
平成２２年度都道府県等観光主管課長会議 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。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） これまでに１３地域で現地調査を実施（日本海きらきら、ふくしま、水戸ひた

ち、南房総、富士山・富士五湖、八ヶ岳、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） 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。

５） 具体的には、現地点検や連絡会議の場で抽出された社会資本整備に関

する課題について、対応方針を検討し、「観光地域づくり実践プラン」への位

置づけを行うなどにより、課題と対応を明確にし、円滑かつ適切な実施につな

げてゆく。

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） Ｈ２３年度において、必要な案内情報が入手できず観光地内の移動が困

難な訪日外国人旅行者の移動を支援し、全国的に受入環境の整備を推進す

るために、ＡＲ技術：拡張現実を活用した分かりやすい案内情報の提供に関

する実証試験を行い、統一的な手法や基本的な考え方等をとりまとめる予

定。



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）

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

観光圏 整備による観光旅客 来訪 び滞在 促進に関する基本方針（抄）

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）

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 

・・・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。 

・・・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。 

・・・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

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 

・・・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。 
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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 

○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、 ○社会資本整備等 関する連絡会議を設置 、
 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。 

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 
【連絡会議の目的】 

観光圏整備計 に関連 た必 な社会資本整備を 滑か 適切に行 観点から

【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。 

【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観

【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
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 ・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 



■観光地域づくり実践プラン 

観光圏や地域における取組支援 ～観光地域づくり実践プラン～ 

地域の多様な主体が一体となり、ハード・ソフトの連携を図りつつ観光地域づくりに取り組む
ための計画。観光圏の形成を図ろうとする地域は、実践プランを作成することにより、国土交
通省所管の事業・施策による総合的、重点的な支援を受けることが可能。 

１）観光圏整備支援型 
  「観光圏整備計画」を公表している地域において、社会資本整備にあたっての配慮事項を明確に 
  することで、より効率的・効果的に観光圏の形成を図ることを促進する。 
２）観光圏準備型

一体的に観光圏の形成を促進

２）観光圏準備型 
  観光地域づくりの立ち上げ段階において、関係主体がハード・ソフト一体となって、事業・施策  
  間の整合や連携を図りつつ取り組むための計画づくりを進め将来的な観光圏の形成を促進する。 

体的に観光圏の形成を促進

 

○内  容： 社会資本整備における配慮事項 等 

実践プラン（観光圏整備支援型） 
 

○内  容：基本方針、目標、観光圏整備

観光圏整備計画 形
成
段

○計画期間： ５箇年 

○策定主体： 観光圏整備法第５条の法定協議会又は

これと同等の組織 

事業に関すること 等 

○計画期間： ５箇年 

○策定主体： 観光圏整備法第５条の 

       法定協議会 

連携 
段
階 

実践プラン（観光圏準備型） 

立
ち
上
げ

ハード系 ソフト系  熟度熟度UP↑UP↑  

○内   容： 観光戦略、事業プラン（ハード、ソフト） 等 

○計画期間： ５箇年 

○策定主体： 任意の協議会（市町村又は都道府県、関係事業者、NPO等） 

段
階 
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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の進捗状況の概況 

○全４５観光圏中、２７地域において、連絡会議を実施 

         １３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１１月末現在） 
※現地点検実施（１３観光圏）※現地点検実施（１３観光圏）
 ・日本海きらきら羽越観光圏 ・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 ・八ヶ岳観光圏 ・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・ 

○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、○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 
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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～ 
■富士山・富士五湖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  ①連絡会議の開催 
   社会資本整備部局、観光部局に加え、経済・農林・環境等の関係機関による連絡会議を設置 

  ②現地点検ルートの策定 
   それぞれの構成機関が挙げた観光圏としての課題や点検の要望を踏まえ、現地点検ルート原案を作成、

連絡会議の場で合意 

  ③現地点検の実施 
   ②で決定した現地点検ルートについて、関係機関の参加のもと現地点検を実施し 
   課題を抽出（社会資本整備関係、ソフト面と社会資本の連携、その他気づいた点） 
   アドバイザー（有識者）にも参加頂き、専門家の視点からも意見を頂く 

  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 

⑤観光地域づくり実践プランの作成  ⑤観光地域づくり実践プランの作成
   今後対応していくものについて、観光圏全体の課題との関係を整理した上で項目を抽出し、 

「観光地域づくり実践プラン」に記載 

富士山 富士五湖観光圏 社会資本等連絡会議
■連絡会議の実施体制 

富士山・富士五湖観光圏 社会資本等連絡会議

【観光部門】 
・山梨県 観光部 
・富士吉田市 産業観光部 

・山中湖村 観光課 
・富士河口湖 観光課

・山梨県 県土整備部 
・山梨県 森林環境部

・忍野村 地域振興課 
・山中湖村 建設水道課 
・山中湖村 企画課

【社会資本整備部門】 

富士吉田市 産業観光部
・西桂町 産業振興課 
・忍野村 企画課 

富士河 湖 観光課
・鳴沢村 企画課 
・関東運輸局 企画観光部 

・山梨県 農政部 
・富士吉田市 都市基盤部 
・富士吉田市 企画監理部 
・西桂町 建設水道課 
・西桂町 総務課

山中湖村 企画課
・富士河口湖町 都市整備課 
・富士河口湖 政策局 
・鳴沢村 振興課 
・関東地方整備局 企画部 

甲府河川国道事務所
【経済・農林・環境部門】 
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【アドバイザー】 

西桂町 総務課 ・甲府河川国道事務所
・関東経済産業局 産業部 
・関東農政局 農村計画部 

・関東地方環境事務所 

・外部有識者（観光学・地域活性化分野） 



 ■課題と対応案の検討 

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～ 

○現地点検や連絡会議の場で抽出された９６件の社会資本整備に関する課題について 
 

○現地点検や連絡会議の場で抽出された９６件の社会資本整備に関する課題について、
 社会資本整備部門において対応方針を検討（対応可能なものについては順次対応） 

○今後対応していくものについては、個々に今後の対応の方向性を検討し、その一部について、
観光圏全体の課題との関係を整理した上で、「観光地域づくり実践プラン」に記載

観光圏における社会資本整備にあたっての課題と対応を明確にし 実践プランとして位置

観光圏全体の課題との関係を整理した上で、「観光地域づくり実践プラン」に記載

■実践プランでの課題と解決方針の整理

観光圏における社会資本整備にあたっての課題と対応を明確にし、実践プランとして位置
づけることで、より着実に観光圏の形成を図ることを促進 

 
 
 

■実践プランでの課題と解決方針の整理

観光圏整備計画における基本的な方針や目標を踏まえて、観光圏形成を達成するための社
会資本整備に係る課題と解決への方針を大きく４つに整理 

■課題 ■解決への方策■課題 ■解決への方策

・観光圏へのアクセス改善 
・観光圏内におけるアクセス改善 等 

登山道 湖畔遊歩道 サイクリング ド等の整備

○円滑なアクセスの確保・移動の円滑化 

○安全で快適な周遊空間の整備 ・登山道、湖畔遊歩道、サイクリングロード等の整備
・観光案内所、案内標識等の最適な設置 等 

・既存の道の駅の改修や拡充 
・公園、駐車場、公衆トイレ等の整備 等

○交流の場の創出と改善 
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・富士山のビューポイントの整備 
・電線の地中化 等 

○地域資源の魅力・景観の維持向上 



 

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～ 

■実践プランへの記載例 
 
 

【課題】安全で快適な周遊空間の整備 

例）山中湖畔の観光客の安全で快適な周遊空間の整備 

【課題】円滑なアクセスの確保・移動の円滑化 

例）中央自動車道から観光圏へのアクセスが河口湖ICのみ
のため、周辺道路が混雑する。 

【対応】

■課題との関係

【対応】 

→富士吉田市北部のスマートＩＣの整備 
（Ｈ２３年度以降の早い時期） 

【対応】 

→山中湖畔サイクリング
ロードの整備 

 （Ｈ２３年度以降の早い時期） 

・スマートＩＣの整備により、
交通混雑の解消や東京方面か
ら富士吉田市、忍野村・山中
湖村方面へのアクセス改善が
可能となり 地域の観光活性

■課題との関係 
・湖畔一周サイクリングロードの実現（未着工部分が国道沿
いのみとなり、この区間がつながると湖畔一周サイクリング
が可能となり、周遊空間の充実を図ることができる

【課題】交流の場の創出と改善 

例）道の駅について 敷地内のアクセス性の悪さや

【課題】地域資源の魅力・景観の維持向上 

例）富士山へ向かって伸びる道路からの眺望を電線が阻害

可能となり、地域の観光活性
化が期待できる 

が可能となり、周遊空間 充実を図る とができる

例）道の駅について、敷地内のアクセス性の悪さや   
情報提供機能の不足 

例）富士山へ向かって伸びる道路からの眺望を電線が阻害 

【対応】 

→道の駅かつやまの拡充整備 
（Ｈ２３年度以降の早い時期）

【対応】 

→無電中化の推進 
 

■課題との関係

（Ｈ１９～２５年度） 

 

■課題との関係 
・駐車場からレストランへのアクセ
スの悪さ、「情報休憩施設」と
「コミュニティホール」の一体感

（Ｈ２３年度以降の早い時期） ■課題との関係
・無電柱化を推進することで、
富士山等の景観の維持向上
を図る 

・観光資源としての富士山へ

7 

「コミュニティホ ル」の 体感
の欠如を改善すべく、既存建物の
増改築により情報提供機能を強化、
交流の場を創出 

 

観光資源としての富士山
の眺望を確保することで、 
地域資源の魅力向上を図る 



■連携により改善可能な事例 ＜山陰文化観光圏＞ 

２．観光圏や地域における取組支援～連絡会議-連携により改善可能な事例～ 

・出雲ＩＣが開通（H21.12）し、出雲大社へのアクセスがよくなったが、 
  出雲ＩＣから神門通りへ誘導する案内標識が少ない。 
・統一性のない様々なデザインの案内標識・マップが設置されている。 
・表記が薄い、案内板が小さい案内標識がある。、

出雲大社 

神門通り 

8 
至 出雲ＩＣ 



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 

 
 
 

■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 駐輪場 整備や タサイ

 
 
 

■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  英語表記が
異なる

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

→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 

異なる
のになっておらず、表示

内容や表示方法を調整

すべき

9 

 ■既存施設の改修・撤去  
 
■地域の魅力を活かすＰＲ 

す き 
＜知多半島観光圏＞ ＜山陰文化観光圏＞ 

 
・老朽化している公衆

トイレについて、観光

観 観

  ・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・
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 

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 調整が必要設置について調整が必要

＜南房総地域観光圏＞ 

9 

＜南房総地域観光圏＞ 



■観光地におけるＩＣＴを活用した案内情報の提供 

観光関連のガイドライン等の策定 ～ＩＣＴを活用した案内情報の提供～ 

○必要な案内情報が入手できず観光地内の移動が困難な訪日外国人旅行者の移動を支援し、 
全国的に受入環境の整備を推進するため、ＩＣＴ（ＡＲ技術：拡張現実）を活用した分かりやすい 
案内情報の提供に向けた実証試験を行い、統一的な手法や基本的な考え方をとりまとめる。 

■目的・必要性 
・ 観光立国の実現は我が国の経済発展に不可欠な課題と位置づけら

れており、訪日外国人旅行者数は、将来的に3000万人を目指す 

外国人旅行者の観光における課題としては 案内標識等（案内板・外国人旅行者の観光における課題としては、案内標識等（案内板、
道路標識、地図）に関する不便・不満が最多 

・必要な案内情報の量的・質的整備を推進する必要があるが、案内標
識は、設置・更新のコストや設置スペースの制約、乱立による安全上

歩 者 例の問題や景観への影響など設置に課題が多い 歩行者用案内標識の例

■ＩＣＴ（AR技術）を活用した低コストで分かりやすい案内情報の提供が必要 

←ＡＲ技術の 例

①物理的な標識によらない案内情報の提供について、実証試験を行い、効率的・効果的な手法を検証 

②多様な主体が提供する案内情報のあり方について、国が情報提供者の立場として、また全体的な立場及び地方
公共団体や民間の取組を支援する立場として、統一的な手法や基本的な考え方を策定 

←ＡＲ技術の一例

 端末内蔵のカメラ
による画像上に、 
その場所や対象物
に関連する付加情
報（文字、画像、音
声）が電子的に重
ねて表示される。 

ＡＲ技術を活用した案内情報提供のイメージ  10 


