
内閣府沖縄総合事務局

平成１７年９月３０日

観光社会資本の事例集をまとめました

全国から収集した『観光社会資本』の事例を取りまとめ、

１０月１日から国土交通省のホームページで公開します。

国土交通省では、社会資本の持つ様々な役割を分かりやすく伝える一環として、全国か

ら収集した『観光社会資本』の２５９事例〔別紙１（内沖縄総合事務局関連１５事例 〕）

、 。を事例集として取りまとめ 月１日からホームページで公開しますのでお知らせします10
『観光社会資本』とは、地域において当初想定していた機能のみならず、美しい社会資

本として地域の観光資源となり観光客にも注目されたり、地域におけるイベント等に活用

され観光活動になくてはならないもの等、広く地域の観光振興にも役立っている貴重な社

会資本を指しています。

①社会資本のハードそのものが観光の対象である場合

・橋梁、公園、水辺、公共建築物などで観光スポットとなっている施設

・都市を代表する美しい目抜き通り

・土木遺産や史跡等文化的価値を有し、観光の対象となっている施設 など

②社会資本の活用により、観光活動等が行われている場合

・ダム湖の湖面や河川を利用したボート大会

・道の駅を利用した地域住民のイベント

・海岸を利用した海水浴 など

観光社会資本の事例集では、写真を中心として見やすく整理し、観光資源としてどのよ

うに活用されているか、また、本来の社会資本としてどのような役割を担っているか、に

ついて分かりやすく紹介しました （別紙２）。

また、事例毎にアクセスマップを付け、全国各地にある観光社会資本を実際に訪ねて新

たな目で社会資本を見つめていただけるよう工夫していますので、これらを活用して実際

に観光社会資本を訪れていただきたいと考えています。

なお、今回取りまとめた事例集は、限られた情報をもとにとりまとめたものであり、今

後は都道府県、市町村、民間事業者、個人等の幅広い主体からホームページ等を通じて情

報を収集し、参考となるデータの蓄積に努めるとともに、収集した事例を逐次追加し公表

していく予定です。

事例集は、以下のアドレスからアクセスいただけます。

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/kankosyakaisihon.html

〈問い合わせ先〉

○全国の事例について

24-543 03-5253-8271総合政策局事業総括調整官室 那須 内線 直通

24-294 03-5253-8258大臣官房公共事業調査室 多田 内線 直通

27-258 03-5253-8322総合政策局観光地域振興課 近藤 内線 直通

○沖縄の事例について

3130 098-866-0090沖縄総合事務局開発建設部 前村 内線 直通

234 098-866-0064沖縄総合事務局運輸部 島袋 内線 直通

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/kankosyakaisihon.html


（参考）

観光社会資本（観光資源となっている社会資本）の事例集について

１．目的

国民に対して社会資本の持つ様々な役割を分かりやすく取り組みの一環として、美しい

社会資本が地域の観光振興に役立っている事例や、社会資本の活用によって地域の観光活

、 、動が行われている事例を収集し 国土交通省や地方公共団体等が整備している社会資本が

広く地域の観光振興にも役立っている事例を取りまとめ、広く国民に社会資本に親しんで

もらうための事例集を作成することを目的とする。

２．対象となる観光社会資本

『観光社会資本』とは、地域において当初想定していた機能のみならず、美しい社会資

本として地域の観光資源となり観光客にも注目されたり、地域におけるイベント等に活用

され観光活動になくてはならないもの等、広く地域の観光振興にも役立っている貴重な社

会資本を指す。また、対象施設は国の管理施設に限らず、都道府県、市町村等の管理施設

も対象として、出来る限り良い事例を収集する。

①社会資本のハードそのものが観光の対象である場合

・橋梁、公園、水辺、公共建築物などで観光スポットとなっている施設

・都市を代表する美しい目抜き通り

・土木遺産や史跡等文化的価値を有し、観光の対象となっている施設 など

②社会資本の活用により、観光活動等が行われている場合

・ダム湖の湖面や河川を利用したボート大会

・道の駅を利用した地域住民のイベント

・海岸を利用した海水浴 など

３．事例の公表

、 、事例集は国民全般を対象としてＰＲすることを目的とし 写真を中心に見やすく整理し

観光資源としてどのように活用されているか、また、本来の社会資本としてどのような役

割を担っているか、について分かりやすく紹介するものとする。

また、事例毎にアクセスマップを付け、広く国民が、全国各地にある観光社会資本を実

際に訪ねて、新たな目で社会資本を見直すことを促す工夫をする。

、 、 。事例集は 国土交通省等のホームページで公開し 国民の幅広い利用を促すこととする

４．事例の追加

取りまとめた事例集は、現段階では十分なデータをもとに構成したものではないことか

ら、今後、追加事例を積極的に収集し、参考となるデータの蓄積に努めるとともに、広く

国民の観光促進に資するため、収集した時れを逐次追加し公表していくこととする。追加

事例については、地方整備局等、地方運輸局等、都道府県、市町村、民間事業者、個人等

の幅広い主体から提案を受け付ける。



 

 

 

 

 

 

 

 

以下のいずれかの方法で、「観光社会資本の事例集」のページにアクセスできます。 

 

○インターネットブラウザに以下のＵＲＬをｸﾘｯｸすると、国土交通省のホームページにある「観光

社会資本の事例集」のページにつながります。 

 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/kankosyakaisihon.html 

 

○国土交通省のトップページから「組織別情報／総合政策」→「地域づくり／観光社会資本」と進

むと「観光社会資本の事例集」のページにつながります。 

 

○国土交通省のトップページから「組織別情報／総合政策」→「地域づくり」と進むと、「地域づく

り」のページにつながるので、「観光社会資本の事例集」をクリックすると「観光社会資本の事

例集」のページにつながります。 

 

 

 

 

 

 

 

①「観光社会資本の事例集」のページにアクセスします。 

 

②「観光社会資本の事例集」のページの末尾にある、「メールで事例を送信する」をクリックしま

す。 

 

③必要事項を入力し、送信ボタンをクリックします。 

 

ホームページへのアクセスについて 

ホームページからの事例の追加について 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/kankosyakaisihon.html


参考事例（様式１） 

観光社会資本の事例 

テーマ 人々の夢をのせるクルーズ船、活気があふれる離島桟橋 

【施設の状況写真】 

 

 

 

 

【施設の利用写真】 

 

【観光資源としての利用状況】 

石垣港本港地区は、沖縄県八重山圏域の物流の拠点として大きな役割を果たしています。ま

た、同地区の離島桟橋は、八重山への入域観光客の約８割が利用する観光拠点でもあります。 

通常、ふ頭では、コンテナ等の貨物を取り扱っていますが、年間３０隻程度寄港する大型クル

ーズ船が石垣港の景観にアクセントを加えています。 

毎年、石垣港みなとまつりが開催される離島桟橋は観光や生活に大きく貢献しており、地元で

も有名なスポットです。 

 通常、安全のため、一般の人の目に付くことは

ありませんが、八重山圏域の生活物資を運び込

む玄関口として、石垣港のふ頭は、活気にみちて

います。 

多くの観光客や住民で賑わう、離島

桟橋。１日約２００便の離島旅客船が

往来する桟橋は、島の観光と生活の中

心地です。 

 時折寄港するクルーズ船が、石垣港の景観

にアクセントを加え、観光客や市民の目を楽し

ませます。 

 毎年７月に開催される「石垣港みなとま

つり」で賑わう離島桟橋。多くの観光客や

市民の集うイベントです。 



参考事例（様式２）

テーマ 人々の夢をのせるクルーズ船、活気があふれる離島桟橋

【社会資本の基礎データ】 

○名称      石垣港新港地区 

○所在地     沖縄県石垣市浜崎町３丁目、美崎町１～２番地 

○事業名      石垣港港湾湾整備事業 

○事業主体    国、石垣市 

○事業期間    昭和４０年～平成２０年代前半 

【社会資本の役割・効果】 

 

○物流基盤整備の効果 

  石垣港新港地区は、島嶼圏である八重山群島の物流の拠点です。八重山群島で消費する

生活雑貨、鉱産品や島外へ出荷される農産品のほとんどを取り扱い、生活基盤の安定や

経済振興に役立っています。 

 

○観光基盤整備の効果 

    石垣港離島桟橋は、竹富島、西表島島へ渡る多くの観光客に利用されています。 

    八重山を訪れる観光客のほとんどは、離島観光に訪れるため、当桟橋の整備は、観光振

興に大きく役立っています 

【位置図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関連ホームページ】 石垣港湾事務所 http://www.dc.ogb.go.jp/ishigakikou 

石垣市都市建設部港湾課 http://www.city.ishigaki.okinawa.jp/140000/140400/ 

 

http://www.dc.ogb.go.jp/ishigakikou
http://www.city.ishigaki.okinawa.jp/140000/140400/


ファイル名 都道府県 市区町村 テーマ 社会資本名称 事業 地域
4 7 0 1 沖縄県 那覇市 琉球王朝時代を偲ばせる石畳道 真玉道線 都市 沖縄

4 7 0 2 沖縄県
那覇市、本
部町

「太陽と花と海」（海洋博覧会地区）、琉球文化の光を観る（首里城地区） 国営沖縄記念公園 都市 沖縄

4 7 0 3 沖縄県 那覇市 国道上で行う世界一の大綱挽き 国道５８号 道路 沖縄
4 7 0 4 沖縄県 那覇市 道路空間を利用したイベント 国際通り（県道３９号） 道路 沖縄

4 7 0 5 沖縄県 那覇市 人工海浜の整備による海洋性レクリエ－ション
波之上人工海浜（波之上人工ビ－
チ）

港湾 沖縄

4 7 0 6 沖縄県 うるま市 青い海、青い空を満喫できる道路 伊計平良川線 道路 沖縄
4 7 0 7 沖縄県 うるま市 ひとの集まる空間づくり 宇堅ビーチ 港湾 沖縄
4 7 0 8 沖縄県 石垣市 人々の夢をのせるクルーズ船、活気があふれる離島桟橋 石垣港新港地区 港湾 沖縄
4 7 0 9 沖縄県 石垣市 夜は星、昼はトライアスロンで賑わう小島 石垣港新港地区 港湾 沖縄
4 7 1 0 沖縄県 浦添市 沖縄伝統芸能の殿堂「国立劇場おきなわ」 国立劇場おきなわ 営繕 沖縄
4 7 1 1 沖縄県 国頭村 作り手の思いがこもった「かかし祭り」 道の駅　ゆいゆい国頭 道路 沖縄
4 7 1 2 沖縄県 東村 自然豊かなやんばるの山々とふれあえる福上湖 福地ダム 河川 沖縄
4 7 1 3 沖縄県 宜野座村 漢那ダムを活用した地域活性化を目指す宜野座村 漢那ダム 河川 沖縄
4 7 1 4 沖縄県 北谷町 海洋性レクリエーションと魅力ある海岸 北前海岸 河川 沖縄
4 7 1 5 沖縄県 知念村 すべての人が利用できるバリアフリービーチ あざまサンサンビーチ 港湾 沖縄

観光社会資本一覧




