導要綱 平成元年９月１日
群馬県 新治村 美しい新治の風景を守り育てる条例 平成2年3月19日

草津町 草津町景観形成推進事業助成金交付要綱 平成3年9月18日
川場村 川場村美しいむらづくり条例 平成4年4月1日
草津町 草津町景観条例 平成5年4月1日
嬬恋村 嬬恋村における建築物の制限に関する条例 平成5年8月1日
嬬恋村 嬬恋村美しいむらづくり条例 平成11年4月1日

千葉県 館山市 館山市街並み景観形成指導要綱 平成元年10月７日
銚子市 銚子市リゾート地域大型建築物指導要綱 平成2年9月28日
長生村 長生村大型建築物指導要綱 平成2年11月20日
天津小湊町 天津小湊町リゾート地域大型建築物指導要綱 平成2年12月25日
長柄町 長柄町大型建築物指導要綱 平成3年2月1日
勝浦市 勝浦市リゾート地域大型建築物指導要綱 平成3年3月1日
一宮町 一宮町リゾート地域大型建築物指導要綱 平成3年4月1日
飯岡町 飯岡町リゾート地域大型建築物指導要綱 平成3年4月1日
成東町 成東町大型建築物指導要綱 平成3年4月1日
八日市場市 八日市場市リゾート地域大型建築物指導要綱 平成3年6月14日
旭市 旭市リゾート地域大型建築物指導要綱 平成3年7月1日
光町 光町リゾート地域大型建築物指導要綱 平成3年7月20日
野栄町 野栄町リゾート地域大型建築物指導要綱 平成3年10月1日
岬町 岬町リゾート地域大型建築物指導要綱 平成4年4月1日
銚子市 銚子市地球の丸く見える丘景観条例・施行規則 平成5年1月1日

静岡県 熱海市 熱海市都市景観条例 平成4年4月1日
長泉町 長泉町都市景観形成ガイドライン 平成６年３月
富士宮市 富士宮市都市景観条例 平成7年4月1日
伊東市 伊東市都市景観条例 平成8年3月29日
富士宮市 富士山等景観保全地域におけるトレーラーハウスの定置の規制に関する条例 平成13年1月1日
三島市 三島市都市景観条例 平成13年6月1日

滋賀県 マキノ町 マキノ町美しく住みよいまちづくり条例 平成元年４月１日
マキノ町 マキノ町美しく住みよいむらづくり推進事業補助金 平成2年3月10日

京都府 久美浜町 久美浜町きれいな町づくり条例 平成3年10月1日
舞鶴市 舞鶴市都市景観基本計画 平成4年3月31日
加悦町 加悦町の美しく豊かな景観を守り育てる条例 平成6年11月1日
網野町 網野町美しいふるさとづくり条例・施行規則 平成13年3月29日

岡山県 八束村 八束村景観条例 平成3年12月24日
中和村 中和村景観条例 平成4年3月12日
川上村 川上村景観条例 平成4年9月25日

香川県 丸亀市 丸亀市都市景観条例 平成7年4月1日
愛媛県 今治市 今治市建築協定条例 昭和59年10月9日

岩城村 岩城村保養地区域内における土地及び建築物等の規制に関する要綱 平成元年11月１日
福岡県 若宮町 若宮町モーテル類似施設の建築規制に関する条例 昭和58年12月10日

北九州市 関門景観条例 平成13年10月3日
長崎県 長崎市 長崎市都市景観条例 昭和64年1月1日

野母崎町 野母崎町環境美化条例 平成6年4月1日
琴海町 琴海町環境美化に関する条例 平成6年4月1日
大村市 大村市都市景観条例 平成12年3月27日

熊本県 天草町 天草町の景観を守り育てる条例 平成3年2月1日
大分県 湯布院町 湯布院町潤いのある町づくり条例 平成2年9月5日
宮崎県 宮崎市 宮崎市都市景観条例 平成2年4月1日

宮崎市 宮崎市屋外広告物条例 平成10年4月1日
沖縄県 石垣市 石垣市景観形成条例 平成３年12月

上野村 上野村景観形成条例 平成４年３月
（注）道府県調べによる。



図３０　滞在型の旅行に係る意向

（注）総理府「余暇時間の活用と旅行に関する世論調査」（平成１１年８月）による。
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図３１　国内旅行先での行動

（注）１．総理府「余暇時間の活用と旅行に関する世論調査」（平成１１年８月）による。
　　  ２．この１年くらいの間に観光等旅行をした者に、複数回答
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一緒に行った人達とにぎやかに過ごす
家族と一緒に遊ぶ
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旅行先の土地の郷土色豊かな名産品・特産品等の買物をする
神社・仏閣等の参詣
のんびりとくつろぐ
遊園地・テーマパーク等で遊ぶ
スポーツ、レクリエーション活動（スキー、テニス、ゴルフ等）をする
都市での観光・体験（生活体験）
その地で行われる「祭り」などのイベントを見る
体験型レクリエーション（陶器作成、和紙造り、自然体験等）をする
その他
わからない



（注）日本観光協会「日本人のリゾート・イメージ」（平成９年）による。

図３２　１週間の連続休暇がとれた場合に最も希望する国内旅行
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（注）総理府「余暇時間の活用と旅行に関する世論調査」（平成１１年８月）による。

図３３　滞在型の旅行に望む機能
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温泉を利用した施設（クアハウス等）がある
近くに散策やバードウオッチングなどのための自然に親しめる場所がある
バラエティに富んだ食事等が楽しめる施設がある
近くにスポーツ施設（スキー、テニス、ゴルフ、プール等）がある
のんびりするのが目的なので、特に機能は必要ない
近くに遊園地やテーマパーク等がある
図書館や博物館など幅広い教養・文化を高める施設がある
自動車を利用したファミリーキャンプ場（オートキャンプ場等）等がある
高齢者・障害者に配慮した設計の施設（手すり、浴室等）やサービス（食事等）がある
地域の人々とのふれあい、交流を楽しむ機会がある
医師による健康診断や専門家による指導が受けられる健康増進施設がある
その他
わからない



表２９ 特定地域の特色

構想名【道府県名】 自然的特色（気候、地勢） 人文的特色 歴史 文化 伝統等 アクセス（ 、 、 ）

（ 、 、北海道富良野・大雪リ ・大雪山国立公園、道立自然公園 ・田園風景 ・道内主要３空港 新千歳 旭川
ゾート地区整備構想 ・豊富な温泉、良質な雪 帯広）からのアクセスが極めて
【北海道】 便利（首都圏から３～４時間程

度で到着）

北海道ニセコ・羊蹄・ ・支笏洞爺国立公園、ニセコ積丹 ・美術館、文学者の記念館、士族
洞爺周辺リゾート地区 小樽海岸国定公園 開拓の歴史
整備構想【北海道】 ・大小様々な温泉、良質な雪、名

水百選の湧水

さんりく・リアス・リ ・リアス式海岸 ・民話の里・遠野市
ゾート構想【岩手県】 ・海洋資源（環境・水産）

栗駒・船形リフレッシ ・栗駒・船形山 ・鳴子温泉等の温泉
ュリゾート－オアシス ・人的資源
２１構想【宮城県】

北緯４０°シーズナル ・十和田八幡平国立公園 八幡平 ・玉川温泉、乳頭温泉郷、 、
リゾートあきた構想 森吉山、田沢湖、良質の雪
【秋田県】

蔵王・月山リゾート構 ・蔵王・月山、田園性 ・豊富な温泉 ・新幹線、高速道路によるアクセ
想【山形県】 ス改善

会津フレッシュリゾー ・磐梯朝日国立公園、磐梯山、猪 ・東山温泉等の豊富な温泉 ・首都圏の半日行動圏(首都圏か
ト構想【福島県】 苗代湖 ら200km圏、福島空港や磐越自

動車道の整備)

（ ）茨城・きらめき・リゾ ・阿武隈山系南端の海・山 ・東京に近接 東京から80-160㎞
ート構想【茨城県】 ・JR常磐線や常磐自動車等の交通

アクセスが便利

日光・那須リゾートラ ・日光国立公園、中禅寺湖、那須 ・日光の社寺（世界遺産 、日光）
イン構想【栃木県】 野ヶ原 杉並木、平家落人伝承、奥鬼怒

温泉郷、鬼怒川・川治温泉郷、
塩原温泉郷、那須御用邸

・国際色豊か



構想名【道府県名】 自然的特色（気候、地勢） 人文的特色 歴史 文化 伝統等 アクセス（ 、 、 ）

ぐんまリフレッシュ高 ・医学的見地からの温泉利用 ・草津など温泉地としての伝統 ・東京から至近
原リゾート構想【群馬 ・保養地らしい町並みやホスピタ
県】 リティー

秩父リゾート地域整備 ・秩父多摩甲斐国立公園、県立自 ・行事、歳事、民俗芸能 ・首都75km圏で週末利用で身近
構想【埼玉県】 然公園

房総リゾート地域整備 ・温暖な気候 ・美しい風土を有する農漁村 ・東京圏に極めて近接
構想【千葉県】 ・長く変化に富んだ海岸線 ・アクアライン開通でさらにアク

・緑豊かな房総丘陵 セス向上

山梨ハーベストリゾー ・森林資源
ト構想【山梨県】

“フレッシュエア信 ・浅間山、八ヶ岳の景観 ・首都圏から160km圏内
州”千曲川高原リゾー ・高原地帯
ト構想【長野県】

「にっぽんリゾート・ ・日本の象徴富士山や美しい海な ・東名高速や東海道新幹線により
ふじの国」構想【静岡 どバラエティに富んだ景観、豊 首都圏・中部圏に至便
県】 かな温泉、温暖な気候に恵まれ

ている

三河湾地域リゾート構 ・静穏な三河湾（海洋性レジャー ・蒲郡地域の温泉、歴史、農水産 ・名古屋圏に位置
想【愛知県】 に適 、湾に点在する島々、渥 資源 ・東名高速、東海道新幹線、海上）

美半島、伊良湖岬 交通整備

琵琶湖リゾートネック ・白砂青松の浜辺、豊かな水辺 ・歴史の舞台
レス構想【滋賀県】



構想名【道府県名】 自然的特色（気候、地勢） 人文的特色 歴史 文化 伝統等 アクセス（ 、 、 ）

丹後リゾート構想【京 ・天橋立に代表される海、海岸、 ・浦島太郎、天羽衣伝説、漁村文
都府】 砂州、静穏な内湾 化を象徴する舟屋

・酒呑童子、安寿姫、細川ガラシ
ャなどの歴史風土、文殊堂、元
伊勢神宮など神社仏閣、古墳群

・丹後ちりめんや和紙、焼き物な
どの伝統産業

総合保養地域の整備に ・環境立島「公園島淡路」 ・国生み神話 ・神戸淡路鳴門自動車道で京阪神
関する基本構想【兵庫 ・瀬戸内海国立公園の東端に位置 ・御食つ国（豊かな食材） 大都市圏と直結
県】 し、温暖な気候と海洋性の優れ ・淡路人形浄瑠璃

た自然景観

“燦”黒潮リゾート構 ・黒潮の流れ、温暖な気候、風光 ・高野、熊野の文化
想【和歌山県】 明媚な海岸線、温泉、良好な水 ・心身のやすらぎ

環境、瀬戸内海国立公園、吉野
熊野国立公園

ふるさと大山ふれあい ・大山と日本海
リゾート構想 鳥取県 ・大山のぶなの森【 】

・名水百選の湧水

蒜山美作リゾート構想 ・中国山地に抱かれた同一性 ・ 美作の国」としての一体性「
【岡山県】 ・高原、森林、渓谷、湖など変化 ・城下町や宿場町のたたずまい

に富んだ地形 ・伝統、風俗
・温泉

瀬戸内中央リゾート構 ・多島海、温暖な気候 ・国際交流、都市と島の交流、架
想【広島県】 やクルージング等で連携した広

域回遊

サザンセト・サンシャ ・瀬戸内海国立公園 ・豊かな農林水産物やそれらを活
インリゾート構想【山 ・温暖な気候 用した特産品
口県】



構想名【道府県名】 自然的特色（気候、地勢） 人文的特色 歴史 文化 伝統等 アクセス（ 、 、 ）

ヒューマン・リゾート ・明るく温暖な気候 ・阿波踊りや四国霊場８８ヶ所の
とくしまの海と森構想 ・鳴門の渦潮など変化に富んだ海 札所など文化や伝統
【徳島県】 岸線、吉野川などの清流、緑豊 ・種類の豊富な魚介類、鳴門金時

かな広大な山地 など特産品とその食文化

瀬戸内・サンリゾート ・瀬戸内海国立公園 ・金刀比羅宮などの史跡・寺社・
構想【香川県】 ・温暖小雨な気候 伝説

・四国霊場８８ヶ所などの歴史性
・神秘性

・瀬戸大橋の人工美

えひめ瀬戸内リゾート ・多島美 ・日本最古の道後温泉など豊富な ・本州への利便性
開発構想【愛媛県】 ・穏やかな気候風土 歴史・文化資源

・しまなみ海道の架橋の景観美

玄海レク・リゾート構 ・玄海国定公園、北九州国定公園 ・都市機能の存在 ・地域に近接した２つの空港
想【福岡県】 等に囲まれた良好な自然環境。 ・古くから中国大陸や東南アジア ・整備された港、新幹線、高速道

・福岡・北九州の両都市圏の身近 との交流の歴史を有し、歴史資 路網
な余暇空間 源が豊富

・福岡空港を中心とした国際交流
拠点

・明太子などユニークで豊富な特
産品や、多くの祭りに代表され
る地域文化

歴史と自然のパノラマ ・虹の松原、有明海の干潟などの ・吉野ヶ里遺跡、名護屋城趾など
さがリゾート構想【佐 自然景観 の歴史遺産
賀県】 ・武雄・嬉野などの温泉 ・伊万里焼・有田焼・唐津焼など

の文化・産業
・唐津くんちなどの伝統芸能
・鹿島ガタリンピックなど新しい
イベント



構想名【道府県名】 自然的特色（気候、地勢） 人文的特色 歴史 文化 伝統等 アクセス（ 、 、 ）

ナガサキ・エキゾティ ・多彩な海域、島々、半島、岬、 ・出島、洋館、唐寺、中華街など
ック・リゾート構想 山 西洋と中国文化を取り入れた歴
【長崎県】 ・西海国立公園 史・文化施設

・オランダの街並みを忠実に再現
したハウステンボス

天草海洋リゾート基地 ・複雑な海岸線、多島海
建設構想【熊本県】 ・雲仙天草国立公園、三角・大矢

野海辺県立自然公園

宮崎・日南海岸リゾー ・海、森林、温暖な気候 ・国際的にも評価の高いコンベン
ト構想【宮崎県】 ・沿道修景美化条例に基づく沿道 ションリゾート施設

の自然 ・青島・鵜戸神宮など神話・歴史
の観光資源

（注）温泉は捉え方で自然的特色にも人文的特色にも分類できる。ここでは、各府県による区分にしたがった。



表３０ 特定地域の魅力を高める取組

構想名【道府県名】 自然的特色を活かしたもの 人文的特色を活かしたもの その他
(取組手法がユニークなものなど)

北海道富良野・大雪リ ・観光協会、商工会議所を中心に
ゾート地域整備構想 観光クラスターの形成に向けた
【北海道】 富良野型エコ・ミュージアム形

成事業を展開している。
・山岳レクリエーションの魅力を
高めるため、山岳道の整備を図
り、また、地理的条件を生かし
クロスカントリーコースを整備
し、スポーツ振興を推進してい
。「 」 、 、る 写真の町 として 毎年

国際写真フェスティバル、写真
甲子園を開催し、国内外から多
くの人が訪れている。

・花いっぱい運動として地域住民
対象の「花壇コンクール」や、
地元小学校を対象とした「フラ
ワー探検隊」などの事業や、市
街国道植樹の花植樹・バス停の
プランター設置など地域住民と
一体となった花づくり・管理を
している。
また、ファーム富田・彩香の

里などの民間の大花園の他、農
村地帯を中心に花 のまちづく
りを広めようと「フラワーメイ
ト」という地域住民が主体とな
った団体がガーデニングなどの
環境美化を進めている。

・自然の中での体験観光等を主体
としていることから、環境を守
り育てる活動の醸成に努めてい
る。町として水資源の確保保全
のために森づくりを推進すると



構想名【道府県名】 自然的特色を活かしたもの 人文的特色を活かしたもの その他
(取組手法がユニークなものなど)

北海道富良野・大雪リ ともに、観光団体における環境
ゾート地域整備構想 美化運動を推進支援している
【北海道】 （国土交通省の平成１４年度水資

源功労者に南富良野町が選ばれ
た 。。）

・美瑛町農観学園（仮称 ：農業）
や観光など各産業が連携し、自
然や景観、人などを活かし、地
域産業の振興と地域の活性化に
向けて住民が主体的に取り組ん
でいる（平成１３年度：農観学
園（仮称）設立に向けた調査研
究 平成１４年度：農観学園 仮。 （
称）設立に向けた準備。平成
１５年度：農観学園（仮称）の
設立と運営 。）

北海道ニセコ・羊蹄・ ・蘭越町では、昔は町内どこでも ・洞爺村では、芸術文化活動に特
洞爺周辺リゾート地域 見ることができた「ほたる」を に力を入れており、洞爺村国際
整備構想【北海道】 再生するため、小学校を含めた 彫刻ビエンナーレという隔年開

地域住民によるほたるの住める 催のミニ彫刻の国際公募展を開
環境づくりに地域が一丸となっ 催し、全世界から応募された彫
て取り組んでいる。毎年８月８ 刻を審査し、その中から大賞、
日には「よしくに自然公園」を 準大賞、優秀賞、Ｆ氏賞等が決
会場に「観蛍会」を開催してい められている。現在、企画５０
る。 委員会（ボランティア）のもと
本町は 良質米の産地であり 平成１５年（第６回）開催に向、 、

ほたるが住める環境をつくるた けて準備を行っている（平成
めに低農薬・有機肥料による米 １３年（第５回）応募数：８２
づくりを推進しており 「ほた ６ 応募国数：７３ 。、 ）
るの里 のおいしい ほたる米 ・真狩村では、地元で収穫したユ」 「 」
のネーミングにより、米を販売 リ根やじゃがいもを、地元レス
している農家もあり、地域内産 トランで調理し、お客さんに提
米のイメージアップと販売促進 供している。
につながっている。



構想名【道府県名】 自然的特色を活かしたもの 人文的特色を活かしたもの その他
(取組手法がユニークなものなど)

さんりく・リアス・リ ・地域固有の資源を活かした物産、商品開発及びＰＲを兼ねた地域内
ゾート構想【岩手県】 外でのイベント

・農林水産業や地域文化等の現地体験を主体としたグリーンツーリズ
ム

栗駒・船形リフレッシ ・協議会が、森林トレッキングな ・鳴子温泉協会を中心に、土産物
ュリゾート－オアシス ど都市住民等を対象としたモニ 店・飲食店協賛のそぞろ歩きで
２１構想【宮城県】 ターツアーを実施。平成13年度 きる温泉街づくり、情緒づくり

（ ） 、は５回 約200名参加 実施し
平成14年度は７回実施予定

北緯４０°シーズナル ・スキー場のゴンドラを冬以外に ・湯治温泉で有名な玉川温泉に新
リゾートあきた構想 も活用（６月森吉山「花の百名 たにバリアフリーに配慮した新
【秋田県】 山紀行」実施、１０月上旬に阿 玉川温泉を開設。地区全体の入

仁町・森吉町共催で森吉山の紅 込客が平成９年の４２万人から
葉鑑賞） 平成13年には７３万人と急増

蔵王・月山リゾート構 ・蔵王温泉・坊平地区は自然資源 ・中央部では、さくらんぼ等の農
想【山形県】 を活かした誘客運動や陸上競技 産物中心でチェリーランド等の

の準高地トレーニング拠点とし 第３セクターによる観光振興
て整備。

・月山地区はネイチャーゾーンと
して自然・歴史を活かした観光
振興

茨城・きらめき・リゾ ・推進協議会で地域住民も交えな
ート構想【茨城県】 がらワークショップを開催し、地

域資源を活用し地域の魅力を高め
るめの新たな具体的方策を検討中
（平成１４年度）

日光・那須リゾートラ ・地域住民・賛同者のボランティア活動による自然環境・景観の保全
イン構想【栃木県】 ・自然・農山村・地場産品に親しむ体験型観光、蕎麦のオーナー制度

など



構想名【道府県名】 自然的特色を活かしたもの 人文的特色を活かしたもの その他
(取組手法がユニークなものなど)

日光・那須リゾートラ ・地域の祭りやイベント等の交流事業を通じた地域資源紹介・イメー
イン構想【栃木県】 ジ形成

・観光案内や通訳ボランティアの育成・登録制度等ホスピタリティの
向上

ぐんまリフレッシュ高 ・文化事業の展開等によるイメー ・広域的ネットワーク研究。観光
原リゾート構想【群馬 ジアップ によるヒーリング等心的要素の
県】 研究

秩父リゾート地域整備 ・豊かな自然を満喫する「ツール ・地域の農林産物や芸能が一同に ・ 秩父路のＳＬ」運行「
構想【埼玉県】 ・ド・秩父」 会する「彩の国ふるさと秩父ま ・県と市町村で共同設置・運営す

つり」 る「彩の国ふるさと秩父観光情
報館」による情報提供

房総リゾート地域整備 ・豊かな自然の癒し機能を活かしつつ、農林水産業の体験活動の場や
構想【千葉県】 特色ある「食」を提供、観光・歴史・文化等の多様な地域資源の発

掘、ニーズに応じたメニュー提供の仕組みを構築（ 仮称）快適「（
空間プロジェクト ）」

山梨ハーベストリゾー ・行政・事業者による特産品フェ ・事業者による大都市圏への直行
ト構想【山梨県】 アなどのＰＲイベント。 バス路線の新設

・事業者による農業体験等と連携
した企画商品づくり

「にっぽんリゾート・ ・伊東市は温泉や自然を活かした ・大仁町は地域住民・ＮＰＯ主催
ふじの国」構想【静岡 地域住民・ＮＰＯ・行政が主体 の収穫まつり実施。
県】 の健康保養地づくり事業推進 ・函南町は牛乳加工団体・ＪＡ・

行政等が農畜産物を活用した食
の体験や物産展開催

三河湾地域リゾート構 ・知多半島観光事業協同組合が主
想【愛知県】 体、各施設・ホテル出資の無料

「 」周遊バス 南知多ぐる～りバス
運行



構想名【道府県名】 自然的特色を活かしたもの 人文的特色を活かしたもの その他
(取組手法がユニークなものなど)

琵琶湖リゾートネック ・琵琶湖の水辺環境の保全・再 ・観光ボランティアガイドの育成 ・ＪＲ西日本による琵琶湖環状線
レス構想【滋賀県】 生 （長浜観光ボランタリーガイド の整備 「ＳＬ北びわこ号」運、

・びわこ地球市民の森づくり。 協会） 行
・マキノ高原での自然観察会の開

催（マキノ自然観察倶楽部 。）
京阪神など都市部からの訪問客
が増加

総合保養地域の整備に ・緑化を進め、花拠点施設を結ぶ ・平成１４年度から風土工学的手 ・観光団体と観光施設が実施する
関する基本構想【兵庫 「あわじ花回廊構想」の推進 法を活用した地域資源の発掘と 「旅すごろくスタンプラリー」
県】 検証、地域イメージ戦略の構築

（ ）調査段階から地域住民も参画

“燦”黒潮リゾート構 ・自然・歴史・文化活かした新たな魅力創出及び地域住民の再認識による地域づくり・まちおこし機運醸
想【和歌山県】 成のため平成１１年度「南紀熊野体験博」開催、平成１２年度より３ヵ年で補助事業「南紀熊野体験博

を継承する故郷づくりイベント事業」実施

ふるさと大山ふれあい ・ 大山王国」として大山山麓リ「
リゾート構想 鳥取県 ゾート・観光推進協議会が地域【 】

情報発信（ＨＰ開設、ガイドブ
ック発行 。）

・ 大山リゾートネットワーク」「
として事業者の情報発信を共同
で取組

瀬戸内中央リゾート構 ・平成１０年度に県と海道沿線自治体の連携により「瀬戸内しまなみ ・観光施設、観光協会、交通事業
想【広島県】 大学」開学。生涯学習・交流の場として 「歴史探訪コース 「自 者等で構成される「島めぐり航、 」、

然環境コース 「ふるさと発見コース」など体験学習型の講座を 路実行委員会」が自由乗降可能」、
設定（学生証を発行し、各種割引の特典あり） 「せとうちおさんぽクルーズ」

実施（平成１４年から秋限定）

サザンセト・サンシャ ・パラグライダー等スカイスポー ・白壁の調和する街づくり
インリゾート構想【山 ツの施設整備、イベント開催 ・空き地や公用地での花づくり
口県】 （ボランティア）



構想名【道府県名】 自然的特色を活かしたもの 人文的特色を活かしたもの その他
(取組手法がユニークなものなど)

サザンセト・サンシャ ・特産品センター設置による農産
インリゾート構想【山 物加工品等の開発、販売
口県】

ヒューマン・リゾート ・県南地域は海等の地域特性を活 ・ホテル等宿泊施設は地場産品を
とくしまの海と森構想 かした自然体験プログラム実施 活用した独自メニューの考案や
【徳島県】 人形浄瑠璃 ・阿波踊りの体験、

実施

瀬戸内・サンリゾート ・粟島生活体験宿泊 特定施設 ル ・さぬき瀬戸塾（島のリーダー育（ 「
構想【香川県】 ・ポール粟島 等を利用しつつ 成のため、県内で２０名程度の」 、

県内外の子供たち５０人が釣り 参加によりワークショップを行
や手旗信号等を体験 。 い各島の問題点や活性化方策に）

・四国４県で「いやしのくに四国 ついて議論する）
交流推進協議会」を設置（平成
１２年 、四国遍路等いやし文）
化の継承、交流推進のための共
同事業実施

玄海レク・リゾート構 ・観光案内などに携るボランティ
想【福岡県】 アの育成（福岡市観光案内ボラ

ンティア等）
・新たな視点による観光地づくり
の取組

ナガサキ・エキゾティ ・グリーンツーリズム、豊かな自 ・異国情緒及び歴史・文化を活か ・ハウステンボスを起点とした周
ック・リゾート構想 然を活かした体験型観光の推進 したイベントの開催(長崎ラン 辺観光商品の企画
【長崎県】 ・地域独特の素材を活かした食の タンフェスティバル、長崎帆船

開発 まつり)
・観光ボランティアガイドの育成

(長崎市ボランティア観光ガイ
ド)



構想名【道府県名】 自然的特色を活かしたもの 人文的特色を活かしたもの その他
(取組手法がユニークなものなど)

天草海洋リゾート基地 ・一市一町名物料理事業 ・天草海洋リゾート基地建設構想
建設構想【熊本県】 推進協議会におけるリゾートマ

ップ作成、天草ツーリズム事業
の推進

宮崎・日南海岸リゾー ・花の名所づくり、ガーデニング振興等による「ほほえみ花の国みや
ト構想【宮崎県】 ざき」づくり

・自然や産業を活かした体験型メニューの充実。神話・歴史の観光資
源を活かし、神楽イベントを実施する等「神話の国みやざき」づく
り



表３１ 特定民間施設の運営・経営面の工夫

施設名等【道府県名】 内 容

旭岳ロープウェイ【北海道】 ・ロープウェイの改修時に、バリアフリーに配慮し、麓側にはエレベーターを設置し、山頂側に
はスロープを設置

新玉川温泉【秋田県】 ・高齢者が多いことを考慮して、バリアフリーに配慮した段差のない、手すりのある建物。洋室
は低いベッド、和室は本館近くに配置

・１人客向けに洋室のシングルルームを配置

大心苑【茨城県】 ・野外活動体験や陶芸体験等の指導者を確保し、体験機能を充実化し、利用者増大に向けた取組
を実施

マウントジーンズ・スキーリゾ ・経営主体が同一の第３セクターであり、社員配置において夏季は「どうぶつ王国 、冬季はス」
ート那須 那須どうぶつ王国 栃 キー場が重点配備、経営面で工夫、 【
木県】

エーデルワイススキーリゾート ・経営主体である第３セクターが夏季に鬼怒川ライン下り（特定民間施設ではない）を実施し、
【栃木県】 第３セクターの安定経営に大きく貢献

きぬがわ高原ゴルフ場 栃木県 ・シーズン・オフ対策として、スノーモービルの貸出しやクロスカントリスキーの受入れ【 】

ハンターマウンテンスキー場 ・スキーに加え、スノーシューの利用などによる利用者確保。シーズンオフ対策としてゴンドラ
【栃木県】 を運行し山頂部の散策路の利用促進。ネイチャーゲームの指導員を確保し、幅広いレクリエー

ション活動への対応準備

マザー牧場【千葉県】 ・施設のリニューアルによるリピーターの確保
・鴨川シーワールドと提携した共通入場券の商品化
・アクアラインの高速バスに接続した直行バスの運行

伊豆シャボテン公園【静岡県】 ・高齢者、障害者に対する入場料金割引
（ 、 ）、・ユニバーサルデザイン対応の施設改修 階段・段差の解消 園内看板の読みやすさへの配慮等

動物ショーに手話
・盲導犬での来園者に対応



施設名等【道府県名】 内 容

南知多ビーチランド【愛知県】 ・飼育スタッフによる講話、水槽の裏側ウォッチング、自然観察などを実施。小中学校の課外授
業も増加

マキノ高原・マキノピクニック ・観光農園の果樹の種類を増やすことにより開場期間の延長
ランド【滋賀県】 ・バリアフリー化、高齢者・障害者等に配慮

・地元のマキノ自然観察会を積極的に開催

宮津ロイヤルホテル【京都府】 ・シーズンオフ対策：４～５月にツアーを多く企画し旅行代理店を通し集客
・自然体験：バスによるホタル鑑賞会
・文化活動：地域住民を対象に料理教室を月一回開催
・高齢者、障害者に対する配慮：全館バリアフリー、身障者ルーム１部屋、身障者団体の宿泊実

績あり

大山王国（高麗山地区 【鳥取 ・ホームページの作成）
県】 ・体験プログラムの実施（ぶなの森ウォーク、マウンテンバイクツアー）

ベネッセハウス、国際キャンプ ・館内で現代アートコレクションを展示（ベネッセハウス 、モンゴルのパオを常設（国際キャ）
場（直島文化村 【香川県】 ンプ場））

シーガイア【宮崎県】 ・長期滞在でも楽しめる多くの体験プログラムを実施
・滞在型プログラムを中心とした、世界レベルのゴルフアカデミーを設置



表３２ 人材の育成・活用

名称【道府県名】 内 容

ふらの観光ガイドヘルプ 北海道 体の不自由な方で、単独での観光が困難な個人及びグループが観光する際に、ボランティアが【 】
同行し介助と観光案内を実施。
・実施主体：ふらの観光協会、富良野市社会福祉協議会（ガイドヘルプ１２名登録）
・同行範囲：広域富良野圏域（富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村、美

瑛町）
・観光経費の負担：観光に係る利用者及びボランティアの交通費、入館料、昼食代等の観光経

費は利用者が実費負担

大雪山自然学校【北海道】 ＮＰＯ法人「ねおす」が運営し、イエティくらぶ・自然案内人養成コースなどの地域支援・人
材育成事業に取り組んでいる。
・自然体験プログラムの作成（大雪山に訪れる人たちに自然や文化を体験してもらい、東川町
の観光の付加価値を高めるため支援）

手作りカヌー工房【北海道】 洞爺村には、ボランティア（レイクスポーツ協会）でカヌーづくり、カヌー体験ができる手作
り工房があり、主に定年した人々が活動。経験豊かな指導者が作成を指導し、自分の時間に合
わせてつくることができる。

いわてグリーンツーリズム体験イ 個人１６人（民宿経営者、特殊技能者等）
ンストラクター【岩手県】

くりこま高原自然学校【宮城県】 任意団体でＮＰＯ化を検討。乗馬・スキー・スノーモービル・農業体験・登山・自然観察・カ
ヌー・パラグライダー等を指導。代表者は脱サラ後Ｊターンとして定住。

もりよし観光案内人の会 森吉山の「花の百名山紀行」及び「紅葉観光」のオプショナルツアーを案内。１時間当たり一
ふるさと阿仁観光案内人の会（い 人２０００円
ずれも任意団体 【秋田県】）

旅の案内人 任意団体 秋田県 田沢湖町が組織。田沢湖湖畔、駒ヶ岳などを案内。１コース案内人１人につき８０００円。（ ）【 】
案内人の研修は町、観光協会が中心になって実施。

観光ボランティアガイド組織（特 観光ガイドレベルアップ研修会等で育成。山形県観光協会への委託事業あり。
）【 】定地域で６５０名余り 山形県



名称【道府県名】 内 容

自然ふれあい活動指導者の紹介制 栃木県自然ふれあい活動推進協議会 県と市町村で構成 では 指導者として登録した者 自（ ） 、 （「
度【栃木県】 然ふれあい活動指導者養成講座」修了者やネイチャーゲーム指導員等実務経験者や動植物の専

門知識を有するもの等、１４年５月現在２０６名登録）を自然ふれあい活動を主催する市町村
や学校等に紹介。
指導者の育成方策として、上記協議会が自然ふれあい活動に興味・関心のある県民を対象に、
上記講座を開催

地域興しマイスター派遣事業【栃 栃木県では、営農活動、郷土芸能、食材、自然体験活動、地域特産品づくり、観光などによる
木県】 地域興しに携わる人材を登録し、中山間地域の市町村や地域活性化推進組織に派遣。

杉並木ガイド【栃木県】 今市市では、観光振興と高齢者の雇用、活躍の場の提供を目的に、シルバー人材センターの登
録会員による杉並木を中心とした観光拠点の案内、解説を実施。

「 」（ ） 、 。日光彫り指導【栃木県】 日光木彫りの里工芸センター 特定施設 において 日光市から委嘱された指導者が活躍
また、日光伝統工芸組合員（日光彫り、日光下駄、日光茶道具等）２４名による協力体制が整
備。

日光ＳＧ倶楽部【栃木県】 日光市では外国人旅行者に対する観光案内のためのボランティア通訳が実施。

日光インタープリター倶楽部（Ｎ 日光市では地元解説員が自然解説、史跡解説、民話のほか、企画も含めて対応。
ＩＣ 【栃木県】）

パークボランティア等【栃木県】 環境省の日光湯元ビジターセンターや塩原温泉ビジターセンターを拠点に環境省から委託され
た自然公園指導員や登録ボランティアによるガイド活動が展開

文学碑ガイド【栃木県】 塩原町では温泉街に点在する文学碑の説明を、地元住民のサークルである文学研究会がボラン
ティアとして担う。

登山指導【栃木県】 那須連山において那須山岳会による登山指導。

那須観光ボランティア【栃木県】 那須町湯本地区において観光案内ボランティアが活動。

「 」（ ） 。手工芸指導【栃木県】 道の駅 那須高原友愛の森 特定施設 において那須町工芸振興会による手工芸体験の指導

森のインタープリター【群馬県】 林業関係で育成事業

地域おこしマイスター【埼玉県】 国補助事業の特定農山村地域支援事業を活用。６７人を認定。観光農林産物の開発等の指導。



名称【道府県名】 内 容

秩父まちなか観光ガイド 埼玉県 秩父市で、ボランティアの育成により実施。観光客の誘客と満足度の向上を目指す。【 】

房総オープンスクール【千葉県】 特定地域の市町村において、まちづくりに熱心な県民を対象に、地域づくりの指導者として育
成すべく各種講座や先進事例の視察等を実施。

観光ボランティア【静岡県】 沼津市でボランティアの育成により実施。観光施設やイベント会場などで、観光客等の案内を
行う。リーダー会議や研修会を定期的に開催し、活動の充実と資質の向上に努めている。

健康運動士、管理栄養士、音楽療 大仁のＮＰＯ法人が自然農園において活動。
法士【静岡県】

蒲郡市観光ボランティアガイド 約３０名の会員（ボランティア）が蒲郡を訪れる観光客にふるさとの自然風土や歴史文化、地
【愛知県 （県内の他地域にもあ 場産業の案内・説明を行う。年１回募集し、実際にボランティアを行う前に８回の勉強会、数】
り） 回の現地研修を実施。会員全員による全体会議を月２回開催し提案により講師招へい。年１回

先進地視察。
地域内の諸活動につき行政もＰＲ活動、資料提供などで協力。

京都ＳＫＹ丹後観光ガイド協会 丹後地域の自然、文化、名所、旧跡などの観光ガイドを行う。所属ガイド４２名。ガイドの育
【京都府】 成は、協会が郷土資料館員等を講師としてお願いし、勉強会を開催。行政からの支援は一切な

い（ガイド料収入による 。）

淡路創造大学の開設【兵庫県】 歴史文化や地域振興等の学習を通じ公園島淡路の創造を担う地域リーダーを育成するため、
（財）淡路２１世紀協会において淡路創造大学が開設されている。

県立高校におけるリゾート関連科 総合保養地域の整備等により見込まれる観光・飲食サービスや環境保全を担う人材育成のた
目の設置【兵庫県】 め、淡路地域の県立高校２校において、国際リゾート科や食品調理、緑地園芸の科目が設置さ

れている。

紀州語り部【和歌山県】 和歌山県登録制度。昭和６１年スタート。現在１０７名。熊野古道の案内で活躍。
体験プログラム担い手養成【和歌 和歌山ツーリズム大学で実施。自然や農林漁業を活用した体験プログラムを企画・実施する担
山県】 い手を養成。

和歌山ほんまもん体験 和歌山県 民間レベルの事業としてダイビング、ドルフィンスイムなどの体験。【 】
受付窓口や手配、ＰＲ活動などを地域の取組として進めていく必要。

妻木晩田遺跡ボランティアガイド 妻木晩田遺跡の紹介。
【鳥取県】



名称【道府県名】 内 容

ブナの森ウォーク【鳥取県】 自然観察指導員などが対応。

マウンテンバイクツアー 鳥取県 大山レークホテルスタッフが見所を案内。【 】

ボランティア観光ガイド 岡山県 勝山地区において観光協会に設置され、町並み保存地区などを案内。【 】

生涯学習ボランティア【山口県】 人材登録制度により確保。

観光ボランティア【山口県】 柳井市観光協会が確保、育成。

スキューバダイビング指導、自然 牟岐町の地元漁協出資の株式会社のインストラクターがスキューバダイビングの指導、子供に
観察指導【徳島県】 対する自然観察指導を実施。

塩づくり体験（宇多津町産業資料 昔、入浜式塩田で作業していた人を塩づくり体験の指導者としてシルバー人材センターから雇
館 【香川県】 用。塩づくり体験等の取組により、資料館は年間約４千人の利用者を確保。）

国営讃岐まんのう公園インタープ 自然・歴史・文化を分かりやすく（知識のみを伝えるのではなく、その裏側にあるメッセージ
リター【香川県】 も含め）公園利用者に伝える「インタープリター」の養成講座を開催し、ボランティアとして

活動してもらう。

水産研究会、水軍ふるさと会【愛 水産研究会は漁師の集まり、水軍ふるさと会は町おこしグループ。村上水軍の居城があった瀬
、 。媛県】 戸内海の能島周辺で漁船による｢潮流体験｣を実施し その際乗組員が水軍の歴史や文化を説明

県の平成１３年度「しまなみん活動」支援事業（しまなみ海道の特色を活用した民間活動への
支援）のモデル事業に採択。平成１４年度は実施期間を延長し、年間２千人弱が利用（土日、
祝祭日実施（約６０日間 。））

観光案内ボランティア等の育成推 各地で活動している観光案内ボランティア等の育成、相互交流の促進。
進【福岡県】

観光地域づくりリーダー養成【福 新たなニーズに対応できる地域での観光地づくりリーダーを養成し、新しい視点での観光地づ
岡県】 くりや地域振興を図る。

長崎観光大学運営事業【長崎県】 地域の観光振興に携わり、今後、観光施策を企画立案あるいは観光プロモーションを実施する
際に中心的な役割を果たす人材を育成し、観光基盤の強化を図る(平成１２年度より)。 平成
１４年度の受講生は２０名、講座回数６回。

長崎市ボランティア観光ガイド 市民等への募集を行い、その後、研修を行った上で観光客等へガイドを行う。
【長崎県】



名称【道府県名】 内 容

宮崎市観光ガイドボランティア 宮崎市の自然風土や歴史文化等について会員が案内を行う。
【宮崎県】

宮崎市神話の語り部ガイドボラン 古事記神話を基本とした日向神話について会員が案内を行う。
ティア【宮崎県】

日南市観光ガイドボランティアの ９ヶ月間研修を行った会員が、観光ガイドを実施。
会【宮崎県】



表３３ 協議会の活動状況

協議会名【道府県名】 活 動 状 況

北海道ニセコ・羊蹄・洞爺周辺リ 北海道ニセコ・羊蹄・洞爺周辺リゾート地域整備構想に関して 「ニセコ・羊蹄・洞爺周辺リゾートマッ、
ゾート地域整備推進連絡協議会 プ」を作成した（１万部、平成１３年３月 。）
【北海道】

栗駒・船形リゾート地域整備推進 ①広報宣伝活動（フォーラムやキャンペーンの開催、ガイドブックやリーフレットの配布、モニターツ
協議会【宮城県】 アーの開催、ホームページの開設 。特に、モニターツアーについてhttp://www.miyagi-resort.gr.jp/

、は仙台都市圏で無償配布しているミニコミ誌と提携し体験型メニューについて情報発信並びに参加募集
１４年度は７コース実施 、）
②調査研修（研修会、視察研修 、③多様なソフト事業の実施（グリーンツーリズム的展開、参加体験型）
メニューの提供、自然体験や環境学習を主軸にした場の提供）

会津フレッシュリゾート構想推進 ①ホームページ によるＰＲ及びプレゼント事業の実施(地元産品、リゾートホテル宿泊券など)
http://www.abnet.or.jp/aizu-freshresort/会議【福島県】

②会員(民間事業者、市町村、県など)を対象とした研修会や講演会の実施
③リゾート施設(スキー場)への招待事業：社会福祉施設入所者をスキー場に１日招待する社会還元事業
④ワーキンググループ会議の開催による戦略事業の検討
⑤ 会津フレッシュリゾート地域を中心としたモデルコースの募集（優秀作品をホームページに掲載し、
観光客に情報を提供するほか、将来的には商品化も検討）

栃木県リゾート地域振興協議会 ①運営・連絡調整のための会議、②先進事例の調査研究事業、③講演会の開催、④「日光・那須リゾー
【栃木県】 トの旅スタンプラリー事業 （地域のＰＲ、旅行者の周遊化 、⑤「日光・那須リゾートガイド お手軽」 ）

リゾート探訪」発行（特定施設をはじめとする地域のＰＲ）

秩父リゾート地域整備推進協議会 ①「ツール・ド・秩父 「彩の国ふるさと秩父まつり （リゾートイベント 、」 」 ）
【埼玉県】 ②「彩の国ふるさと秩父観光情報館 （リゾート情報の提供拠点、西武秩父駅前に立地、積極的な観光案」

内、ＨＰ・パンフレットの作成） 。情報館は平成９年４月開設以来、年間約http://www.chichibu.info/
１０万人が利用

房総リゾート地域整備推進連絡協 ①政府関係機関への要望、②リゾート地域の整備に係る調査・研究（房総オープンカレッジ 、③講演・）
議会【千葉県】 研修会（学識経験者等を講師とした講演、参考となる地域事例の県外視察）

丹後リゾート推進連絡協議会【京 地域資源の発掘や新たな地域振興策の探求などのソフト施策を展開
都府】 丹後地域文化オープンカレッジの取組、府や市町のリゾート関係職員が手作りで作成する情報誌「たん

http://www.tango-ex.com/traso/ご通信」を発行、ホームページ

淡路島リゾート整備推進協議会 情報交換会議やホスピタリティ研修を毎年実施。ＮＰＯ法人（あわじ緑花協会）や自治会、婦人会など
【兵庫県】 の代表者が行政や各種団体の長とともに委員として参加



協議会名【道府県名】 活 動 状 況

大山山麓リゾート・観光推進協議 「大山王国」についてホームページ開設 ガイドブック発行、パンフレhttp://www.daisenking.net/、
会 観光部会・リゾート部会 鳥 ット類作成（大山王国マップ（自然版、歴史版 、大山王国会報誌、大山遊悠滞在計画等 。（ ）【 ） ）
取県】 ホームページは平成１１年９月開設以来、約２０万人がアクセス 「るるぶ」に掲載あり。

（注）総合保養地域に係るホームページとしては、ここに掲載した以外にも次のようなものがある。
北海道（富良野・大雪 （ 、福島県（ ）） ）http://www.furanotaisetsu.gr.jp/ http://www.abnet.or.jp/aizu-freshresort/
茨城県（ 、新潟県（ ）http://www.net-ibaraki.ne.jp/kirameki/index2.htm/ http://www.yukidaruma.or.jp/mylife/event/）
島根県（ 、岡山県（ ）http://www.yoitoko.com/SCR/ http://www.pref.okayama.jp/kikaku/chisin/hiruzen/HM RESORT.html/）
鹿児島県（ ）http://www2.synapse.ne.jp/sunocean/



表３４ ＮＰＯ、地域住民、都市住民等の参加

名称【道府県名】 内 容

エコ・リゾートの形成【宮城県】 具体的取組に当たっては個人、グループ、関係市町村との連携を図る。内容としては、多様な
ソフト戦略（グリーンツーリズム的展開、参加体験型メニューの提供、自然体験や環境学習を
主軸としたアウトドアレクリエーションの場の提供など）

ＮＰＯ国際青少年体験学習センタ 世界の青少年・障害者を対象としたキャンプの実施
ー【群馬県】
ＮＰＯにいはるこども文化塾【群 民話教室、紙芝居教室の開催。小学校での民話クラブ支援
馬県】
ＮＰＯ吾妻自然学校【群馬県】 レクリエーションスポーツの普及発展及び地域コミュニティーエフエム局の運営

ちちぶ花銀行【埼玉県】 官民協力のもと、花畑の創出、ガーデニングイベントの開催により秩父地域のイメージアップ

スパティオ小淵沢【山梨県】 地域住民の参画を得て、農業体験教室、農産物直売を実施

道の駅「ふじおやま（仮称 【静 現在計画中の施設の運営管理体制等の検討に町民の声を反映させるためワークショップを開催）」
岡県】
ＭＯＡ自然農法文化事業団【静岡 グリーンツーリズムを通じて都市と農村の交流人口の増大を推進
県】

丹後地域文化オープンカレッジ 大学生がフィールドワークを行う際に地域住民が案内・説明、学生との意見交換。住民の参加
【京都府】 度合いが研究の熟度を高める要因になっている。
地球デザインスクール【京都府】 都市からの参加者によるスクール活動の際、食事等の提供の協力を地域住民を行う中から、地

域の女性たちが中心となったパンやジャムづくりを行うグループが結成される。

「子どもに優しい行楽地＝キッズ 観光に携わっている者のグループが、子ども連れのヤングファミリーを対象に、フリーパスの
アイランド 【兵庫県】 販売や手作りゲームを実施」

町並み保存地区整備事業を応援す 町並み保存地区内の無料休憩所を管理運営。町が行う整備事業に協力し、地区全体がバランス
る会【岡山県】 の取れた町並みになるよう努める。
城東むかし町実行委員会 岡山県 イベントの企画、運営【 】

柳井市観光協会【山口県】 観光客への無料ガイド
ボランティア【山口県】 観光客へのカメラシャッターを押すサービス

長崎市ボランティア観光ガイド 長崎市を訪れる観光客に対し、長崎の観光を充分に楽しんでいただくため設置した制度で、観
【長崎県】 光客への無料ガイドを行う。



（注）総理府「余暇時間の活用と旅行に関する世論調査」（平成１１年８月）による。

図３４　観光旅行（国内）に対する不満（複数回答）
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人が多く混雑していた

ゴミが散乱しているなど汚かった

目的地での飲食、土産品代、見物料などが高すぎた

目的地に到着するまでに時間がかかった（交通渋滞、事故等）

宿泊費が高すぎた

交通費が高すぎた

俗化していた

目的地での食事の内容がひどかった（料理の味、量、選択肢等）

目的地での移動（交通手段等）が不便だった

宿泊施設の設備やサービスが悪かった

目的地での案内（行先案内板、パンフレット等）が不備だった

遊戯場などの娯楽施設が不備だった（少ない、古い、設備が悪い等）

滞在先において高齢者や障害者の移動のための設備等が不備だった

交通機関等で、高齢者や障害者の円滑な移動の設備等が不備だった

スポーツ・レクリエーション施設の設備が不備だった（少ない、古い、設備が悪い等）

目的地の地域の住民が、観光客に対して不親切であった

その他

不満に思ったことはない

わからない



表３５ 地域住民が都市住民等と交流している事例

構想名【道府県名】 地域の交流主体 交 流 内 容

栗駒・船形リフレッシュリゾート 小野田町グリーンツ 仙台都市圏の中学生を農家（２３戸）で受入れ（民泊 。）
ーオアシス２１構想【宮城県】 ーリズム協議会等 体験メニューとして田植え、ワラビ取り、野菜収穫・植付け。食事も野

外炊飯、バーベキュー、そば打ち体験等。今後組織化、システム化検討

北緯４０°シーズナルリゾートあ たざわこ芸術村（施 たざわこ芸術村を訪れた修学旅行生の体験学習に協力。
きた構想【秋田県】 設自体は特定地域 メニューとして田植え、稲刈り、野菜収穫、キノコの植菌作業、わらじ

外 、周辺の農家、 作り、渓流釣りなど）
（ ）農業団体 地域内外

蔵王・月山地域リゾート構想【山 上山市小倉地区 千葉県千葉市の中学校等からの農山村交流体験。農作業体験、売店等の
形県】 サービス業務体験、旅館での実施体験等

日光・那須リゾートライン構想 栗山村 東京都板橋区主催による交流事業 緑化運動を行う板橋区と1982年に み。 「
【栃木県】 どりと文化の交流」協定により姉妹都市提携。区民が親子で参加する親

林塾（２泊３日）が開催され、地域住民の指導によるそば打ち体験や魚
のつかみ取りなど実施。栗山村の二つの民宿組合の協力により、板橋区
民は一般料金より安く利用可能。栗山村民も板橋区の祭りに参加し、相
互の交流を進展。効果として地域の活性化やＰＲが期待される。また、
地域住民にとっても地域再評価の良い機会であり、地域に対する関心が
高まる。

ぐんまリフレッシュ高原リゾート 川場村 姉妹都市・東京都世田谷区と交流。グリーンツーリズムのそば打ち、ジ
構想【群馬県】 ャム・こんにゃくづくり

秩父リゾート地域整備構想【埼玉 小鹿野町、吉田町、 小鹿野町は上尾市、川越市と、吉田町はさいたま市と、荒川村は狭山市
県】 荒川村 と「いのちの水を訪ねる交流事業」を実施。内容はダム見学、水源地域

の役割の学習、魚のつかみ取り、丸太切り、農産加工などの体験学習の
実施等。この中で特定施設も活用。

房総リゾート地域整備構想【千葉 富山町民宿組合、富 愛知県等の修学旅行生を受入れ。体験メニューとしてうちわづくり、漁
県】 浦町民宿組合 業体験など。地域住民主体で体験メニュー作成。



構想名【道府県名】 地域の交流主体 交 流 内 容

、 、 、房総リゾート地域整備構想【千葉 和田町（和田町体験 豊かな自然に恵まれた環境の中で 都市住民に自然体験 調理加工体験
県】 交流施設「くすの 竹細工づくりなど、体験できる施設を整備。施設の管理を地元自治会に

木 ） 委託。東京のＮＰＯが、都市と農村の心の交流を深めるため、ネイチャ」
ースクールを開校。田植えや稲刈り、くじら学、干物づくりなどをメニ
ューとし、参加者も年々増加傾向。地元の結束力や都市との人的ネット
ワークが大いに向上、拡大し、地区に賑わいと活気。

山梨ハーベストリゾート構想【山 農村の伝統料理紹介と都市部住民によるパフォーマンスなどによる交流
梨県】 会

三河湾地域リゾート構想 愛知県 海岸地域全般 合宿や海の学校等に利用【 】

琵琶湖リゾートネックレス構想 マキノ町 「土に学ぶ里」事業。都会の小学生、中学生、高校生の体験学習、オリ
【滋賀県】 エンテーリング。民宿や野外キャンプを基地に小学生の体験学習（１泊

２日 、中学生の体験学習（２泊３日 、高校生のオリエンテーリング） ）
（２泊３日）を実施。

丹後リゾート構想【京都府】 京都府農業公園丹後 「ビオトープ倶楽部 （宿泊体験プログラム 。親子や家族を対象に、」 ）
あじわいの郷、指導 ５０名程度の会員を募集し、自然の中で、野鳥や水生動植物、昆虫など
員、地元の農家 とふれあい、 農林業の体験を通じて、生き物の命の尊さや環境の大切

さを学ぶためのプログラムを年間を通じ行う。
子どもたちに家族の絆や命や環境の大切さの意識が強くなり、また地元
の農家も都会との交流が楽しみになる。

ふるさと大山ふれあいリゾート構 市町村、地域 農山村のボランティア体験
想【鳥取県】 「体験交流イベント ：短期間の作業体験及び交流会」

メニュー：草取り、野菜の収穫、登山道の下刈り、間伐、稲刈り、そ
ばの収穫など

「作業ボランティア ：作業を無償で支援する活動」
メニュー：イノシシ防護柵設置、農道舗装など



構想名【道府県名】 地域の交流主体 交 流 内 容

蒜山美作リゾート構想【岡山県】 「おいでんせぇ勝山体験ツアー ：県南住民を対象に草木染め等の体験」
ツアーを年５回程度開催。リピーターの確保ねらう

「すくすくスクール ：小学生を対象に毎年夏休み体験学習を実施」
「ピアニストキャンプ ：平成６年から上斎原村の主催により、県内外」
の若いピアニストを対象に国内外で活躍している指導者によるキャンプ
を実施。大自然の中で音楽を指導・学習することができ、講師・学生に
も好評。指導者や受講者によるコンサートも実施。村の人々も、キャン
プの円滑な運営のために支援。

瀬戸内中央リゾート構想 広島県 一部地域 体験学習を中心とした修学旅行の企画立案【 】

サザンセト・サンシャインリゾー 神戸市の子ども達との交流事業により、農産物の産地への理解や消費地
ト構想【山口県】 へのPR効果

特定地域内の島 ラボ国際交流センター（本部：東京）が島外の小中学生を対象とする教
育キャンプを実施。交流人口の増加。

ヒューマン・リゾートとくしまの 美術大学、徳島市近 文化芸術ワークショップ：町内外の子供達や地域住民が芸術創作活動等
海と森構想【徳島県】 郊の中山間地域の行 を通じ、身近な芸術や造形に親しむ機会を広げたり、交流を行ったりし

政、地元実行委員会 て地域を活性化。

瀬戸内・サンリゾート構想【香川 内海町 大阪府茨木市との姉妹都市交流事業時に、茨木市及び地元の子供達を対
県】 象に オリーブワールド の施設を使用したハーブクラフト体験や オ「 」 、「

リーブワールド」及び「二十四の瞳映画村」を利用したオリエンテーリ
ングを実施。町への関心高める。

粟島イベント実行委 粟島海洋記念館（詫間町）において、夏・冬期に離島体験宿泊学習を実
員会 施。島の活性化に貢献。

えひめ瀬戸内リゾート開発構想 しまなみグリーン・ 東京都等からの修学旅行生が来島し、体験学習を実施。
【愛媛県】 ツーリズム推進協議

会

瀬戸内シーサイド留 都会の子どもを自然の恵まれた島で育成するシーサイド留学。
学実行委員会



構想名【道府県名】 地域の交流主体 交 流 内 容

ナガサキ・エキゾティック・リゾ 西海町都市農村交流 福岡県等からの修学旅行における体験学習(グリーンツーリズム)。
ート構想【長崎県】 協議会

天草海洋リゾート基地建設構想 御所浦町に神奈川県、岐阜県、広島県等の中学校・高校の修学旅行生が
【熊本県】 来島。地元の「観光とんとこ漁組合」や「旅館組合」が主体となって、

化石発掘やとんとこ漁体験、宿の女将との交流など、アイランドツーリ
。 。ズムを実施 平成15年度も７校(約1,500名)の修学旅行の受入れを予定

また、各地域でもツーリズム事業を実施。

宮崎・日南海岸リゾート構想【宮 北郷町 花立公園にガーデニング区画を設置し、町内外のガーデニング愛好家グ
崎県】 ループが植え付け、管理を実施。定期的な交流会や地域住民対象の花づ

、 。くり講習会など 町の花づくりの先導的役割も果たすようになっている

体験プログラムの実施。自然、産業、文化をそれぞれ楽しむ「食と遊び
の体験メニュー」を観光プログラム化して体験ツアーを実施。都市部の
住人との交流、リピーターの確保を図る。



（注）リゾート事業協会「リゾートに関する意識調査」（平成１１年）による。
　

図３５　今後さらにリゾートライフを楽しむために効果的だと思うもの（複数回答）
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魅力ある自然やリゾート施設が増えて、選択範囲が広がること
宿泊料金や交通料金などのリゾート活動にかかる費用が安くなること
勤務先の休暇制度が充実するなど、連続休暇が取得しやすくなること
１年間を通して休暇が自由に取得でき、ピーク時を避けて活動しやすくなること
家族旅行の場合は学校が欠席扱いにならないなど、子供の休みが取得しやすくなること
別荘などのリゾート物件の価格が下がるなど、活動拠点が取得しやすくなること
今のままでも十分満足している
その他
無回答



参考資料１

総合保養地域整備法に基づく支援措置の概要

(1) 課税の特例

一定の特定民間施設（１号～４号施設）に対し次の特別措置を講ずる。

① 国税

・法人税の特別償却（初年度 13/100 ～ 5/100）

・所得税の特別償却（初年度 13/100 ～ 5/100）

② 地方税

・特別土地保有税の非課税

ア 新増設に係る事業所の非課税
事業所税・

イ 事業に係る事業所税のうち資産割の軽減（５年間１／２）

(2) 地方税の不均一課税に伴う措置

地方公共団体が一定の特定民間施設（１号～４号施設）に対し不動産取得税及び固定資産

税の不均一課税を行った場合には、その減収額の一定部分を地方交付税により補てんする措

置を講ずる。

(3) 資金の確保

一定の特定民間施設に対し次の政策金融措置を講ずる。

① 政府系金融機関（日本政策投資銀行）による低利融資（政策金利Ⅰ：対象施設は１号～

８号施設）

② 政府系金融機関による無利子貸付け（ＮＴＴ－Ｃタイプ：第３セクターのみ、対象施設

は１号～４号施設）

(4) 地方債の特例措置

民間事業者に対する出資等の助成に要する経費を地方債の対象経費とする等。

(5) 公共施設の整備

道路、下水道等の公共施設の整備を促進する。

(6) 国等の援助

民間事業者に対する助言、指導その他の援助を行う。

(7) 農地法等による処分についての配慮

(8) 国有林野の活用についての配慮

(9) 港湾に係る水域の利用についての配慮

（その他の支援策（予算措置 ））

・リゾート地域チャレンジプログラム支援事業（平成１３年度～）

・リゾート整備アドバイザー派遣制度（平成５年度～）

参考：特定施設の分類
１号：ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設、２号：教養文化施設、３号：休養施設、４号：集会施設、
５号：宿泊施設、６号：交通施設、７号：販売施設、８号：その他施設



参考資料２

総合保養地域整備法の概要

目的 １ ゆとりある国民生活の実現

２ 地域の資源を活用した地域振興の推進

対 象 地 域 の 条 件

関係行政機関 基本方針の策定 ① 良好な自然条件、相当規模
(第４条第１項) ② 一体として整備を図ることが相当

の長との協議 （主務大臣）※ ③ 土地の確保が容易
④ 産業・人口集積地以外
⑤ 民間の特定施設の整備の状況と見込
み及び立地条件具備により整備が確実

基 本 構 想 の 内 容

① 特定地域の区域
関係市町村 基本構想の作成 ② 整備の方針

（地域の設定） ③ 重点整備地区の区域及び区域ごとの
との協議 (第５条第１項) 整備方針

（都道府県） ④ 特定施設の種類、位置等
⑤ 公共施設の整備方針
⑥ 産業の振興
⑦ 土地の確保に関連した農用地の整備
⑧ 自然環境、農林漁業、都市との調和
等

関係行政機関 基本構想の同意
第５条第４項)(

の長との協議 （主務大臣）※

事 業 の 内 容

＊事業主体
〈事業の実施〉 民間事業者、第三セクター、農林漁業

関係団体、地方公共団体等
＊特定施設
① ｽ ｰﾂ･ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ施設ポ

推 進 方 策】 ② 教養文化施設【
③ 休養施設

○ 民間による総合保養地域の整備 ④ 集会施設
・ 特定民間施設の整備 ⑤ 宿泊施設

⑥ 交通施設
○ 税財政・金融措置 ⑦ 販売施設

・ 国税・地方税の課税の特例 ⑧ 熱供給施設、食品供給施設、汚水
共同処理施設、その他滞在者の利便・ 地方税不均一課税の減収補てん措置

・ 資金の確保（政府系金融機関による の増進に資する施設
低利融資、ＮＴＴ－Ｃ無利子貸付） ＊特定民間施設

・ 地方債の特例措置 特定施設であって民間事業者が設置及
び運営をするもの。

○ 公共施設の整備

○ その他
・ 農地法等による処分についての配慮
・ 国有林野の活用についての配慮
・ 港湾に係る水域の利用についての配慮

等

※主務大臣：総務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣の４大臣



参考資料３

総合保養地域の整備に関する基本

方針の概要

意義及び理念

国民の自由時間の増大や生活様式の多様化、経済のサービス化の進展等の変化に対応し

て、民間事業者の経営力・企画力の活用に重点を置きつつ、国民が良好な自然条件の中で

滞在しつつスポーツ、レクリエーション、教養文化活動等の多様な活動を行うことのでき

る総合保養地域の整備を促進することにより、ゆとりのある国民生活のための利便の増進、

地域の振興を図る。

総合保養地域の性格と機能
①良好な自然環境・生活環境の中で余暇を利用して滞在しつつ、多様な余暇活動ができ

る地域

②各種のリゾート施設と道路、下水道、河川、公園等の公共施設が総合的一体的に整備

され、全体の調和がとれた魅力ある地域

③地域自らの創意工夫により気候、地勢、歴史、文化、伝統等の地域の特性を最大限に

発揮した特色と独自性に満ちた地域

④地域の整備と併せて、農林漁業、商工業等の産業の育成・振興が図られる地域活性化

の拠点

総合保養地域整備の進め方

①地域の資源の活用を図りつつ、民間事業者の能力を最大限活用

②総合保養地域整備に必要な公共施設の整備の促進

③秩序ある土地利用の推進

④農地法等による処分、国有林野の活用、港湾に係る水域の利用について適切に配慮

⑤関連産業の振興

⑥自然環境の保全との調和、農林漁業の健全な発展との調和、居住機能との調和、観光

業の健全な発展、地価の安定等について配慮

その他重要事項

①総合保養地域については、相当程度のリゾート施設の整備が確実と見込まれるもので

あること

②リゾート施設の整備に際しては、その地域の自然環境の保全との調和、水質の保全、

良好な景観やアメニティの保持・形成等にも十分配慮

③リゾート施設においては、広く国民が、安心して適正な価格で質の高いサービスの提

供を受けることができるよう努めること

④リゾート施設においては、地域住民の雇用、食料品等の地元調達、地域の自然、文化、

産業等の紹介等の努めること





参考資料５

基本構想の変更同意の状況

バブル崩壊後の経済情勢の変化や余暇時間の増大等に対応し、２５道府県の基本構想

について、施設整備の具体化に伴い、個別需要の見直し等が行われ、施設の内容や規模

の見直し等のべ４９件の変更同意が行われている。

宮崎県（平成３年１１月変更 広場、運動場の追加 等）

宮城県（平成４年１月変更 ゴルフ場の規模縮小、野外音楽堂の規模拡大 等）

福島県（平成４年１月変更 休憩施設の追加 等）

新潟県（平成４年１月、９年７月、14年５月変更 野営場・博物館の追加 等）

広島県（平成４年１月変更 コテージの削除、美術館・観光農園の追加 等）

北海道（平成５年３月変更 水泳場の追加 等）

栃木県（平成５年３月、７年４月、９年８月変更 動物園・植物園の追加 等）

三重県（平成５年３月、５年１２月、７年３月、14年７月変更 おかげ横町の追加 等）

京都府（平成５年３月変更 ホテルの規模縮小 等）

福岡県（平成５年３月、５年１２月変更 観光農園・セミナーハウスの規模拡大 等）

長崎県（平成５年３月、６年２月変更 いこいの里整備計画 等）

大分県（平成５年３月変更２件 広場・球技場・展望リフトの削除 等）

青森県（平成５年５月変更 野営場・児童遊園地の追加 等）

群馬県（平成５年５月２件、７年３月、９年３月変更 スキー場の規模縮小 等）

山梨県（平成５年７月、12年２月、12年６月、13年10月変更 プロジェクト削除 等）

埼玉県（平成５年１２月変更 人口スキー場→ミニゴルフ場への変更 等）

和歌山県（平成５年１２月、６年６月、９年３月変更 ホテルの規模縮小 等）

島根県（平成５年１２月変更 ゴルフ場の削除、水泳場の追加 等）

兵庫県（平成５年１２月、９年８月、11年12月、14年３月変更 マリンパーク→オートキャンプ場 等）

岩手県（平成６年６月、９年８月変更 体験学習施設の削除、鉄の歴史館の整備 等）

滋賀県（平成６年６月、１２年１２月変更 事業主体の変更（民間→公共） 等）

石川県（平成６年７月変更 加賀百万石時代村の追加 等）

山形県（平成８年４月、９年８月変更 スキー場の規模縮小 等）

徳島県（平成９年３月変更 美術館の追加 等）

福井県（平成10年９月変更 スキー場の規模拡大 等）

（年度別同意件数）

平成３年度 ５件 平成７年度 １件 平成11年度 ２件

平成４年度 ８件 平成８年度 ４件 平成12年度 ２件

平成５年度 １１件 平成９年度 ５件 平成13年度 ２件

平成６年度 ６件 平成10年度 １件 平成14年度 ２件

（平成14年９月１日現在）



参考資料６

国土交通省「国土交通省政策評価基本計画 （2002年）」

２ プログラム評価（政策レビュー）

(1) 対象とするテーマ

、 、プログラム評価の実施テーマについては 国土交通省の政策課題として重要なもの

、 、国民からの評価に対するニーズが特に高いもの 他の政策評価の実施結果等を踏まえ

より総合的な評価を実施する必要があると考えられるもの、社会経済情勢の変化等に

対応して、政策の見直しが必要と考えられるもの等について選定し、計画的に実施す

る。ただし、基本的方針等については、それに照らして評価を行うものであることか

ら、その是非について評価の対象とはしない。

本基本計画期間中に実施する具体的なテーマは、別紙３（略）のとおりとする。た

だし、必要に応じて、基本計画を変更し、実施テーマを追加することができる。

(2) 実施手順

各テーマについて、以下の手順で評価を実施する。

ア それぞれのテーマに即した目的や政策目標を明確に設定し、関連する施策等の

範囲を明らかにする。

。イ 当該プログラムの目的とした成果が適切に達成されているかどうかを検証する

ウ それがどのように達成されたか、またどの程度達成されたかを分析し、可能な

限り明らかにする。必要があれば、プログラムの効果について、短期的効果と中

長期的効果に分けて分析するとともに、可能であれば、各施策等ごとの費用と効

果の関係についても言及する。

、 、 、エ 今後 目的や目標をよりよく達成し 効果的・効率的に成果をあげるためには

何が課題で、改善方策として何が考えられるかについても明らかにする。

オ 評価実施後、その結果のほか、バックデータ等の関係資料、実施過程において

第三者から示された専門的知見からの助言等の概要、当該評価結果に対する第三

者の意見等をプログラム評価書として取りまとめ、公表する。

(3) 留意事項

プログラム評価の実施体制等については、以下のとおりとする。

ア プログラム評価は、関係する局等と統括官との十分な連携のもとに実施する。

、 、イ 緊急やむを得ない場合等を除き 原則として本計画で定められたテーマごとに

第三者の専門的知見からの助言を得て行う。

ウ 各テーマの具体的な手順については、イに定める第三者の助言を得た上で定め

る。


