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はじめに
ナレッジ集のねらい
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■作成の背景
日本は海岸線が長く、人が集まることのできるビーチも多く存在しています。一方で、夏場
の海水浴シーズンを除くと賑わいが途絶え、観光資源としての認知度が低く、活用が進んで
いない状況にあります。国内利用は海水浴が基本かつ減少傾向にありますが、世界的には
ビーチエリアの旅行滞在や観光ニーズが高く、さらに日本へのインバウンドの観光動向を捉
えると、日本のビーチは今後の地域の創造工夫により新たに観光交流人口の拡大と地域経済
の活性化に繋がる大きな可能性があります。

このような中、海岸の利用を考える上では、日本独特の自然・地形条件に加えて、社会条件
や法制度も含めて検討することが必要となります。当最先端観光コンテンツ インキュベー
ター事業等による、国をあげての取組が「ビーチリゾート新時代」への初めの一歩となりま
す。この取組が各地域で地域一体となった長期的なビーチ活用の取組を推進し、地域に根ざ
し、グローバルに拓けた「ビーチリゾート創出」につながることを期待します。

■ナレッジ集の目的
地域の観光資源であるビーチを用いた観光コンテンツの導入・ビーチエリアの観光活性化
を検討する主体に対して、直面しやすい課題のイメージと活性化のための観点を具体的に
示し、実現に向けた示唆を提供します。

ビーチ観光の活性化にあたって検討しておくべき観点について、検討の方向性を紹介

各観点に対応する具体的事例や、本事業にて実施したモデル事業の取組結果を紹介

■想定される利用者

想定利用者のイメージ

ビーチを観光資源
として地域を活性
化したい自治体・

DMO関係者

新たにインバウンド向けに
ビーチのコンテンツを開発
していきたい

自治体を巻き込み地域のコ
ンテンツの連携強化や一体
的なプロモーションの強化
を図りたい

本ナレッジ集は、主に海岸線を有する地域の自治体やDMO*1、事業者等の方々が、
ビーチを観光資源として捉え、ビーチエリアに人が集まる仕組み作りを検討する際に利
用いただくことを想定しています。主な想定利用者のイメージは以下の通りです。

ビーチエリア
のコンテンツを
開発・開拓した

い事業者

現状ビーチを観光資源と
して捉えていないが意識
改革から進めていきたい

ビーチによる集客の取組
を行っているが、今後イ
ンバウンドもターゲット
として推進したい

*1：DMOとは地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに地域への誇りと愛着を醸成する「観光地経営」の視点に立った観光地域づくりの舵取り
役として、多様な関係者と協同しながら、明確なコンセプトに基づいた観光地域づくりを実現するための戦略を策定するとともに、戦略を着
実に実施するための調整機能を備えた法人（Destination Management Organizationの頭文字の略）



第1章

「ビーチの観光資源としての活性化」
とは
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■「ビーチ」の定義

本ナレッジ集における「ビーチ」とは、一般的にビーチと認識されている「砂
浜」と、砂浜の周辺を含むエリア一帯を対象とし、次の5つに分類しています。

砂浜だけでなくその周辺一帯を「ビーチ」として捉えることで、観光
資源としての活用の幅、活性化の可能性が拡大します。

“Point”

第1章「ビーチの観光資源としての活性化」とは
1．「ビーチ」と「ビーチコンテンツ」の定義

砂浜
Coast

洋上・海中
Ocean

浅瀬
Shallow water

ハーバー
Harbor

海岸隣接地
Seaside

洋上・海中
Ocean

船を利用して訪れることが想定される沖合のエリア

ハーバー
Harbor

船を停泊させるためのエリア

浅瀬
Shallow water

海水浴場の遊泳可能範囲や、サーフィン、シュノーケリン
グ等が行われるエリア

砂浜
Coast

ビーチスポーツが行われたり、海の家が立地するエリア

海岸隣接地
Seaside

砂浜よりも陸側の、ホテルやショップが立地するエリア

*出所：Pixabay
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■「ビーチコンテンツ」の定義

本ナレッジ集における「ビーチコンテンツ」は、訪日外国人も含めた観光客等
を対象としてビーチで提供されるサービスを示し、次の3つに分類しています。

第1章「ビーチの観光資源としての活性化」とは
1．「ビーチ」と「ビーチコンテンツ」の定義

従来のビーチ活用のあり方にとらわれない、新しい魅力を生み出して
いくことが求められます。

“Point”

アクティビティ
Activity

イベント
Event

ファシリティ
Facility

体験やスポーツなど、主に体を動かして楽しむ活動

多くの人を集めてビーチで行われる催し

ビーチを訪れる人のために設置された建物、設備等を活用
して提供されるサービス

・ダイビング ・サーフィン ・ビーチヨガ 等

・ビーチスポーツ ・ブライダル ・フェス・祭り 等

・ホテル ・レストラン・カフェ ・ショップ 等

*出所：ビーチスポーツ：日本ビーチ文化振興協会、他：Pixabay



我が国におけるビーチコンテンツの代表的なアクティビティの参加人口を見る
と、「海水浴」や「釣り」が大幅に減少しており、「海離れ」の進行が懸念さ
れています。

第1章「ビーチの観光資源としての活性化」とは
2．ビーチ観光のポテンシャル
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■我が国が有する資源との親和性

我が国の海岸線の延長は世界第6位であり、世界の中でも活用できる可能性の
あるビーチを多く有している国であると言えます。

我が国は世界有数の長い海岸線を有し、多くの地域にとって活用可能
性のある資源ですが、「海離れ」の進行が懸念されるなど、国内では
観光資源としての魅力が十分に訴求されていない状況です。

“Point”
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ヨット、モーターボート

■我が国における海離れの進行

順位 国・地域
海岸線延長

（km）

1 カナダ 202,080

2 インドネシア 54,716

3 グリーンランド 44,087

4 ロシア 37,653

5 フィリピン 36,289

*出所：日本「平成29年度版 海岸統計（平成29年3月31日現在）」 海外 CIA「THE WORLD FACTBOOK 2014」より作成

順位 国・地域
海岸線延長

（km）

6 日本 35,287

7 オーストラリア 25,760

8 ノルウェー 25,148

9 米国 19,924

10 ニュージーランド 15,134

単位：万人

*出所：公益財団法人日本生産性本部「レジャー白書2018」より作成



第1章「ビーチの観光資源としての活性化」とは
2．ビーチ観光のポテンシャル
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■市場動向

世界の水中アクティビティ市場は、2016年から2023年の間に約3,488億ドル
の拡大が見込まれています。また、我が国の水中アクティビティ市場は、世界
を上回るペースでの成長が予測されています。

水中アクティビティは、今後大きく成長することが見込まれている有
望な市場です。

“Point”

*出所：Alied Market Research「Adventure Tourism Market – Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 
2017-2023」より作成

1,723 

5,211 

0

2,000

4,000

6,000

2016年 2023年

単位：億ドル

41 

130 

0

50

100

150

2016年 2023年

単位：億ドル

世界の水中アクティビティ市場※の規模

我が国の水中アクティビティ市場※の規模

年平均成長率
17.5%

年平均成長率
18.4%

※水中アクティビティに分類されるものとして、ボートサファリ、キャニオニング、カヤック、スキューバダ
イビング、シュノーケリング、サーフィン、ラフティング等が例示されており、通常海で行うアクティビ
ティ以外も含まれる



海中・海上 浜辺 船
全34種類

平均

中国 22.0% 20.0% 25.2% 17.4%

オーストラリア 20.8% 15.9% 32.1% 16.6%

イギリス 21.6% 18.5% 27.6% 13.9%

スペイン 16.5% 13.5% 22.3% 15.4%

フランス 27.6% 26.2% 34.3% 18.1%

ロシア 39.1% 31.5% 45.6% 21.6%

イタリア 18.3% 20.6% 24.2% 16.6%

ベトナム 30.0% 24.6% 24.2% 25.9%

ドイツ 25.4% 30.4% 32.3% 16.5%

アメリカ合衆国 21.0% 17.7% 25.0% 15.0%

カナダ 22.8% 17.5% 26.2% 15.2%

シンガポール 14.3% 11.3% 19.4% 15.0%

インド 34.7% 28.8% 46.6% 28.0%

全国籍・地域 23.0% 17.8% 26.3% 17.8%

香港 14.3% 4.2% 15.1% 14.2%

マレーシア 28.2% 19.6% 24.0% 21.4%

インドネシア 23.4% 17.7% 22.4% 20.1%

タイ 15.9% 9.1% 18.8% 18.5%

台湾 15.3% 6.7% 19.2% 13.7%

フィリピン 21.2% 14.9% 18.8% 20.7%

韓国 27.8% 7.5% 23.8% 12.7%

第1章「ビーチの観光資源としての活性化」とは
2．ビーチ観光のポテンシャル
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■ビーチコンテンツと消費動向

訪日旅行時に支出（一人当たり）が多い国籍・地域の人々は、海外旅行時に海
のアクティビティを体験した割合が大きくなっています。※

訪日旅行中の支出の多い国籍・地域の人々は、海外旅行で海のアク
ティビティを楽しむ傾向にあることから、ビーチの観光資源としての
活性化の実現により、とりわけ観光消費額の増加が期待されます。

“Point”

国
籍
・
地
域
（
訪
日
外
国
人
1
人
当
た
り
旅
行
支
出
順
）

多

少

旅行支出が多い
国籍・地域の人は
海外旅行時に海の
アクティビティを
よく体験する傾向
にある

*出所：WEBアンケート実施結果（観光庁 2018年度最先端観光コンテンツ インキュベーター事業において実施）
観光庁「訪日外国人の消費動向 平成29年年次報告書」より作成

※表の見方
海外旅行時に海のアクティビティ（海中・海上、浜辺、船）を体験した人の割合を国籍・地域別に示しており、
各国籍・地域における全34種類の体験の平均に比べ大きい場合には青色、小さい場合には赤色で表示している

海外旅行時に体験したコト



第1章「ビーチの観光資源としての活性化」とは
3．「ビーチコンテンツ」を好む層の特徴
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■ターゲットとなり得る層の特徴【参考】

アクティブに体を動かし、現地でしかできないエ
キサイティングな海回りのアクティビティや体験
を楽しみたいと考えている
現地では限られた時間を存分に楽しみたいと考え
ており、ゆっくり余暇を過ごすことに興味はない

海外旅行全体に関する特徴

やや長期間（7日～2週間ほど）の滞在が多い。
オフシーズンの「1月」に渡航する割合が相対的に大きい。
海外旅行で体験したいコトは「シュノーケリング等の海のアクティビティ」
「ビーチバレーやサッカーなど浜辺をフィールドとして行うスポーツアク
ティビティ」「ドルフィンスイムやホエールウォッチング、乗馬等の動物と
のふれあい」が多い。
最も楽しい体験をした国は「タイ」「フィリピン」「アメリカ（ハワイ・グ
アム等）」「スペイン」が多い。

訪日旅行時の特徴

日本で体験したいコトとしては「海全般（海中・海上・船上・浜辺）」を挙
げる傾向。反面、「ガイドツアー」「お祭り」「施設・酒造・工場・伝統文
化の見学」には興味を示しにくい。
同時期に検討した国は「タイ」「インドネシア」「アメリカ（ハワイ・グア
ム等）」「フィリピン」が多い。
参考にした情報源は「GO TOKYO」「Instagram」「参考にした情報源はな
い」「日本国や日本の自治体のHP」「SAVOR JAPAN」が多い。

ターゲットとなり得る層は、旅行先ではアクティブに活動して様々な
コンテンツを楽しみたいと考えており、東南アジアや太平洋、欧州の
ビーチリゾートとして有名な国・地域を好む傾向にあります。

“Point”

20の国籍・地域を対象に実施したアンケート結果から、ビーチコンテンツを好
む層の特徴が把握されました。

顧客像

普段は、海に纏わるアクティビティが豊富な国をよく訪れる
出所：Pixabay



第2章

「ビーチの観光資源としての活性化」
に向けた方策
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地域が一体となった観光基盤を
作るためのブランディングや地
域の観光資源のネットワーキン
グが必要です。

事業環境や自然環境の維持の意
識醸成と管理体制を整える必要
があります。

ターゲットのニーズの把握と
ニーズに即したコンテンツの拡
充と発信が必要となります。

人が集うためやサービス提供に
必要な基盤となるファシリティ
を整える必要があります。

第2章「ビーチの観光資源としての活性化」に向けた方策
1．活性化に向けた課題と対応の方向性
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■ 「ビーチの観光資源としての活性化」の観点

ビーチを観光資源として活性化し、活用や消費を拡大するための観点は下記の
4つが挙げられます。

4つの観点を複合的に把握し、自治体や地域団体、事業者等が連携し
対応することでビーチの活性化による消費拡大を目指しましょう。

“Point”

１.基盤ファシリティの充実 2.ビーチカルチャーの発信

3. 継続可能な維持管理 4. 実効性あるエリア戦略

ビーチ活性化
活用・消費拡大

出所：Pixabay出所：青島ビーチパークHP

ビーチタウン組織ロゴマーク
出所：northern beach council HP出所：沖縄県恩納村HP



第2章「ビーチの観光資源としての活性化」に向けた方策
1．活性化に向けた課題と対応の方向性
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■ 「ビーチの観光資源としての活性化」に向けた課題

ビーチの活性化の観点ごとに、整備すべき現状の課題は下記が挙げられます。

それぞれの課題を把握した上で、地域の状況に合わせた解決策の検討
を行う必要があります。

“Point”

１.基盤ファシリティの充実

2.ビーチカルチャーの発信

(1).地域ごとに利用のルールや管理体系が異なり活用視点からの整理・認知が
ない

(2).施設などのファシリティや交通インフラの整備・活用が進んでいない

(3).ビーチとファシリティの一体的活用が行われていない

(1).日本の多くのビーチは海水浴利用の慣習が根強く、多様な活用が進まない

(2).事業の核となる利用ターゲットを意識した企画や環境整備が進んでいない

(3).安全や品質等に関する基準がなく、安定した事業環境が整い難い

解決の方向性

解決の方向性

(1).ビーチを取巻く法規制を知り、活用可能性を認識する
(2).整備可能なファシリティを認識し、整備計画につなげる

ビーチエリアの交通アクセスを参考に整備計画を検討する
(3).ビーチとファシリティの一体的活用のパターンを把握し整備につなげる

(1).コンテンツのバリエーション拡充に向け、活性化要素とステップを把握
する

(2).主要ターゲットの分類とターゲット毎のニーズを認識し整備を行う
(3).事業継続性を高めるための主要な観点を把握し対策を講じる



第2章「ビーチの観光資源としての活性化」に向けた方策
1．活性化に向けた課題と対応の方向性
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それぞれの課題を把握した上で、地域の状況に合わせた解決策の検討
を行う必要があります。

“Point”

3. 継続可能な維持管理

4. 実効性あるエリア戦略

(1).魅力増進のための維持費を確保する体制が官民ともに十分ではなく、観光
活用のための管理・整備が不足している状況にある

(2).過剰利用に対する保全策等、保全を含む観光利用の意識が低い傾向にある

(1).地域一体となった取組が少なく、独自のエリア構想や情報発信が難しい

(2).地域観光コンテンツと連携した収益拡大機会を損失している

解決の方向性

解決の方向性

ビーチを活用した観光コンテンツ形成は、公有財産である砂浜や水域
を含む範囲でのエリア戦略を検討する必要があり、官民一体での取り
組みが重要です。

“Point”

(1).活用の観点から管理運営手法を理解し、持続的な体制構築を検討する
(2).環境保全に対する考え方と取組を知り、環境保全が観光資源を維持し、

事業環境改善につながるという意識醸成に努める

(1).地域一体のブランディング・プロモーションの重要性を認識する
(2).地域の観光コンテンツとの連携による一体型観光へのシフトを促す



第2章「ビーチの観光資源としての活性化」に向けた方策
2．活性化のためのナレッジ
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1. 基盤ファシリティの充実
(1)ビーチを取巻く法規制を知り、活用可能性を認識する①
ビーチエリアの基盤ファシリティ整備にあたっては、様々な法令が関係しま
す。エリアごとにどのような法令の規制を受けるかを理解した上で、活用可能
性を検討する必要があります。

ビーチエリアごとに関係する法令を把握し、その規制内容を理解する
ことが重要です。

“Point”

エリアごとの主な関係法令

洋上・海中
Ocean

ハーバー
Harbor

砂浜
Coast

浅瀬
Shallow 
water

海岸隣接地
Seaside

ビーチエリア 主な関係法令 制約例

商業目的を主とした建築物・工作物を新規に整備するこ
とは基本的に困難である
区域によっては、可能な活動が制限されるケースもある

商業目的を主とした建築物・工作物を新規に整備するこ
とは基本的に困難である
自治体の条例・ルールによって、可能な活動が制限され
るケースもある

港湾区域・臨港地区の指定により、港湾用途以外の利用
が不可となるケースがあるため、一般利用者向け施設の
設置は困難な場合がある

臨港地区、漁港区域の規制（漁港施設の目的以外の建築
物の設置等）を受ける場合もある
海岸側が道路扱いとならないため、主要な出入口を砂浜
側に設置することが難しい
海岸防災林の伐採や改変が制限されるケースがある

港湾区域、漁港区域の規制（建築物の設置等）を受ける
場合もある
建築物の常設が認められない場合があり、一般的に海の
家等は仮設建築物で整備されている
海水浴場内の利用ルールを定めている自治体が多い
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1. 基盤ファシリティの充実
(1)ビーチを取巻く法規制を知り、活用可能性を認識する②

計画内容に関して必要な許可や各自治体で定められた条例・ルールの
内容を理解することが必要です。

“Point”

①占用等
許可の例

海岸線の種類

海岸保全区域
（港湾区域・漁港区域含む）

一般公共海岸区域 その他の海岸

水域

水面/海底の占用許可
→国有財産法による制限
（許可は都道府県知事等）
工作物設置等の行為許可

→海岸法による制限（許可
は都道府県知事等）＊1

土地の占用許可（民地を
除く）

→海岸法による制限（許可
は都道府県知事等）

工作物設置等の行為許可
→海岸法による制限（許可

は都道府県知事等）＊1

土地の占用許可
→海岸法による制限（許可

は都道府県知事等）
工作物設置等の行為許可

→海岸法による制限（許可
は都道府県知事等）＊2

水面/海底の占用許可
→国有財産法による制限（許可は都道府県知事等）
工作物設置等の行為許可

→なし

土地の占用許可
→なし
工作物設置等の行為許可

→なし（民民契約等によ
る）

工作物（住宅、道路等）の新築、改築、増築の許可 →自然公園法等による制限
土地形質の変更等の許可 →自然公園法等による制限
用途制限等 →都市計画法、建築基準法、都市公園法等による制限

水面の埋立等の許可 →自然公園法等による制限

陸域

＊1 港湾区域は港湾法による許可（海岸法不要）、漁港区域は漁港法による許可＋海岸法による許可が必要となる
＊2 陸域に恒久的な施設を設置しても海岸の保全に支障を生じない場合には、公共用財産の用途廃止を行い土地を払い下げることも可能

②地域独自の利用に関するルールの事例＿神奈川県逗子市

逗子市では、国の法令に加え、神奈川県・逗子市の条例で海水浴場の設置や管理運営に関して
定めるとともに、規制の強化や賑わい形成に向けた利用の促進を目的として「逗子海水浴場事
業者・利用者ルール」や「逗子海・浜のルールブック」などの独自のルールも定めています。

ビーチエリアにおいては、エリア内の利用や工作物等の設置などを行う場合は
法令に基づく占用等の許可が必要となる他、地域独自の利用に関するルールが
整備されている場合もあります。
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1. 基盤ファシリティの充実
(2)整備可能なファシリティを認識し、整備計画につなげる
ビーチエリアごとの整備可能なファシリティを理解した上で、コンテンツの運
営に即したファシリティの整備計画につなげる必要があります。

砂浜上のファシリティ整備は仮設建築で有期利用となります。ビーチ
エリア全体でファシリティ整備を捉え、集客に繋げる必要がありま
す。

“Point”

海外の特徴

海外では砂浜の周辺にも、観光客の他、地域住民も日常的に利用できるビーチ
ウォークや公園、年間を通じて人が集うレストランやショップなどの整備が進
んでおり、日常的な賑わいを創り出しています。

洋上・海中
Ocean

ハーバー
Harbor

砂浜
Coast

浅瀬
Shallow water

海岸隣接地
Seaside

宿泊・飲食 用途

商業 用途（海の家）

港湾法の用途規
制を受ける場合
がある
行政施設として
の整備が多い

仮設建築物
有期利用（海水
浴等期間限定）
期間延長は地域
行政との調整

基本的に建築物の整備が難しい
船舶や浮き桟橋などの活用による
サービス提供可能

都市計画に基づ
く用途制限

guntû（ガンツ
ウ）「せとうちの
海に浮かぶちいさ
な宿」としてホテ
ル機能をもつク
ルーズ船の運航を
行う

モナコ・シドニー
ハーバーに飲食店
舗や商業施設等が
並び街が形成され
ている

須磨海岸
（兵庫県神戸市）
公募形式による海
の家出店により昨
今のニーズに対応
した整備が進みつ
つある

三重県大紀町
人工浜のトロピカ
ルガーデンにあず
ま屋や海上ハウス
を整備し休憩やイ
ベント等に活用し
ている

ゴールドコースト
砂浜沿いのシーサ
イドに高層ホテ
ル、飲食店、アパ
レルショップなど
が立ち並ぶ

エリアごとのファシリティ整備の特徴

出所： guntû（ガンツウ）HP
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1. 基盤ファシリティの充実
(3)ビーチエリアの交通アクセスを参考に整備計画を検討する
ビーチエリアは立地状況や季節性により公共交通の整備が行い難い環境にあり
ます。地域エリアの状況を整理し、整備主体・整備方法の検討が必要です。

地域エリアの状況に応じて整備主体・整備方法の検討が必要です。
地域の交通事業者や関係機関と相談し、「自家用有償旅客運送」も含
めた輸送手段を検討しましょう。

“Point”

事例：ビーチエリアの交通整備の可能性

高速船実証実験せとうち SEAPLANES

水陸両用機の
チャーター運航
により顧客ニー
ズに沿った遊覧
飛行を実施。2次
交通としての整
備が期待される

周遊観光が活発で観光地形成
が進むエリア

エリア
内交通

広域
交通

公共交通機関の整備が難しい
地方などのエリア

空港や港などの交通拠点間、
交通拠点と観光地等の広域を
つなぐ交通

地域の実情に応じた適切な役割分担の
もと、交通事業者やその他の担い手に
よる移動手段の確保を検討する*

周遊促進のため自転車等の簡易な交通
手段や、ツアー会社チャーターによる
移送の検討が可能

地域行政と事業者の連携による整備、
実証実験

ビーチエリアでは水路も含めたアクセスが可能であるため、多様な交通インフラ整備の検討
が進んでいます。

那覇から沖
縄北部への
水上交通網
の整備に向
けたモデル
事業を実施

＊「自家用有償旅客運送」：バス・タクシー事業が成り立たない場合であって、地域における輸送手
段の確保が必要な場合に、必要な安全上の措置をとった上で、市町村やNPO法人等が、自家用車を用
いて提供する運送サービス。：国土交通省自動車局旅客課「自家用有償旅客運送ハンドブック」

エリア状況に応じた交通整備の方向性

スペイン マラガ
レンタサイクル
長い海外線に沿ってビーチウォー
クを持つマラガでは飲食など観光
客が自由にビーチ観光を楽しめる
よう、キャッシュ
レス型のレンタ
サイクルを設置
している

出所：せとうち SEAPLANES HP 出所：第一マリンサービス㈱
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1. 基盤ファシリティの充実
(4)ビーチとファシリティの一体的活用を図る①
ビーチとファシリティの一体的運営・利用のパターンを活用し、地域のビーチ
エリアに即した一体的活用の検討を行いましょう。

砂浜単独の活用では通年利用や集客増加は限定的で、主に海岸隣接地
の宿泊施設等のファシリティにおける集客機能との一体運営・利用が
必要です。

“Point”

海外の特徴

海外でも「海岸」は公有財産であることが一般的となっており、プライベー
トビーチは運営上の整理で対応されている場合が一般的です。
フランスのニースではビーチ管理企業が存在し、ビーチウォークや公道を挟
んだビーチとの距離があるホテルと個別契約を行い、ホテル利用者に限定し
たプライベート性の高いビーチを提供しています。
ビーチタウンの形成により、砂浜の隣接地の宿泊施設、レストランやショッ
プとの一体的利用がなされており夏以外にも賑わいがあります。

洋上・海中
Ocean

ハーバー
Harbor

砂浜
Coast浅瀬

Shallow 
water

海岸隣接陸地 Seaside

リゾートホテル

アクティビティ主体型宿泊施設

飲食施設

その他集客施設

一体的活用のポイント

宿泊施設との一体的運営 賑わい施設との一体利用
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1. 基盤ファシリティの充実
(4)ビーチとファシリティの一体的活用を図る②
ビーチとファシリティの一体的運営・利用には下記の事例があります。

ビーチへの集客を実現するパターンを活用し、地域一体での消費拡大
を描くことが必要です。

“Point”

事例：宿泊施設との一体的運営

事例：賑わい施設との一体利用

ビーチに隣接し、ビーチの雰囲気が体感できる環境で飲食施設等を展開し、ビーチ利用者
以外にも、その他の目的を主とした利用者で集客を実現する

ビーチリゾートホテル運営によりプライベート性の高いビーチとして一体管理を行う
複数のホテルとビーチをネットワークし、ホテル顧客を中心にアクティビティを提供する
アクティビティなどを主目的として宿泊とのパッケージでのサービス提供を行う

Village Inc
仮設テントにてキャ
ンプ施設を設営し、
ビーチアクティビ
ティを含めた自然体
験を提供する

シーサー阿嘉島店
ダイバーのための宿
泊施設を一体的に運
営し、ダイビングと
のパッケージ販売を
行う

かりゆしビーチ
ビーチから離れたホ
テルとのパッケージ
販売によるアクティ
ビティ事業を展開
（外来客は入場料を設定）

ブセナリゾート
ホテル事業者の入場
管理によりホテル客
のビーチでのプライ
ベート性を高める運
営を行っている

沖縄リゾートウェディ
ング(H30観光庁モデル事業）

ウェディング×ビーチ
景観を活用したコンテ
ンツによる集客を行う

ボンダイビーチ
（オーストラリア）

インフィニティプー
ルとカフェの併設に
よりビーチの人気ス
ポットとなっている

青島ビーチパーク
ビーチ沿いの環境を
活かし飲食店等を集
積させ、観光客の
他、地域住民も集う

スペイン マラガ
ビーチウォークに飲
食店が立ち並び、観
光客および地域住民
が集う

出所：Village Inc. HP 出所：シーサー㈱HP出所：ブセナリゾート HP出所：かりゆしビーチ HP

出所：青島ビーチパークHP 出所：沖縄リゾートWed HP
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2. ビーチカルチャーの発信
(1) コンテンツ拡充への活性化要素とステップを把握する①
恒常的なビーチ活性化を促すための要素を把握し、地域のコンテンツのバリ
エーションを増やす必要があります。要素とコンテンツイメージを示します。

恒常的にビーチの賑わいを創出するためには、活性化の要素に基づい
たコンテンツのバリエーションを検討する必要があります。

“Point”

リピート性が高い
コンテンツの形成

オフシーズンでの
コンテンツ形成

時間帯別の活用を促
進するコンテンツ

地域住民の
定常的利用

広域集客による
賑わいの創出

事例：世界的ビーチスポーツの大会＿第1回ワールドビーチゲームズ

観光集客による
賑わいの創出

日光浴・ピクニック

ランニング・散歩
ヨガ

クルーズ・釣り

ビーチスポーツ
スクール

ビーチスポーツ大会

ウェディング 音
楽
イ
ベ
ン
ト

M
I
C
E

花火大会

カリフォルニア州サンディエゴ市、サウスミッションビー
チで開催される（開催期間：2019年10月10日(木)~15日(火)6日間）
自然環境、様々なカルチャーや世代間の融合、アスリートとファンス
ポーツの間を埋める新なスポーツ祭典のプラットフォームを目指す
参加者数：選手:約2千人、役員:約1.8千人、観客:約40万人
（100ヵ国から参加を予定）

＜会場イメージCG＞

活性化の要素とコンテンツ

出所：ワールドビーチゲームズ HP
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2. ビーチカルチャーの発信
(1) コンテンツ拡充への活性化要素とステップを把握する②
ビーチが活性化する要素を前提として、活性化におけるステップを把握したう
えでコンテンツのバリエーションを検討する必要があります。

ビーチ観光の活性化のためには、まずは地域の賑わいを創出し、国内
観光客、インバウンドへとターゲットを拡大し、コンテンツの質と量
を拡大していく必要があります。

“Point”

日常利用が生まれることで、
通年で人が集うビーチとなっ
ていく
• ランニング、散歩
• サーフィン
• 休憩スペース（公園化）

定期的かつ継続的なイベント
の開催により場所の認知が図
られる
• 地域産物等（飲食・物販）
• ビーチスポーツイベント
• 音楽イベント

リピート性や常設可能なコン
テンツにより集客が定着する
• レストラン、カフェ
• ビーチスポーツ

事業者の増加、コンテンツの
多様化による幅広い集客が可
能となる
• 宿泊施設の整備
• 関連ショップなどの展開
• 大型イベントの誘致

Step1 トイレ、休憩スペース、ビーチ
ウォーク、駐車場などの整備と管理

地域住民が集う・利用
する

地域イベントの開催

広域での集客
が可能となる

観光利用に

発展

Step2

インバウンド集客

宿泊施設、飲食・商業施設整備、
大型イベント開催

Step3

飲食店舗の出店や
アクティビティの充実
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2. ビーチカルチャーの発信
(2)主要なターゲット分類とそれぞれのニーズを認識する①
ターゲットごとにビーチに対する主要なニーズが異なることを理解し、ター
ゲットの設定が必要であるという認識の定着からコンテンツを検討します。

ビーチの恒常的賑わいを検討する場合、地域住民・近隣来場者の存在
が重要です。ターゲット類型ごとの傾向をつかみ、コンテンツ開発を
検討する必要があります。

“Point”

• 周遊観光の１アイテムとしてアクティビティを好む傾向にある
• 比較的フォトスポットを重視する傾向にある

• 日中は日光浴でのんびりして、ナイトライフを楽しむ傾向にある
• ボートレジャー文化の発達によりボートでのパーティを好む
• 体感温度の違いによりビーチ利用シーズンに幅がある

• 昨今紫外線への意識が強く海水浴以外の利用を求める傾向にある
• ビーチリゾートではアクティビティを好む傾向にある

• ビーチの活性化を検討する場合、観光客のみなら
ず、地域住民の存在が重要です。地域・近隣の人々
に好まれる環境の形成が、経済的基盤と恒常的な賑
わいを創出し、魅力的な観光地形成に繋がります。

• 日常利用ではリーズナブルでリピート性の高いコン
テンツを求める傾向があるため、ランニング等日常
的に行うスポーツや、手軽な飲食など地域住民の集
まる場の形成が必要です。

事例：マンリー&バイロンベイ_ Australia

アジア系

欧米系

国内観光客

アジア系

欧米系

国内観光客

地域
住民

インバウンド

地域住民の重要性

ターゲット類型ごとの傾向
• ターゲットを設定する場合、所得層や年齢、国籍など多岐にわたりますが、まずは大

枠で下記のカテゴリーでそれぞれの層の傾向を把握する必要があります。

マンリービーチではシドニーからの日帰り観光客と共に
” Local Like”な観光地を目指し地域住民もターゲットとし
たバランスの取れた観光利用を戦略として掲げている

ゴールドコーストから車で1時間の距離に位置するバイロン
ベイは近隣からのショートトリップ客で賑わう
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2. ビーチカルチャーの発信
(2)主要なターゲット分類とそれぞれのニーズを認識する②
ターゲットに応じたコミュニケーション手法を把握し、有効的な情報発信を行
う必要があります。主要なコミュニケーション手法と事例を紹介します。

コミュニケーション手法ごとの特性を理解し、ターゲットの設定に応
じて、複合的に活用することで、効果的な情報発信が可能となりま
す。

“Point”

インバウンド誘客、満足度を高めるためには、大きなハードルである多言語
対応力を高める必要があります。

人材起用：英語だけでなくアジア系への対応を含めた人材確保
人を起用しない対応：指さしツール、QRコード、動画素材等の作成

多言語
対応

顧客への直接セールスと媒介を通じたセールスがあります。
自社での多言語対応が難しい場合は媒介を通じたセールスからスタート
自社多言語対応が可能な場合はSNS等でのタイムリーな情報提供へ
対象国現地での展示会等を利用した直接セールス、FAMトリップも有効

セールス手
法

ブランド構築につながる情報発信を行うための多角的な媒体が必要です。
日常的利用も同時に喚起するような情報媒体：タブロイド紙やSNSなど
体感型プロモーション展開：Infoショップなどでのグッズ販売

情報媒体

環境や品質に基づく情報も魅力を認知していなかった顧客層への発信手法と
して有効です。

国際水準や国際規格へ準拠する認証機関を通じた国際的発信
：ブルーフラッグ認証（下記事例参照）

認証登録

事例：ブルーフラッグ認証

コミュニケーション手法

ブルーフラッグとは、1985年にフランスで誕生した世界で最も歴史
ある環境認証の一つで、水質、安全性、環境マネジメント、教育に
いたる33の基準をクリアしたビーチやマリーナに与えられる勲章

現在、日本では鎌倉の由比ヶ浜と高浜の若狭和田海岸の2ヵ所

世界ではこれまでに世界49ヵ国、4271ヵ所が認定されている
出所：特定非営利活動法人

FEE Japan HP
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2. ビーチカルチャーの発信
(3)事業継続性を高めるための主要な観点を把握する
事業継続における工夫や対策の認知、安全および品質確保が事業を継続する環
境を醸成することへの理解を図りましょう。

事業継続性を高めるには、関係者の意識改革、事業者の経営対策の検
討、国・自治体・業界団体等での管理体制の検討が必要です。

“Point”

安全管理と品質確保オフシーズンの対応

事例:事業者の経営対策_㈱シーサー

沖縄マリンアクティビティ事業者
雇用維持：日本の冬季に集客可能なフィリ

ピンセブ島へ出店しスタッフを
派遣し閑散期対応を行う

事業領域：人材育成・宿泊事業など周辺ビ
ジネスへの事業領域の拡大を行
い、季節性を薄める

沖縄マリンレジャー業界組織団体
OMSB：沖縄マリンレジャーセーフティビューロー

SDO（セーフティダイビング沖縄）:消費
者の安全確保、ダイビング産業の総力を底
上げする安全プロジェクトの推進
ガイドとショップの認証制度の確立
地域団体連携により、顧客がショップを選
定する際の指標としての認証ランクを開示

海水浴で認知のある地域は夏のみから
春・秋まで提供できるコンテンツの検討
を、寒冷地では地域の魅力と連携したコ
ンテンツの検討が必要です。

事業者の閑散期対応として他エリアとの
雇用連携や事業領域の検討が必要です。

一貫した安全管理基準等の不足

資格や登録制度が未成熟

ライセンス権限が弱い・緩い

コンテンツの安全と品質を維持すること
で、粗悪なサービスの横行や、価格競争
を抑制する意識を持つことが大切です。

業界の自主規制や、自治体と民間が連携
した安全と品質確保に対する取り組みに
より事業環境を整える必要があります。

事例:安全と品質確保の取組_OMSB

事例:ビーチ活用の期間延長_青島BP 事例:管理体制_Australia＆Hawaii

Australia：ライフセーバーのステータスが高
く、また年間を通じた常駐管理体制
Hawaii：州政府による事業者への営業許可制
度による管理体制

青島ビーチパーク（宮崎市）
ビーチに面した公有地にコンテナ設備での
飲食店等の出店、イベントの開催により春
から秋までのビーチ活用が進んでいる

夏しか収益が得られないという意識

事業者としての経営対策の不足

海上保安庁ではウォーターアクティビティを誰もが安全に安心して楽しめるよう事故防止のための
情報を発信する総合安全情報サイト“ウォーターセーフティガイド”を開設しています。
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3. 持続的な維持管理の実現
(1)持続可能性を高めるための管理運営手法を理解する①

自治体や海水浴場
組合等による

限定的な維持管理

それぞれの地域が置かれた状況を踏まえ、実情に応じた管理運営から
スタートするとともに、着実なステップアップを図ることが重要で
す。

“Point”

自治体主導の
ビーチ活性化に

向けた取組

官民連携による
維持管理と運営の

一体化

独立した組織
による自律的な

管理運営

目指す姿

現状

ビーチの観光資源としての活性化を実現するためには、継続的な魅力増進のた
めの維持管理や質の高い運営が不可欠です。国や自治体の財政が厳しい中、持
続可能な管理運営を行うため、官民を広く巻き込んだ管理運営スキームの構築
が求められます。

海岸管理者による機
能的な管理以外に行
われる魅力増進のた
めの維持管理は、範
囲や時期が限定的な
維持管理となる

多様な主体を巻き込
んだ地域一体での持
続可能な管理運営を
実現するための、必
要な権利関係の整理
等、自治体主導によ
る最初の一手

ビーチでの収益活動
とセットで、事業者
に対し維持管理に必
要な費用・人員の負
担を求めるなど、事
業者や地域の団体
等、民間のプレー
ヤーを巻き込んだ管
理運営

海外先進地に見られ
るような、自治体や
特定の事業者等の枠
を超えた地域一体の
体制による自律的な
管理運営
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3. 持続的な維持管理の実現
(1)持続可能性を高めるための管理運営手法を理解する②

国内外の先進事例を参考に、自治体、事業者、地域の団体等、地域の
ビーチに関わるプレーヤーが相互に受入れ可能な協力体制の絵を描い
た上で、段階を踏みながら実現を図ることが必要です。

“Point”

スキーム

地域の実情に応じ、持続可能な管理運営スキームの構築に取り組んでいる国内
外の先進事例が存在します。

プレーヤー事例

自治体主導の
ビーチ活性化
に向けた取組

官民連携
による

維持管理と
運営の一体化

独立した
組織による
自律的な
管理運営

• 自治体

須磨海岸（兵庫県神戸市）
市が主導してビーチ利用の
モラル低下対策や海の家の
公募制の導入等を行うこと
で健全化をはかり、将来的に
民間活力導入も検討できる
よう整備を進めている。

• ビーチ周辺の
事業者、団体
等

• 自治体

マンリー_Australia
法に基づき州政府から権限を与えられNorthern 
Beach Council（NBC） が、ビーチの管理や営業
許可のみならず、都市計画や
住民・コミュニティサービス
にも関与するなどビーチを自
律的に管理運営。固定資産税、
使用料手数料、交付金が活動
財源となっている。

泉南市営りんくう公園（大阪府泉南市）
ビーチ後背地の公園整備にPFIを活用。民間事業者
による整備及び管理運営により、ビーチとの一体
的運営を図る計画。事業者主
導でエリアマネジメント協議
会の立上げも検討。2019年
より整備に着手予定。

• 事業者
• 自治体

*出所：（仮称）泉南市営りんくう公園
整備事業 優先交渉者決定公表資料
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3. 持続的な維持管理の実現
(2)環境保全に対する考え方と取組を知り意識醸成に努める

ビーチエリアを含む地域の美しい自然環境を維持するため、開発、運
営、それぞれの段階で環境保全の取組を行っていくことが必要です。

“Point”

取組のポイント

開発段階

行政主導による開発の
コントロール

ビーチ関連ファシリティの整
備エリアの限定や、環境基準
の設定による環境負荷の低減
など、ファシリティ整備と自
然環境の維持が共存できる取
組を検討する必要がある
これらは行政主導で行ってい
く必要がある

運営段階

観光客の抑制による
負荷低減

観光客の集中により、自然環
境が破壊されることが懸念さ
れるため、適正な規模の観光
客の受入れを検討する必要が
ある
行政だけでなく、運営事業
者、アクティビティ提供事業
者などの関係者で連携し、検
討することが重要である

環境保護と
観光コンテンツの連携
環境保護活動の推進に向け、
行政や地元団体による取組だ
けでなく、観光コンテンツと
の連携による拡大が検討され
る

環境保全に対する意識醸成
継続的に環境保全を行うには、ビーチエリアに限らず地域に関わる人々全ての意識醸成が必要となる
行政による計画、環境認証制度の取得、環境学習機会の提供など、様々な手法を取り入れることが重
要である

事例：沖縄県恩納村の取組

開発段階：恩納村環境保全条例によってリゾート開発可能な区域制限、
開発時の環境基準設定を実施

運営段階：サンゴの保全活動を観光コンテンツとして提供
意識醸成：環境保全活動への取組啓発のため『サンゴの村宣言』を行い、サンゴの育成

のため、森林・市街地・海岸全ての環境を保全する取組方針を示す
出所：沖縄県恩納村 HP

ビーチエリアの観光は、地域の美しい自然環境が誘客の重要な要素となっていま
す。継続的に観光客を誘致するためには、美しい環境の保護が必要不可欠です。
環境保全のポイントを踏まえ、地域にあった取組を行いましょう。
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4. 実効性あるエリア戦略の存在
(1)地域一体のブランディング・プロモーションの重要性①
ブランディング・プロモーションを効果的に推進するためには、次の要素が重
要になると考えられます。

ビーチを訪れる価値や来訪者に伝えたいメッセージを明確化すること
が、ブランディング・プロモーションの第一歩です。そして、それら
の価値やメッセージを的確に伝えることも重要な要素です。

“Point”

来訪者に伝えたい価値・
メッセージの明確化

その地域のビーチに訪れる価値や来訪
者に伝えたいメッセージを明確にする
ことは、ブランディングの第一歩で
す。その際、ターゲットとする来訪者
の属性や他のビーチ・観光地との差別
化要素を考慮することが肝要です。

機動的な情報発信

ビーチは気候や季節性に左右されやす
いため、追加のイベント開催や悪天候
等による営業中止といった柔軟な対応
が必要となります。そのため情報発信
についても、臨機応変な対応が可能な
体制整備や手段の確保が重要です。

関係者間の
認識共有・統一

明確化した価値やメッセージは、関係
者間での共有・統一を徹底することが
必要です。あやふやな認識に基づく情
報発信は、情報の受け手に不正確な情
報や印象を与え、ブランディングの失
敗につながるためです。

プロモーション戦略

価値やメッセージを的確に伝えるには
戦略が必要です。ターゲットに応じた
最適な手段を組み合わせることはもち
ろん、意図しない印象を与えるおそれ
がある場合には、あえて情報発信を見
送るという考え方もあります。
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4. 実効性あるエリア戦略の存在
(1)地域一体のブランディング・プロモーションの重要性②
ビーチの観光資源としての活性化の先進地では、ブランディング・プロモー
ション推進のポイントを押さえた取組が行われています。

場当たり的な情報発信ではなく、地道な取組に基づいたブランディン
グ・プロモーションが成功のカギとなります。

“Point”

事例：青島ビーチパーク（宮崎県宮崎市）

来訪者に伝えたい価値・
メッセージの明確化

海外のビーチをモデルとした「ビーチでの日常」、
「居心地のよさ」をコンセプトとしている

関係者間の
認識共有・統一

従来の海水浴場と一線を画すため、ビーチパークと
いうネーミングの活用を関係者間で徹底

プロモーション戦略

大手広告代理店出身者をアドバイザーに起用
メディアでの露出をある程度コントロールしている
地元向けと観光客向けとでプロモーションの媒体や
手法を使い分けている

機動的な情報発信
情報の伝達が早いことからSNSを積極的に活用。
SNSのみの告知で数千人を集客したイベントもある

事例：マンリー＿Australia

来訪者に伝えたい価値・
メッセージの明確化

観光客へのアンケートを積極的に実施し、ターゲッ
ト像や来訪者が期待することの明確化を図っている

関係者間の
認識共有・統一

地元の住民や企業に対し、観光産業の発展のメリッ
ト等を啓発し、地域一体で観光客の受入れを推進

プロモーション戦略

“安全なビーチ”として売り出すため、海の安全な楽
しみ方をYoutubeで動画発信
ビーチウォークやアート、ベンチ、ごみ箱などの
テーマを統一し、ビーチの一体感を演出
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4. 実効性あるエリア戦略の存在
(2)地域の観光コンテンツとの連携による収益拡大①
ビーチにおける収益性は限定的であるため、ビーチと親和性の高いコンテンツと
連携し、地域一体型の観光モデルとすることが、収益拡大のカギとなります。

地域の観光資源との連携により、独自性のあるビーチを活用した観光
コンテンツの形成と、地域一帯での収益拡大を図ることができます。

“Point”

地域一体型観光モデルの観点

ガストロノミー*1

カルチャー

MICE*2 夜間

ビーチ

美容自然体験

ショッピング

魚介類など地域の食材を
使った飲食店、食イベン
トで年間を通じた集客へ
つなげる

温泉施設や有名スパブラ
ンドをビーチに併設する
ことで、癒し体験目的の
観光客をビーチに呼び込
む

地域の文化体験ができ
る施設や美術館、博物
館、建築、アート等と
連携し、観光客集客に
つなげる

ビーチクラブで音楽イ
ベントや、夜間歓楽街
との連携により、イベ
ントベニューとして
ビーチを活用する

ビーチ周辺にMICE施設
を設置し閑散期の集客に
努める

地元小売との連携や商業
施設をビーチ周辺に設置
し、雨天時も観光客が過
ごせる場所を提供する

地域の自然環境を活かし
たアクティビティを充実
させることで、エリアの
収益性を高める

*1：ガストロノミーとは「ガストロノミーツーリズム」として、欧米で普及している旅のスタイルであり、その土地を歩きながら、
その土地ならではの食を楽しみ、歴史や文化を知る旅のことを示す

*2：MICEとは、企業等の会議（Meeting）、企業等の行う報奨・研修旅行（Incentive Travel）、国際機関・団体、学会等が行う国際会議
（Convention）、展示会・見本市、イベント（Exhibition/Event）の頭文字。多くの集客交流が見込まれるビジネスイベント等の総称
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4. 実効性あるエリア戦略の存在
(2)地域の観光コンテンツとの連携による収益拡大②
ビーチにおける収益性は限定的であるため、ビーチと親和性の高いコンテンツ
と連携し、地域一体型の観光モデルとすることが収益拡大のカギとなります。

地域の観光資源との連携により、独自性のあるビーチを活用した観光
コンテンツの形成と、地域一帯での収益拡大を図ることができます。

“Point”

事例：三重県大紀町

事例：コートダジュール＿France

事例：青島ビーチパーク

事例：バルセロネータビーチ＿Spain

ビーチ環境に複数の飲食店を集積し、屋外
フードコートを展開している

雑貨のポップアップ店舗、ワークショップな
ども開催し、ちょっとした買い物も楽しめる

美容コンテンツとしてはモーニング、サン
セット、ムーンライトヨガのイベントを開催

美容ツーリズムを提供しており、ビーチヨ
ガ、SUPヨガ、山ヨガを開催

人工浜に設置された海上ハウスではサンセッ
トヨガや満月ヨガが開催されている

農林漁業体験民宿による地域カルチャーの提
供を同時に行う

32の5つ星ホテルがあり、小規模ホテルでも
MICE需要対応のため、会議施設を完備する

ビーチ上、ビーチウォークに複数の飲食店が
集積している

ビーチのレストランでは、夏の間音楽イベン
トが開催されている

水族館や大規模ショッピングモールが、ビー
チ周辺に建てられている

日中ビーチで日光浴をし、夜はビーチ沿いの
複数の飲食店で、ナイトタイムを楽しむ

ビーチ周辺に高級ホテルがあり、ホテルを中
心にカジノ、飲食店、店舗が集積している

出所：青島ビーチパークHP 出所：大紀町 美容ツーリズム HP
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