光をはじめとした地域経済の活性化及

地へのアクセスを向上させたりと、観

すために、それぞれの土地に合わせた

然と向き合い、豊かな暮らしを生み出

本来の用途以外の役割も担っています。

とにより、地域に人を呼び込み、地域

のものを地域固有の観光資源として活

を感じることのできるインフラ施設そ

体で観光に取り組んでおり、
「非日常」

ひとつにもなっており、インフラツー

映える写真を撮ることが旅行の目的の

人の情報発信が世界へと繋がるなかで、

スマートフォンやＳＮＳの普及で個

す。

用する「インフラツーリズム」の取組

リズムも新たな展開を迎えています。

部や、日々変化する工事中の風景など

れることのできないインフラ施設の内

の下、
「観光資源の魅力を極め、地方

地方創生の大きな柱である」との認識

「観光は、真に我が国の成長戦略と

インフラツーリズムと観光

の非日常を地域と連携して展開するこ

の理解を深めていただくため、普段訪

インフラツーリズムは、インフラへ

が各地で行われています。

に資する基幹産業とするため、政府全

活性化に寄与することを目指していま

写真２．防災地下神殿と呼ばれる人気スポット
首都圏外郭放水路（埼玉県）

近年では、観光産業を我が国の成長

に対し昔から根強いファンがいたりと、

場の対象となったり、機能美や存在感

学会として技術的な観点からの学びの

様々な技術が活用されており、現場見

またインフラそのものも、厳しい自

ています。

び持続的な存続に重要な役割を果たし

国土交通省 総合政策局 公共事業企画調整課
観光事業調整係長

インフラを観光資源として活用した
観光地域づくり
高橋 恵理
はじめに
インフラは日常の生活や経済活動を
支え、まち並みの整備でより魅力的な
観光地にしたり、交通網の整備で観光

写真１．来訪者が多い人気の観光放流
宮ヶ瀬ダム（神奈川県）
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ン」を策定しており、政府全体で観光

て、
「明日の日本を支える観光ビジョ

創生の礎に」といった視点を柱に立て
く必要があります。

がら、様々なコンテンツを造成してい

る訪日外国人旅行客の特性を分析しな

実施しています。
埼玉県にある首都圏外郭放水路〈写

た、旅行形態もゴールデンルートなど

などの「コト」消費に移り変わり、ま

買いといった「モノ」消費から、体験

観光需要は、一時期話題となった爆

た一般公開を、接遇等に支障のない範

迎賓館では、年間数日に限定されてい

的施設として、たとえば赤坂や京都の

大胆な公開・開放」を挙げており、公

て、
「魅力ある公的施設・インフラの

観光ビジョンの施策のひとつとし

人観光客にも人気があり、英語版・中

ンターネットでの口コミによって外国

と多くの見学者が来場しています。イ

す。非日常を味わいたい、
見てみたい、

も呼ばれ、まさに「非日常」の空間で

ており、その様子から「地下神殿」と

地下に大きな柱が並ぶ大空間が広がっ

真２〉は、普段は見ることの出来ない

の有名観光地を団体で巡るものから、
囲で可能な限り通年で公開・開放を行

施策に取り組んでいます。

個人でそれぞれが興味のある分野を巡

国語版のパンフレットを用意して対応
建設中の八ッ場ダム〈写真３〉では、

しています。

っており、人気を博しています。
インフラも公的施設のひとつとし

るものまで様々な旅行ニーズがありま
す。観光立国を達成するためには、国

て、
「インフラツーリズム」を各地で

平成二九年四月より八ッ場ダム観光プ
ロジェクト「やんばツアーズ」をスタ
ートさせました。平成三一年度の完成
に向けて建設が佳境に入っていること

民間ツアー
件数

現場見学会
件数

接する道の駅八ッ場ふるさと館では、

け入れ体制の強化を図っています。近

入れ人数を一〇倍に増強したりと、受

プランを用意したり、ダム見学の受け

を設置したり、目的別に一〇本の見学

境八十里越体感バス〈写真４〉では、

里越」とも呼ばれる険しい道です。秘

から八十里にも感じられるため「八十

逃れるために峠越えをし、その険しさ

の際に越後長岡藩河井継之助が会津へ

福島県と新潟県の県境は、戊辰戦争

も出来ます。

八ッ場ダムカレーや八ッ場ダムカレー

その八十里越をいま再びトンネルや橋

から、案内役にやんばコンシェルジュ

ぱんを食べることができ、足湯に浸か

図表１．ポータルサイト掲載件数

梁で結ぶ国道二八九号八十里越の工事
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りながら四季折々の自然を楽しむこと

官民で進める観光地域づくり

写真４．地域資源と連携したツアーを開催
八十里越体感バス（福島県－新潟県）

内需要はもとより、世界各国から訪れ

特 集

写真３．建設中ダムの多彩な見学ツアーを開催
八ッ場ダム（群馬県）

を見学し、工事現場に加え自然や歴史

し、各地で行われているインフラツア
類しています〈図表２・３〉
。

う、パネルはテーマ毎に九分

ポータルサイト開設時には現場見学

前述のポータルサイトは、

ーの情報を定期的に更新・発信してい

会は二四六件、民間主催ツアーは三件

ホームページでの「プル型」

も学べるツアーを設定し開催しまし
岐歌舞伎を観賞する宿泊ツアーなど、
でしたが、平成三十年九月には現場見

の広報ですが、インフラツー

（２） インフラツーリズムフェ

地域資源を活かした様々な企画を実施
学会は三六〇件へ、民間主催ツアーは

リズムに興味を持つ人とその

ます。

し、参加者の興味に沿ったツアーを複
四九件へと件数が伸びています〈図表

周囲への情報展開を図るた

た。また、日帰りツアーに加え、檜枝

数開催しています。
１〉
。
するインフラツアーパネルを作成し、

また、全国のインフラツアーを紹介

ラツーリズムフェイスブック

ュ型」の広報として、インフ

め、ＳＮＳを用いた「プッシ

イスブック

インフラツーリズムの
これまでの取組
ポータルサイトへ掲載しています。一

ページを立ち上げました〈図

テーマ

長年伝わる祭りや行事は地域の歴史や文化の表れ、風物
詩に彩りを添えるもの。

Ｂ． 歴史的遺産

歴史的・文化的な価値が認められているもので、日本や地
域の歴史や文化を学べるもの。

Ｃ． 年に一度だから楽しい

年に一度しかない祭りやイベントを支えているもの。

Ｄ． 観光名所

観光名所になっているもの。

Ｅ． アイデア勝負

大胆なアイデアを取り入れたもの。

Ｆ． 今が旬です！

タイミングを逸すと二度と見ることができない建設現場。

Ｇ． 地域に根付くインフラ

身近にあるインフラを地域の工夫で財産にしているもの。
なかなか来訪できない、意外なところにあるもの。

Ｉ． いっぱいお勉強

インフラを学習するもの。

図表２．パネル分類のテーマ

図表３．インフラツーリズムパネル例

や体験談をよりタイムリーに
扱うなど、今後もページの充
実を図っていきます。
ＳＮＳではハッシュタグを

して、インフラツーリズム推進の機運

真を「＃インフラツーリズム」で共有

ム・橋・トンネルの見方・楽しみ方」
）

で楽しもう！インフラツーリズム ダ

ポスター＆ワークショップ（
「みんな

図表４．インフラツーリズムFacebookページ

を高めていきたいと思います。

トジェニックなインフラの写

投稿が検索できるため、フォ

付けるとそのテーマに沿った

（テーマＥ：津軽ダム（青森県））

方々に向けた取組として、二年連続で

ーリズム推進会議」を組織し、一般の

産学官の有志からなる「インフラツ

（３） インフラツーリズムワークショップ

民間事業者からの発表や、パネルトー

ツアーの取組について、施設管理者や

〈図表５〉
。各地で行っているインフラ

を十一月に二子玉川で開催しました

－

（１） インフラツーリズムポータルサイト
全国のインフラツアーをまとめたポ

般の方にも興味をもってもらえるよ

Ｈ．レアもの・秘境・再発見

表４〉
。各ツアーの開催情報

ータルサイトを平成二八年一月に開設

Ａ． 風物詩を彩る
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クを行いました。インフラツーリズム
が観光の目的地のひとつとして広く一

ダム
288千人
62％

インフラツーリズム有識者懇談会

ることを目的に、
「インフラツーリズ
ム有識者懇談会」を平成三十年十一月

の拡大を検討していきます〈図表６〉
。

し、多くの来訪者を

インフラツーリズムの取組が活発化

ラを「観光資源」としてレベルアップ

課題を整理するとともに、今後インフ

インフラツーリズムの現在の取組や

フラもまた地域固有の資源です。そう

地域の自然環境・文化に対応したイン

化、食など、多種多様にありますが、

我が国における観光資源は自然や文

おわりに

集める施設も増えて

し、地域活性化につなげていくための

いった資源を掘り起こし、地域づくり

に設立しました。

きている一方、イン

方策について議論しています。

（１）有識者懇談会の設置

【目標案】 来訪者を大幅に拡大

般に認知されるよう、今後も様々な広

フラの魅力を十分に

くとともに、インバウンド対応も視野

したインフラツーリズムを推進してい
・阿部貴弘（日本大学理工学部 教授）

や民間と連携した新

加価値を高め、地域

フラツーリズムの付

として活用するイン

内クルーズが含まれており、本懇談会

一体となって運用されている灯台・湾

〇万人でした。
この中には、
既に観光と

の見学者数は、平成二九年度は約一六

ポータルサイトで取り上げた施設で

あります。

ま た、 イ ン フ ラ は

・篠原 靖（跡見学園女子大学観光コミュ

主席研究員）

に入れた環境整備を行っていく必要が

られているものでは

ないため、対応要員

ニティ学部 准教授）

たなインフラツーリ

では、灯台・湾内クルーズを除く年間

【インフラツーリズムポータルサイト】
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/
infratourism/

の確保や受入環境の

・清水哲夫（首都大学東京大学院都市環境
科学研究科 教授）

ズムを育て、展開し

約五〇万人を、今後のより一層の活用

（２）インフラ施設の見学者数

ていくために必要な

拡大を検討していく対象とし、来訪者

インフラを観光資源

あります。
このため、

整備といった課題も

図表６．ポータルサイト掲載施設の見学者数（H29年度）

方策を幅広く議論す

【インフラツーリズムFacebook】
https://www.facebook.com/mlit.infratourism/

・河野まゆ子（株式会社ＪＴＢ総合研究所

も多数存在します。

図表５．インフラツーリズムポスターセッション
＆ワークショップ

元々観光のために造

︿五十音順、敬称略﹀

の一助となるよう、今後も地域と連携

（H32年度）

インフラツーリズム有識者懇談会委員

年間 約100万人

生かせていない施設

（H29年度）

官民で進める観光地域づくり

年間 約 50万人

報活動を展開していきます。

凡例: 施設分類
人数
（千人）
全体割合
（％）

特 集
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467千人
下水道
道路 自動車道
2千人
11千人 20千人
港湾
1％
2％
4％
13千人
空港
砂防
3％
52千人
5千人
河川
11％
1％
76千人
16％

