特集 地域活性化の推進〜観光資源の魅力を極める〜

インフラツーリズムによる地域活性化の取組
〜『インフラツーリズム魅力倍増プロジェクト』モデル地区を例に〜
くぼ た

しょう た ろう

窪田 上太郎＊
インフラ施設を観光資源として活用するインフラツーリズムでは、普段体験できない圧倒的な「スケー
ル感」や今しか見ることができない「非日常」を楽しむことができる。国土交通省では、
「インフラツー
リズム魅力倍増プロジェクト」を立ち上げ、インフラの付加価値を高めて周辺地域と連携し地域活性化を
図るインフラツーリズムの取組を推進している。

1．はじめに

１）インフラツーリズム拡大の手引き－試行版－

インフラは、私たちの生活に密着した存在であり、

懇談会における議論を踏まえ、インフラツーリズ

地域の経済活動を支えるうえで不可欠な基盤である。

ムを推進している先進事例からインフラの魅力を引

自然災害の多い日本で安全で豊かな暮らしを生み出

き出す工夫を学び、その工夫点を「インフラツーリ

すため、これまで、それぞれの地域・土地の特性に

ズム拡大の手引き－試行版－」として、2019年３

合わせてインフラ整備が進められ、様々な技術が活

月に取りまとめ、HP上で公開している（図－１）。

用されてきた。そうしたインフラが持つ機能美や存

手引きでは、従来、土木広報として行われてきた

在感には根強いファンが存在しており、施設本来の

インフラの見学会にどのように“＋αの付加価値”を

用途以外の役割として、近年では、インフラ施設そ

付け加え、インフラツーリズムとして持続的に展開

のものを観光資源として活用する「インフラツーリ

していくかのポイントを「勘所」として整理してい

ズム」が注目されている。また、各地でインフラ施

る。なお、この手引きは、後述する「インフラツー

設を観光資源として活用し地域活性化を図る取組も

リズム魅力倍増プロジェクト」などの取組を踏まえ

進んでいる。

て、より実用性の高いものとするために、2021年

本稿では、国土交通省で取り組んでいるインフラ

度末に改訂を行う予定である。

ツーリズムについて、これまでの取組と今後の新た
な展開・拡大に向けた取組を、各地で実施されてい
る具体的なインフラツーリズムの事例を交えて紹介
する。

2．新たな展開・拡大に向けた取組
国土交通省では2018年11月に「インフラツーリ
ズム有識者懇談会（以下、懇談会）」を設置して、イン
フラを観光資源として活用するためにその付加価値
を高め、周辺地域や民間企業等と連携した新たな段

手引きQRコード

階に育て、インフラツーリズムを展開するために必
要な方策について、幅広く議論を行っている。
＊前国土交通省 総合政策局 公共事業企画調整課 観光事業調整係長

8

月刊建設21−11

図－１

インフラツーリズム拡大の手引き－試行版－

２）インフラツーリズム魅力倍増プロジェクト
懇談会は、インフラツーリズムの今後のより一層
の拡大を目指すプロジェクトとして、2019年７月
に「インフラツーリズム魅力倍増プロジェクト」を
立ち上げた。本プロジェクトでは、懇談会での議論

な る こ

①鳴子ダム 【宮城県大崎市】
・日本人の技術者により造られた日本
初のアーチダムで選奨土木遺産
・周辺には温泉、名勝、史跡等があり、
農業遺産である大崎耕土も含めた流
域連携モデル

を踏まえて全国のインフラ施設からモデル地区を選
や ん ば

定し、各地区におけるインフラツーリズムの取組を

②八ッ場ダム 【群馬県吾妻郡長野原町】

推進し、そこで得られた知見を全国の他のインフラ

・建設中ダムでの多彩な見学ツアー（や
んばツアーズ）を開催
・建設段階から管理段階への移行モデ
ル

施設へ展開していくことを目的とした社会実験を実
施している。モデル地区は、2019年に５地区（鳴
子ダム、八ッ場ダム、天ヶ瀬ダム、来島海峡大橋、
鶴田ダム）
、2020年に２地区（白鳥大橋、日下川新
規放水路）を選定した。図－２は、各モデル地区の
概要を示している。
３）モデル地区での取組

あ ま が せ

③天ヶ瀬ダム 【京都府宇治市】
・宇治市街地に近接
・立地を活かし、ＤＭＯと連携したツアー
造成、淀川水系支流の高山ダムとの
組み合わせなど広域連携モデル

モデル地区においては、持続的なインフラツーリ
ズムの実現に向けて、各地域で主体的に様々な取組
を進めている。
具体的には、各地区において現地協議会を立ち上
げ、国や地方自治体に加えて地元の観光協会、民間
事業者等、様々な関係者を交えてインフラツーリズ

くるしま

④来島海峡大橋 他 【愛媛県今治市】
・しまなみ海道上の世界初の三連吊り
橋であり、塔頂体験ツアーを開催
・先行実施している明石海峡大橋のノウ
ハウも取り入れ、長大橋のモデル

ムに関する議論を行っている。現地協議会では、イン
フラツーリズムのターゲット層の設定や、販売を目
指すコンテンツの造成を行い、インフラ施設を周辺
地域と併せて観光資源と発展させるための検討、さ
らに、造成したコンテンツに対して、専門家や一般
消費者から意見をもらうためのツアー（ファムツ
アー及びモニターツアー）を実施し、ツアーの魅力
度の検証、改善点の把握を行っている。こうしたツ
アーの実施にあたっては、社会実験後においても地
域で持続可能なインフラツーリズムの運営体制を確
保していくために、実際の予約の手配やプロモー
ション手法、収支計画等も含めて検討を行っている。
また、持続可能なインフラツーリズムの運営体制
の構築において重要であるのが、施設を案内するガ

つ る た

⑤鶴田ダム 【鹿児島県薩摩郡さつま町】
・九州最大の重力式コンクリートダムで
水位低下時には明治期の発電所遺
構が出現
・霧島連山や桜島等の広域周遊モデ
ル

はくちょう

⑥白鳥大橋【北海道室蘭市】

・１９９８年に完成した東日本最大の吊
り橋で、寒冷地における国管理の長
大橋
・令和 年 月 日開業の民族共生象
徴空間「ウポポイ」や登別温泉、クル
ーズが人気を集める室蘭港等との地
域連携周遊モデル
くさかがわ

⑦日下川新規放水路【高知県高岡郡日高村】

への負担を減らすことが重要となってくる。そのた

・日本最長級（ ㎞）かつ高度な技術を
必要とする水路トンネルを現在工事中
・仁淀ブルー等の観光資源との連携を進
めるとともに、工事現場の見学を通して
、放水路、調整池等のインフラ施設と水
害の関わり、歴史を紹介・学習する工事
段階から管理段階への移行モデル。

め、各地域において、ガイドを育成できる体制構築

図−２

イドの確保である。通常の現場見学会では、施設職
員がガイドを務めることが多いが、土日祝日のツ
アー実施等、持続的なツアー運営を考えると、職員

各モデル地区の概要
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が必要であり、各モデル地区では、ガイド育成のた

オープントップバス

入 来麓武家屋敷群

めの研修やガイドマニュアルの作成にも取り組んで
いる。
ここからは、昨年度モデル地区にて実施したモニ
ターツアーの事例を紹介する。
＜鳴子ダム（図－３）＞

曽木の滝

鳴 子 ダ ム（ 宮 城 県 大 崎 市 ） で は、 令 和 ２ 年
10〜11月にモニターツアーを実施した。モニター
ツアーでは、ダムとその周辺観光資源を組み合わ
せて、異なるターゲットを取り込むために、個人
向けの高単価タクシープランと団体向けのバスツ

国立天 文台VERA

アーの２つを実施した。個人向けの高単価タク
シープランでは、ダム湖をパトロール船で遊覧し
紅葉を楽しんだり、ダム管理所長によるダム内部
案内、インクライン（ケーブルカーの一種）の乗
車体験ができるコースを、団体バスツアーでは、
日帰りで参加でき、ダム見学の他に道の駅等を周
遊するコースを設定した。
観光タクシープラン

点検放流状況

図－４
主塔登頂クルーズ

ゲート説明

鶴田ダムでのモニターツアー
アンカレイジ見学

団体バスツアー
地獄谷

ダム管理所での説明
パトロール船

試験放流見学

インクライン

図－５

白鳥大橋でのモニターツアー（案）

４）インフラタイプ別の拡大方策
インフラ施設によって、インフラツーリズムを取
図－３

鳴子ダムでのモニターツアー

＜鶴田ダム（図－４）＞
鶴田ダム（鹿児島県薩摩郡さつま町）では、ダム
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り巻く環境は様々である。インフラの種別だけでは
なく、施設の立地や周辺観光資源の有無、地域の戦
略など、様々な要素を考慮する必要がある。そこで、

とダム周辺の観光資源（武家屋敷群、国立天文台

懇談会では、各地区の取組をインフラツアーとして

等）とを組み合わせたモニターツアーを、令和２

一括りにするのではなく、周辺環境等を考慮し、目

年11月に実施した。参加者からは、
「普段見るこ

指すべき姿を明らかにした上でタイプ分けを行い、

とができない体験だった」
「鶴田ダムの目的を理

実現性等を評価して取組を進めていくための検討を

解することができた」等、好評な結果が得られた。

行っている。タイプ分けは、インフラツーリズムの

＜白鳥大橋（図－５）＞

先進事例やモデル地区での取組を踏まえて、コン

白鳥大橋（北海道室蘭市）では、白鳥大橋の主

テンツの有料・無料、目的、手法の違いにより『収

塔登頂クルーズと橋のアンカレイジ（吊橋のメ

益型』『普及啓発型』『施設一般開放型』の３つに区

インケーブルを固定させる部分）見学、
「鉄のま

分し、
『収益型』については、
施設単独で観光コンテン

ち」室蘭の歴史を巡るモニターツアー等を企画し、

ツとして成立させる「単独モデル」と周辺観光資源

今後のツアー実施に向けて検討を進めている。

と連携して成立させる「地域連携モデル」に細別した。
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有料
収益型

無料

インフ ラが地域の観光コ ンテンツ の一部
として機能し、地域への観光経済波及に
貢献している取組

単独モデル

地域連携モデル

インフ ラ独自の体験コ ン
テンツや見学会が運営
される ことによって収益
を生み出している取組

インフ ラが地域の観光コ ン
テンツの一部として周辺観
光資源と連携す ることで収
益を生み出している取組

普及啓発型

施設一般開放型

ハード・ソフトの整備に
より、インフラ の意義や
価値を理解するための
機会を無利益で提供し
ている 取組

気軽に立ち寄ってイン
フラを見学したり併設し
たスペー スで一息つい
たりできる環境を整備し、
開放する取組

※補足：これら分類型は現在様々な形で「インフラツーリズム」として行われている取組を調査し、分析して立てた仮説である。
図－６

インフラタプ別の拡大方策

分類型の概要

図－６は、各分類型の概要を示している。
インフラツーリズムに取り組むうえでは、インフ
ラ施設単独または周辺観光資源との連携による『収
益型』の可能性を模索しつつ、地域の状況等に応じ
て『普及啓発型』
『施設一般開放型』を含めたタイ
プを各取組について分類し拡大方策を検討していく
ことが必要と考える。
なお、これら分類型は、現在様々な形で「インフ
ラツーリズム」として行われている取組を調査し、
分析して立てた仮説であり、取組の進捗等を鑑みて、
必要に応じてタイプは柔軟に再設定を行うことが必

図－７

インフラツーリズムポータルサイト

要である。

（https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/infratourism/）

3．インフラツーリズムポータルサイト

ツーリズムは、地域の地理や歴史、文化と寄り添っ

国土交通省では、上述したモデル地区での取組に

てきたインフラの価値を見直す機会となるだけでな

加えて、
インフラ施設・ツアーの魅力をより広く知っ

く、地域全体の活性化につながるものである。昨今、

てもらうために、2016年１月に、全国のインフラ

新型コロナウイルス感染症の拡大が、観光業界へ大

施設やツアー情報をまとめたインフラツーリズム

きな影響を与えているが、インフラツーリズムの今

ポータルサイトを開設し、定期的なツアー情報の発

後の拡大に向けて、コロナ後の社会を見据えて必要

信を行っている。ポータルサイトでは、インフラツー

な対策や方向性を検討し、今後も意欲的に取り組ん

リズムの魅力を紹介する動画や、明治期の公共土木

で参りたい。

施設など、様々な情報を掲載しているので、一度ご
覧になっていただきたい（図−７）
。

4．今後に向けて
本稿では、国土交通省でのインフラツーリズムに
関するこれまでの取組などを紹介した。インフラ
【著者紹介】 窪田 上太郎（くぼた しょうたろう）
平成31年４月国土交通省入省（土木職）。関東地方整備局港湾空港部クルーズ振興・港湾物流企画室、近畿地方整備局浪速国道事務所計画
課を歴任。浪速国道事務所計画課を経て総合政策局公共事業企画調整課。
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