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はじめに 

 

 

 

本報告書は、平成 19 年度に近畿運輸局から株式会社シィー・ディー・アイに委

託された調査研究の報告書である。 

＊   ＊   ＊ 

国内旅行者も海外旅行者も、団体旅行から個人・グループ旅行の時代になり、

個人・グループを対象にした旅行情報の提供がますます求められるようになって

いる。以前から民間の鉄道会社、レンタカー会社等が沿線マップやロードマップ

を無料で配布してきたが、その範囲は都市中心部や主要道路の沿線に限られてい

た。その中で観光に力を注ぐ各地の自治体では、独自のマップを作成し、駅頭で

配布したり、電子情報としてホームページ上で提供したりして各地の魅力を伝え

る工夫が進んでいる。 

奈良県は北部の奈良公園・佐紀・佐保路・西ノ京、西部の信貴・斑鳩、中部の

飛鳥・藤原、南部の広大な世界遺産・吉野大峯という 4 つの異なった個性の圏域

を有し、ＪＲと近鉄で近畿中心部と結ばれ、多くの史跡・名勝には奈良交通バス

等を使って行くことができる。奈良県の魅力の全容を伝えるには、観光圏域ごと

の交通アクセスに配慮し、そのルートに沿ったきめ細かな観光情報の提供が不可

欠であり、とりわけウォーキング・ブームの中でじっくり「歩く奈良」の楽しさ

を伝えるためには、歩行による移動に適した情報への配慮が必要である。 

本調査は、奈良県の観光圏整備事業に資するため、政令指定都市の地下鉄駅を

起点にしたエリアマップを始め、各地の自治体の観光マップや地図情報を活用し

た観光情報整備の先進事例を収集分析し、奈良県における観光情報発信の一手段

としての「沿線観光マップ」による広報活動の検討を行った。 
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第 1 章 現状と課題 

 

 

(1)全国的な観光の状況 

 

現在観光は、国際交流の視点からも、国内における地域経済の活性化の視点からも、

改めて重要視されている。日本国内における観光の動向を国土交通省の『観光白書』

（平成 19 年版）に見ると、平成 18 年度の国民の宿泊観光旅行数は減少（1人当り 1.73

回、対前年度比 2.3％減）し、宿泊数も 2.77 泊と推計され対前年度比 4.2％減少して

いるが、海外からの観光客が 733 万人(対前年比 9.0％増)と好調に増加するなどの要

因により、全体的に見るとほぼ横ばいの状況が続いている。また社団法人日本観光協

会の『平成 17 年（度）全国観光動向～都道府県別観光地入込客統計～』（平成 19 年

10 月発行）では、2005（平成 17）年（度）に入込客数が前年より増加した都道府県が

26、減少した都道府県が 21 となり、ほぼ半数ずつと明暗を分けている。 

   一方、観光客の意識面から見ると、同じく日本観光協会の『観光の実態と志向』（第

26 回、平成 19 年度版）では、国内全域で 4,500 人に調査を実施した結果、旅行市場

に一定の明るい兆しが見えるとしている。その理由としては、参加率、参加回数、旅

行費用、今後の参加希望率や希望旅行費用が軒並み前年度を上回ったことが挙げられ

る。宿泊観光については、実際の宿泊数が横ばいであった半面、希望宿泊数が 2.09

泊となって、前々回、前回から順調に伸び、ゆっくり滞在することへの志向が高まっ

たことが伺える。しかし、性別・年代別に宿泊観光旅行への参加率を見ると、40 歳代

以上の男性の参加率が 50～60％と高い一方、20 歳代男性は約 40％と低く、若い世代

の旅行離れが如実に表れている（女性はどの世代においても 50％前後で大きな差はな

い）。日本観光協会は、こういった傾向の中で、団塊の世代を始めとした年配層向けの

観光を充実するだけでなく、かつて旅行市場の牽引役であった若い世代に、魅力ある

宿泊観光旅行を提案することの重要性を指摘している。 

   旅行のスタイルとしては、団体旅行から気心の知れた家族、友人と同行する個人旅

行へとシフトする傾向が一層定着し、旅行の情報源としてインターネットが飛躍的に

伸びていることが分かった。情報源では家族・知人の「口コミ」が 38％で最も多く、

「ガイドブック」、「パンフレット」がどちらも 33～34％となっているが、平成 11 年

度には 7.3％であった「インターネット」が右上がりに増加し、今回の調査（19 年度）

では 35.8％で第 2位に躍り出た。情報源にはそれぞれ異なったメリットがあり、本年

度ほぼ横並びになった段階から「インターネット」が更に伸びても、ここ数年ずっと

30％台の需要を維持してきた「ガイドブック」や「パンフレット」の需要が大幅に下

がることはないだろう。 

   このような旅行市場や旅行者の意識変化の中で、国は平成 19 年 1 月に新しい「観光

立国推進基本法」を施行した。同法は「国際競争力の高い魅力ある観光地の形成」に

よる地域の活性化を目指すもので、対外的には国際収支と国際親善の両面に寄与し、
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国内的には国民の健全な生活に貢献すると同時に、地域格差の是正に資するものであ

る。具体的には、内外からの観光旅客の来訪と滞在、観光業と他業種あるいは官民の

連携、地域間の連携、滞在型観光などにポイントを置いており、地域間の連携を「観

光圏」と名付けて重要な施策に位置付けている。観光圏の目指す方向性は、たとえば

宿から街へ、日帰りから宿泊へ、季節から通年へ、客からファン（リピーター）へと

いうように、点から線、そして線から面へと広げていこうというもので、宿泊・もて

なしの魅力、観光資源の魅力、交通・移動の快適化、案内・情報提供・マーケティン

グ力の向上で圏域の魅力を高める方策が望まれ、国土交通省はその支援のために補助

金や財政投融資、交付金などの措置を準備した。 

 平成 20 年度からは同省の外局として「観光庁」が新設され、観光立国への取り組み

は一層進むものと思われる。 

 

(2)奈良県における現状と課題 

 

記紀万葉の時代から栄え、平城京が遷都された奈良は、法隆寺地域の仏教建造物、

古都奈良の文化財、紀伊山地の霊場と参詣道の 3 つの世界遺産を有し、のどかな自然

と景観に恵まれ、内外によく知られた観光地である。 

「奈良県観光客動態調査報告書」によると、2006（平成 18）年の推計観光客数は

35,002 千人で、前年に比べて 2.1％増加している。しかし、ピーク時に比較すると客

数は少なく、1998（平成 6）までは 38,000 千人を越えていたものが漸減してきた。地

域別の観光客数では、寺社仏閣、公園、文化・商業施設等が集積する「奈良」が約 13,469

千人で 20 地域全体の 3 分の 1 弱を占め、「山の辺」、「橿原」がこれに続いて、県の北

部地域に観光客が集中していることが分かる。さらに近年観光客が増加している地域

も、比較的北に偏っている。 

一方、平成 18 年の奈良県での推計宿泊客は 3,402 千人、宿泊率は 9.7％で、前年に

比べて 176 千人（5.5％）増加している。うち一般観光客が 3,092 千人（前年比 6.5％

増）と大半を占め、修学旅行生は推計 310 千人（前年比 3.7％減）である。修学旅行

の行き先は海外を含めて多様化の一途をたどっており、老舗の京都を始め、各県がさ

まざまな体験学習プログラムを導入して誘致を図っている。なお、県内宿泊施設にお

ける平成19年3月31日現在の総収容人数は34,461人／日で、内訳はホテルが16.8％、

旅館が 63.5％、簡易宿所が 19.7％である。 

前出の『観光白書』（平成 19 年版）では、平成 18 年 6 月～8 月における都道府県ご

との宿泊観光の状況を比較しており、奈良県は宿泊施設の稼働率が33.7％で44番目、

人口1人当たり延べ宿泊者が約0.24人で46番目（人口は平成17年度国勢調査による）

と低い。平成 19 年には通年の稼働率が 36.7％となって 36 番目に上がっているが（国

土交通省・宿泊旅行統計調査）、総収容人数の 6 割を占める旅館をはじめ、各宿泊施設

がより心のこもったもてなしや地域の特色を見直し、同時にそれぞれの個性を情報発
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信していくことが望まれる。 

来訪者の発地別に見ると、奈良を訪問する人は地元奈良県を含めた近畿 6 府県から

が計 27,422 千人で全体の約 78％を占め、宿泊者数でも 26％を占める。宿泊者数では

東京都が全体の約 16％で最も多く、大阪府が約 13％でこれに続いているが、大阪府は

日帰り（県外宿泊を含む）客を含めた来訪者の総数でも地元奈良に続いて 2番目で、

全体の約 28％を占めており、ベッドタウンとしてだけでなく、観光面でも大阪と奈良

の結び付きは強いと言えよう。交通機関利用者数から見た入込者数の推計では、JR 奈

良、近鉄奈良、JR 王寺、近鉄大和西大寺の順に入込客数が多くなっており、京都・大

阪を経由して奈良にいたるルートが、観光でもメイン路線であることがわかる。それ

ぞれの主要駅を合計すると、JR による入込客数が 1 日平均約 43,000 人、近鉄による

入込客数が同じく約 20,000 人で、沿線観光マップを作成する場合、対象人数の指標の

一つになろう。 

なお JNTO（国際観光振興機構）の平成 17 年度の調査では、奈良県への外国人の訪

問率は 4.9％（全国 11 位）で、同年の訪日外客の総数から推計すると約 33 万人とな

る。外客誘致は奈良県にとって重要な課題であり、外国語による情報の整備がより一

層望まれる。 

 

観光地としての奈良の魅力は、優れた文化財や歴史的建造物、美術品などの「本物」

があること、古都に育まれた「歴史」や「文化」があること、自然や歴史的風情に富

んだ「美しい空間」があることと広く認知されている。反面、それが固定的なイメー

ジにつながって、旅行者の年齢的な偏り（若者が少なく中高年層が多い）や訪問先の

偏りを招いている。また、さまざまな個性と魅力に溢れた観光圏を持ちながら、北部

地域に主要交通ルートや都市的な機能が集中しているため、旅客が県内で移動する範

囲が狭くなり、北部だけを観光して宿泊せずに帰ってしまう人が多い。 

これからの奈良観光は、県内にゆっくりと滞在し、広く観光圏を楽しんでもらうた

めの情報やサービスの提供が必要である。海外や東京などから直接やってくる人々は

もちろん、全体の 8 割を占める近畿圏を発地とする観光客、とりわけ大阪や京都経由

で来訪する人々に県内で更に 1泊してもらうことによって、南部の温泉まで足を伸ば

したり、古代のロマンに触れながら自然の豊かな道を散策したり、「ならまち」のよう

な都市の魅力を再発見したり、若草山の山焼きやお水取り、なら燈花会のように夜し

か見られない行事に触れたりしていただくことが可能になる。県内の道路・交通網の

整備と多国語による案内情報の充実はもちろん、移動そのものを快適にする手段や、

もてなしの心に溢れた地域サービスの開発、海外客や若者を含めて誰もが歩いて楽し

い魅力の発信などによって、観光圏を相互につなぎ、活性化していくことが望まれる。 

沿線観光マップによる広報活動は、上記のような奈良県の課題をふまえ、「ゆっく

り宿泊し、歩いて楽しむ」奈良観光のために、どのようなコンテンツの地図情報とそ

の周辺情報の提供が必要であり、また、どんな手段で発信すれば観光圏をつなぐ情報

サービスの提供につながるかについて、具体的に検討するものである。   
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第２章 事例分析その１――都市圏の先進的な沿線観光マップ 

 

 

(1) 沿線観光マップの役割 

 

沿線観光マップは、主に電鉄会社が駅周辺の利便性や快適さを発信し、沿線の価値

を高めるために導入したサービスである。関西では阪急電車が他社に先駆けて全駅で

周辺マップを配布したり、『阪急沿線ガイド』を出版したりしていることでよく知られ

ているが、現在、導入する路線は全国に広がっており、その掲載内容も駅周辺の地理

を案内するものから、観光や文化、遊びなどさまざまなタウン情報を盛り込んだもの

へと広がり、駅からの散策ルートを提案してウォークイベントを実施したり、掲載施

設での優待特典を付加したりする例も増えている。 
さらに最近では、インターネットのホームページや携帯電話を中心としたモバイル

メディアを通して駅および駅周辺の情報を提供したり、マップ付きで沿線の観光施

設・タウンスポットの情報にリンクしたりするサービスが普及し、そこに投稿方式で

口コミ情報を送り、相互に受発信し合うシステムも登場した。 
これからの沿線観光マップは、民間のグルメサーチや宿泊情報サーチ等とも連動し

ながら、駅（路線）を起点にした新しい観光文化を形成していくと思われる。 

 

 

(2) 政令指定都市の沿線観光マップ事例 

 

   駅と路線をキーワードにした地図情報ならびに周辺情報の提供は、乗客数の増加と

案内サービスの向上を目的に、公営（公設民営）交通網でも力が注がれている。沿線

ガイドや駅周辺のエリアマップ、定期的に発行される沿線情報誌などは、その代表的

なツールであり、市民のみならず内外の観光客の需要を掘り起こして、駅配布のフリ

ーペーパーという新たな情報メディアを発展させた。 

中でも大規模なものは、最近民営化された東京メトロの「LET’S ENJOY TOKYO」事

業である。同名の Web サイトを中心に、さまざまなフリーペーパー、ガイドブック、

モバイルメディアなどを駆使し、民間のグルメや観光関連の情報検索システムとリン

クしたり、タウン誌の編集や広告代理店のノウハウと連携したりしつつ、新しい首都

圏観光（「おでかけ」）誘発メディアとして高く評価されている。 

一方、日本を代表する観光地である京都市の交通局では、以前から乗客増と利便性

の向上のために地下鉄各駅で周辺のエリアマップを配布したり、バスの路線別に観光

情報を編集したフリーペーパーを定期的に発行したりしてきたが、今春、地下鉄延伸

を期にエリアマップを見直し、歩くための詳細な地図と観光スポット紹介や優待特典

を組み合わせた小冊子「地下鉄沿線エリアマップ」を制作した。新聞で広報し、京都

市の観光案内窓口や地下鉄の案内所で配布したところ、好評で、送って欲しいという



 

  6 

 

 

電話も全国から来たという。交通局は同じコンテンツをホームページでも公開してい

るが、紙のツールが依然として欠かせない好例であろう。 

また名古屋市交通局では、沿線案内と乗客増を目的に、バスの停留所や地下鉄駅を

起点にバスを利用して史跡や文化施設などを巡る「オススメ散歩コース」11 コースを

作成。ホームページで紹介するとともに、ダウンロードも可能なウォーキングマップ

を発行している（11 号は 15,000 部印刷）。同時にホームページでは、名古屋市内と隣

接地域の地図に、バス停、地下鉄駅や各種施設の位置情報を掲載し、地図上のアイコ

ンから駅（路線）関連の情報はもちろん、公共施設、観光施設、飲食店等さまざまな

スポットの情報を取得することができる「名古屋地図ナビ」を展開し、便利な利用例

がイラストで紹介されている。なお同交通局のウェブサイトのトップページは、パソ

コンで 1 日当たり 17,892 件、携帯電話で同 8,804 件のアクセスを記録している。（平

成 18 年度の実績。事務事業評価票より。） 

神戸市の場合は交通局のウェブサイトから企画調整局にリンクして、「知っとお？

神戸―地下鉄海岸線沿線こうべ下町観光ガイド」で沿線各エリアを案内。旧居留地、

ハーバーランドなど全国的に有名な観光スポットと下町情緒溢れるスポットを、「見ど

ころスポット」と「食べる・遊ぶ・買うスポット」に色分けしてマップで紹介したパ

ンフレットを作成、ホームページでもアップロードしている。 

その他、仙台、大阪、福岡などでも、駅ならびに駅周辺のマップ、施設ガイド、イ

ベント情報など、沿線の「お出かけ情報」が公営交通のホームページを通じて発信さ

れている。 

   次の節から、東京メトロの「LET’S ENJOY TOKYO」、京都市交通局の「地下鉄沿線エ

リアマップ」の 2事例について、詳細を紹介する。 
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事例１－１ 地下鉄沿線エリアマップ（京都市交通局） 

 

①事業の趣旨； 

  京都市交通局で発行していたエリアマップを地下鉄延線に伴って見直すにあたり、これまで

乗客から聞いた声などを参考に、案内地図以外の要素を入れて「お出かけのきっかけ」になる

小冊子を目指した。乗客サービスの一環ではあるが、一番の目的は地下鉄の増収増客であり、

たくさんの乗客に地下鉄を利用してもらい、できるだけ多くの駅で降りて周辺を散策し、地元

の人も知らなかったような場所を訪れてもらうことを目標にしている。（バスの増客について

は月刊誌「オフタイム」があり、タイムリーな話題と系統に沿った案内を掲載している。）あ

らゆる年齢、性別の人に対応できる内容、デザインを目指した。 

②マップの特徴、体裁； 

 エリアマップには冊子版、地下鉄2駅をワンエリアとしたエリア版、モデルコース版があり、

冊子版は後の2つを含んだ総合的なリーフレットである。以前のものとの主な変更点は、冊子

版をA5からA4へとサイズ変更しマップをより見やすくしたこと、地下鉄駅周辺を歩くエリア

内推薦コースと市内観光モデルコース（1dayフリーチケット活用、世界遺産コース等4コース、

モデルコース版には更に4コース）を提案したこと、紹介施設からの優待サービスを付加した

こと、広告ページを増やしたこと。モデルコースは誰でも知っているほど有名ではないが、隠

れた名所というほどでもない中間的なところを選んだ。「オフタイム」は毎月出ているからそ

れぞれの季節を反映しているが、こちらは季節に影響されない構成をしている。 

［民間との棲み分け］ 

タイムリーな話題や豊富な写真・情報量で比較したら、1 冊数十円の単価で 1 年間使う交通

局の冊子が短期でマンパワーをかけて作る民間の京都本と勝負するのは難しい。また趣旨も違

う。今回の改定によって民業が圧迫されるという声を危惧していたが、今のところそういった

声は聞かない。民間と大きな違いを出しているのは情報面より地図である。一般的な観光本よ

り詳細で、ランドマークや通り名なども細かく精密に示してあって、本当にこの地図を使って

歩けるように作っている。 

 ［体裁］ 

  冊子版はA4 サイズ42ページ、エリア版はA4サイズ表裏、モデルコース版はA4サイズ4ペ

ージ。すべてカラー印刷である。 

 ［言語］ 

  英語版で海外客の利用にも対応した。冊子版は解説を日英併記で行い、エリア版は日本語版

と英語版を作成している。なおサッカーの日韓ワールドカップを機にハングル版も作っていた

が、ガイドブックをあらかじめ持ってくる人が多く需要が少ないため、英語版で対応できると

考えて現在は作っていない。2ヶ国語で足りないという声は今のところ聞いていない。 

③主なコンテンツ； 

  観光モデルコースについては立ち寄りスポットと経路・所要時間を写真入りで紹介している。

エリアごとのマップは、これまで使用してきたものを素材にしつつ、2008年1月現在のデータ

で更新、適宜施設の入れ替えなどを行った。実際に歩けるよう、通りに忠実に、銀行や郵便局、

学校などランドマークになるものを入れ、地下鉄駅とバス停、トイレの位置などを明示し、エ

リア散策コースを線で示している。マップに対応した情報面についても基本的にはこれまでの

素材をベースにしているが、各エリア6件程度の紹介スペースを公立施設や寺社仏閣が占めて

いたのを、優待特典を付けてくれる飲食店や物販店を取り上げるためそれぞれ 1～2 件入れ替

えた。記事はそれぞれの紹介と基本情報、優待特典である。冊子版については巻末の6ページ
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を広告企画にして、地図、紹介記事、優待情報付きで店や民間施設を紹介。裏面は全面広告と

なっている。 

 ［民間施設の選択基準］ 

マップには観光協会加盟の店舗や施設を漏れなく載せるという方法をとっている。民間の情

報誌なら希望や独自の物差しで判断できるが、市の立場で公平性を保つためには、京都の観光

に寄与してもらっているという観点から、観光協会加盟という明確な線引きが示せる方が良い。 

ただし大手の宿泊施設・観光施設については、基準に関わらず載せる必要があるだろう。 

情報面にどの店を載せるかは公募すれば公平だが、数も少ないので委託先が選定案を出し、

京都市交通局が業種や広告の基準などに照らして確認した上で載せている。特別の決まりはな

いが、どの年齢層もまんべんなく行ける店、できるだけ京都らしい店を優先している。今後掲

載希望が来た場合どうするかが課題で、逆に有名な店ほど、優待特典を付けてまで載せてもら

わなくてもいいというケースが多い。一方寺社仏閣についても、どこが地元でいちばん由緒が

あるのかといった点で問題が起きることがあり、専門的な判断が必要な点については歴史資料

館等の専門家の知恵を借りている。こういったさまざまな問題があるので、一度掲載した施設

は変えにくい。 

なお個々の写真は、基本的に市が使用するからということで先方に借りるが、編集会社が撮

り下ろす場合もある。どうしても許可がとれなければイラストにしている。 

④制作時期・期間； 

以前の版は過去7年間にわたって小さな修正・更新（基本データのチェックなど）をしてき

たが、大きな見直しは初めて。2007（平成 19）年 8月に概要を決定し、9月～10月にコンペ、

2008（平成20）年1月に製作・納品された。 

⑤制作主体； 

発注先も見直し、企画コンペで決定した。 

 ［コンペについて］ 

コンペは2007（平成19）年9月～10月に実施した。あらかじめ8社（編集会社3社、広告

代理店3社、調査会社2社）に声をかけ、参加者のうち最も評価の高かった事業者を選定。審

査は交通局内部で行い、リニューアル内容を前提条件とし、全体の構成や地図と情報面の概略

（掲載候補を含む）、表紙のデザイン案、コース内容などを評価した。最終的に以前のところ

に決まったため素材の使い回しができたが、3 ヶ月という制作期間だったので、類似の制作物

を作っていた会社でないと間に合わなかった可能性もある。 

⑥配布部数と配布方法； 

  冊子版は5万部作成したが、次回は少し増やす予定。エリア版は日本語版が15エリア×2万

部（計30万部）、英語版が15エリア×1万部（計15万部）で、モデルコース版は10万部。設

置場所は冊子版を京都駅ビルを始めとした京都市観光案内所（4ヶ所）、交通局市バス・地下鉄

案内所（5 ヶ所）、交通局定期券発売所（8 ヶ所）、東京京都館等に置き、エリア版は地下鉄各

駅に常設し、モデルコース版は同じく地下鉄各駅で不定期に配布している。部数を増やせば増

やすほど在庫管理に目が届かないので、あまり拡大しようとは考えていない。無料であるため

他府県からも欲しいという声が多いが、修学旅行の下調べや個人での需要に限って、送料負担

で対応している。（商用などで大量に使用される場合は、部数的にも趣旨的にも異なるので遠

慮してもらっている。）冊子の目的が現地で手にとって見てもらうものなので、本来はホーム

ページで閲覧し、京都に来られてから駅で手に入れてもらうように対応している。 

⑦広報・ホームページ； 

1 月に発行した際は土日に新聞に掲載したこともあり、希望者が殺到した。新聞に掲載され
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ると広報効果は高いが、電話での問い合わせや京都市の施設に行ったのに手に入らないという

苦情も入る。ホームページでは以前の版から引き続いてpdfファイルで掲載し、ダウンロード

も可能。データをpdfファイルに変えるところまで外部でしてもらい、アップロードは担当部

署で行っている。モバイルは別に「洛ナビシステム」で経路や時刻、観光スポット等を案内し

ているが、画面が小さいので地図を掲載するには向かない。版権は契約の段階で京都市交通局

が管理することになっており、ホームページはもちろん、市の関連事業の印刷物に使用するこ

とも問題はないが、外部への転用は基本的に許可していない。 

⑧利用者の反応； 

  入手を希望されるのは高年齢の方が多い。市の配布物への関心が高く、時間の余裕を持って

観光されるということもあるだろう。遠方からの観光客だけでなく、地元の人にも活用しても

らっている。見直しの際は、駅や案内所で聞く声を通じて、交通情報以外の案内情報が求めら

れている需要を反映した。 

⑨制作費； 

  予算は冊子とエリア版、モデルコースを合わせて総額で約700万円。コンペでは内容だけで

なくその事業者が採算をとれるかどうかも評価した。広告は契約に含めており、広告収入は事

業者に入るが、編集から印刷まですべての費用が入っているため単年度で見ると700万では赤

字だったかも知れない（こういった印刷物は通常、コンペの効力を 3～5 年程度継続して制作

してもらうスタンスをとっている）。 

⑩その他 

  「オフタイム」については、毎月発行当初はバスの中でも中吊りにして配布している。 
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事例１－２ 東京メトロ「Let’s Enjoy TOKYO」（東京地下鉄株式会社） 

 

①事業の趣旨； 

2004年に民営化され、鉄道事業のみならず広告やメディアビジネス等を積極的に展開してい

る東京メトロ（東京地下鉄株式会社）では、東京への「おでかけ」を促進し、電車に乗る機会

を増やしてもらうことを目的に、Webサイト「Let’s Enjoy TOKYO」を同年4月に開設*。同時

に各種ガイドブックや情報誌（フリーペーパー）をメトロ構内で配布し、出入口に多国語表示

の周辺マップを設置するなど、さまざまなメディアを展開して相乗効果を上げている。 

②マップの特徴； 

「Let’s Enjoy TOKYO」は、メトロ沿線観光サイトとして、レジャーからスポーツまで総合

的なおでかけ情報を発信しており、サーチ機能、詳細表示機能（基本情報、アクセス方法、地

図など）、特集情報（季節、イベントなど）、会員機能（メールマガジン、プレゼントなど）、

特派員機能（口コミや写真投稿）、モバイル版との連動などを総合的に備えている。駅周辺情

報については東京メトロのポータルサイトと共通しており、駅構内図、周辺マップはもちろん、

駅をキーにさまざまなおでかけ情報にリンクできる。 

印刷媒体では、主要な駅と周辺エリアの詳細地図、路線などの基本情報をまとめた「東京メ

トロナビ」を発行しているほか、「TOKYO METRO NEWS/ TOKYO METRO INFO」（月刊）、「ボンジュ

ール！メトロ」（季刊）をはじめ、さまざまなフリーペーパーを駅で配布。 

多言語への対応としては、英・中文（繁体）・中文（簡体）・ハングルによる東京メトロホー

ムページと、日本語及び上記4言語併記による「東京メトロガイド」を発行している（駅周辺

地図はない）。 

③主なコンテンツと体裁； 

  「東京メトロナビ」は営団地下鉄時代の「東京メトロ出入口便利帳」を引き継いだ形のもの

だが、周辺地図がより見やすくなり、ランドマークになる施設、文化・観光施設など、公立民

間を問わず豊富に掲載している（大きさは新書版程度）。 

Web サイト「Let’s Enjoy TOKYO」では、インデックスから行きたい場所や施設を選ぶと、

路線案内と地図検索サービスを利用して徒歩のルート検索ができるようになっており、周辺地

図を拡大すれば、出入口の詳細はもちろん、曲がり角の目印になる施設や店舗まで表示。すべ

てではないが、出入口の360度パノラマ映像があり、地上の風景を概観できる。モバイル版の

駅周辺地図でも公共施設や銀行、デパートなどのランドマークが表示される。 

なお「Let’s Enjoy TOKYO」には、東京メトロでは行けないエリアの情報も掲載しており、

東京全体の「おでかけ」を活性化することで鉄道業界全体のメリットにつなげたいと考えてい

る*。 

④制作時期・期間； 

2004（平成16）年4月にWebサイト「Let’s Enjoy TOKYO」開設。 

⑤制作主体； 

Web サイト「Let’s Enjoy TOKYO」は、東京メトロと広告代理店の NKB が運営し、グルメ情

報やホテル情報は NKB が運営する「ぐるなび」と連携している*（東京メトロは国と東京都が

株式を保有する東京地下鉄株式会社）。 

印刷物の制作は「東京メトロナビ」の昭文社、「TOKYO METRO NEWS/ TOKYO METRO INFO」の

株式会社マガジンハウスなど、さまざまな企業に外注しており、駅置きのフリーペーパーの中

には、広告代理店などが編集から発行までを行っているものも含まれている。 
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⑥配布部数と配布方法； 

情報誌（フリーペーパー）は東京メトロ各駅に設置し、配架ならびに窓口で配布。 

⑦広報・ホームページ； 

マップ類の印刷物、ホームページ、モバイルメディアでの連動は上記のとおり。情報誌はホ

ームページで紹介され、pdfファイルで閲覧・ダウンロードできる。 

⑧利用者の反応； 

  オープン当時の「Let’s Enjoy TOKYO」の閲覧は、1日当たり10万件で、2005年10月には

月間 1000 万件を突破しており、実際に出かける土日より平日によく見られている。東京メト

ロのアンケートによると、有楽町エリアにおいて「Let’s Enjoy TOKYO」を見て出かけたかど

うかという質問に対し、2 割～3 割が「情報を見たことがおでかけにつながっている」と答え

ている。* 

⑨制作費；― 

⑩その他； 

* を付した情報については、JAGAT（日本印刷技術協会）のホームページ掲載記事「東京メ

トロ：クロスメディアによる街中への情報発信」より。 
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第３章 事例分析その２――全国都道府県の特色ある観光マップ事例 

 

 

 (1) 都道府県による観光マップ制作の現状 

 

以前から自治体の基本的な観光ツールとして国土地理院の地図をベースに地域の名所旧跡

を案内した大型の観光マップが活用されてきたが、現在ではそのデザインやコンテンツにも工

夫が凝らされ、加えてさまざまな個性ある観光マップが作成されるようになった。とりわけ最

近では、グルメや買物などこれまで行政が提供しにくかった若者向けのタウン情報を盛り込ん

だマップ、旧街道や観光鉄道、道の駅などに沿って各エリアの魅力を数珠繋ぎにしたマップ、

観光のオピニオンリーダーや一般の人の口コミ情報を反映したマップなど、さまざまな観光マ

ップが作られ、その中では民間情報とのリンクや棲み分けといった問題がより重要性を増して

いる。 

一方、普及したインターネットやモバイルメディアを利用し、画面を自由自在に移動してエ

リア検索ができるマップ、広域ルートから歩くルートに簡単にズームアップできるマップ、ス

ポット検索によって画面にたちどころに行き方が表示されるマップなど、電子媒体ならではの

情報提供も飛躍的に伸びた。印刷媒体とホームページを連動させて広報効果を上げている自治

体も多く、決められたフォームから申請すれば大判の美しい観光マップや旅行ガイドを無料で

配送し、メールマガジンを定期的に送ることで地元の顧客づくりを図る自治体も多い。今後イ

ンターネットやモバイルメディアの機能が一層進み、双方向で検索・表示する方法や、大型画

面で鮮明に表示するツール等が普及するに従い、観光マップの電子化もますます進むと考えら

れる。 

 

 

 (2) 特色ある観光マップの事例と手法 

 

  観光客入込数が好調に伸びている自治体として、青森県や大分県がよく例に出される。両県

ではさまざまな地元のシーズを生かした観光キャンペーン、食や宿泊などを通じたもてなしの

魅力づくり、住民参加による情報発信が行われており、その中で観光マップも紙媒体のみなら

ずインターネットの双方向性を生かして提供されている。 

青森県では「アプティネット」と名付けた文化観光情報サイトを運営しているが、その中で

は観光圏域を 6 つに分けてそれぞれの市町村職員がモデルコースを推薦する「青森旅ナビ」、

地元住民や観光客が投稿した写真を適宜画面に追加できる「感動マップ」など、顔の見える地

図情報の発信が豊富である。また大分県の「おおいた・ゆふいん観光マップシステム」では、

電子地図とリンクして空からの風景が見られたり、お勧めルートを検索したり、テーマ別の散

策マップをダウンロードしたりすることができ、民間との連携によって、登録した人は現地で

の優待特典も得られる。他にも広大な観光圏を有する北海道など、行きたい観光スポットをク

リックして選択していけば、効率よく回れるその人向けのコース例をホームページ上で自動的

に組み立て、提供してくれるシステムを持つ自治体も増えた。 

  インターネットの観光ホームページは、これから現地に旅行しようと考えている人向けの、
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言ってみれば｢発地情報｣である。モバイルメディアに発信される情報なら現地で取得できるが、

画面の制約もあってコンテンツは限られる。ゆったり滞在し、歩いて観光してもらうためには、

「着地情報」としての紙の観光マップがやはり必要になろう。都道府県（市）による紙の観光

マップの先進事例は、例えば次のような切り口で編集されている。 

  

・古街道の再発見や新しいストーリーで市町村をつなぐ。 

   古街道を見直したり、新しく魅力的なテーマを設定したりして鉄道の沿線に当たる「観

光街道」を設定し、観光圏をつないで、それぞれのエリアを｢駅周辺｣に見立てた観光マッ

プや観光情報を掲載する。（岐阜県の「美濃ミュージアム街道」など。） 

・自治体の枠を超えてテーマのある広域観光を提案する。 

   広域の都道府県市が手を結び、従来の協議会とは一歩進んだ方法で物語性のある広域観

光マップを作成したり、新しい個人（グループ）向け旅行コースを提案したりする。（島

根・鳥取県の「神々のふるさと山陰マップ」、首都圏八都県市「船出プロジェクト」など。） 

・ターゲットを絞り、読み物としても面白い冊子を編集する。 

   マーケットの主役である中高年旅行者などに思い切ってターゲットを絞り込み、読み物

としても充実した冊子を編集して、観光客の来訪を促進すると同時に、現地でも役立つマ

ップとする。（長野県の「さわやか信州大人の小径」など。） 

・若者にも好評の「まち歩きツール」として編集する。 

   グルメ、ショッピングなどのコンテンツを積極的に取り入れ、優待特典が充実したハン

ドブック形式にしたり、音声メディアと組み合わせたりして、まち歩きの楽しみを提案す

る。（札幌市観光マップ、大阪市「大阪まちあるき」など。） 

・多言語マップで外国人観光客の移動をサポートする。 

英・中・ハングル・仏・伊など多国語の観光マップを取り揃えて問い合わせに応じて発

送したり、道の駅に設置・掲示したりして、外客の移動を助ける。（北海道の観光マップ郵

送システム、宮城県の多国語マップ立看板など。） 

・多様な人々が紙面に登場し、現地の「もてなし」を伝える。 

    各地で活躍する観光ボランティアガイドをはじめ、郷土史家や名物おかみ、市町村の観

光担当などのキーパーソンが、紙面で地元の良さやおすすめの観光コースを紹介し、身近

なおもてなしの心を伝える。（「地元市民がおすすめする厳選14コース」（札幌市）など。） 

 

  次節では、全国の先進事例の中から代表的な事例をピックアップし、詳細を紹介する。 

 



 

  14 

 

 

事例２－１ 地元市民がおすすめする厳選14コース（札幌市） 

 

①事業の趣旨； 

来客 2,000 万人を目標に平成 15 年度から展開されている「集客交流・シティＰＲキャンペ

ーン事業」の一環として、札幌での滞在を観光客に楽しんでいただくことを目的に作成された、

数時間で回れるおすすめの札幌散策コースガイド。市民 12 人の委員で構成される「集客交流

アイデア会議」で提案された11種類の散策コースと、平成15年度に実施した「さっぽろ観光

おすすめコースコンテスト」で大賞となった3コースが、それぞれミニパンフレットに編集さ

れている。 

②マップの特徴、体裁； 

  北大、羊が丘展望台、モエレ沼公園など2～6時間で回れるモデルコースを14コース提案。

それぞれプランニングした市民の名前で発表され、「路面電車ぶらり 1 日コース」や、定山渓

温泉に行く途中に果物狩りを楽しむ「定山渓温泉で安らぐコース」など、地元市民ならではの

コース内容となっている。各コース1部ずつ色違いで、A4サイズを三ツ折にした大きさで作成

されており、イラストや似顔絵入りの親しみやすいデザインになっている。 

③主なコンテンツ； 

  コースイラストマップ、立ち寄りスポット（名所旧跡、施設、景観、名店等）、経路、所要時

間、現地までの交通手段（切符情報）、推薦者の似顔絵とプロフィール、コメントなど。 

④制作時期・期間； 

2005（平成17）年3月に初版、2006（平成18）年9月に第2版を発行。2008（平成20）年

度には2時間のコースマップを作る予定。当初の制作期間は約4ヶ月かかった。 

⑤制作主体； 

制作者は集客交流アイデア会議委員とおすすめコースコンテスト大賞受賞者で、札幌市観光

企画課が監修。コンテンツの作成は内部で行い、リーフレットの具体的な制作は外注した。 

⑥配布部数と配布方法； 

平成17年度42万部、18年度28万部発行。 

  配布場所は市役所観光企画課、市内の観光案内所の他、市内のホテル等に設置。 

⑦広報・ホームページ；http://www.welcome.city.sapporo.jp/feature/sansaku/index.html 

市の観光ホームページ「ようこそ札幌」から、すべてのコースのリーフレットが表裏両面と

もダウンロードできる。画像はgif形式のため、特別なソフトが不要で閲覧しやすい。 

⑧利用者の反応； 

  新聞紙上でも紹介され、とても評判が良かった。 

⑨制作費； 

  各年度300万円程度。 

⑩その他； 

  中央区では、やはり市民から寄せられた情報をベースに市電の会が企画・編集した「市電沿

線ぶらりまちあるきマップ」を発行。市電沿線の歴史探訪や季節ごとのまちの魅力に触れられ

るよう第 1 号から第 7 号までの分冊形式で、各号 10,000 冊に限定して観光案内所で配布、ホ

ームページにもアップロードしている（pdfファイル）。 
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事例２－２ 信州町歩きガイド「大人の小径」（社団法人信州・長野県観光協会） 

 

①事業の趣旨； 

中高年観光客にターゲットを絞り、信州をもっと楽しんでリピーターになってもらうために

企画された。2～3時間ゆっくり歩いて回れる散歩コースの中で、中高年世代の関心の高い温泉

や食、史跡などをクローズアップした。 

②マップの特徴； 

全県を12のエリアに分けて情報をまとめ、散歩コースをエリアごとに2～3コースずつ提案。

情緒溢れる城下町、往時を偲ぶ宿場、歴史と文化に触れる町なか、爽やかな高原、アートを巡

る散歩道、温泉や人々とのふれあいなど、バリエーションに富んだ小径が設定されている。 

③主なコンテンツと体裁； 

  全エリア交通図、エリアごとの特色説明、現地までの径路（車で移動する場合の距離・時間）、

コース例、コースイラストマップとともに、立ち寄りスポット（温泉、名所旧跡、文化施設、

味覚・名産等）を丁寧な解説と共に紹介している。A5 版 70 ページオールカラー、上質紙系の

軽い用紙を使ったハンディなミニブック。表紙には伝統工芸品・信州上田紬をアレンジしてい

る。 

④制作時期・期間； 

2003（平成15）年にスタートし、2年に1回更新している。最初の企画から発行までは半年

以上を要した。 

⑤制作主体； 

（社）信州・長野県観光協会が単独で企画制作したが、コース選定にあたっては専門家や市

町村の智恵を借り、写真についても市町村の協力を得た。コンテンツは内部で作ったが、具体

的なデザイン段階から印刷会社に発注している。 

⑥配布部数と配布方法； 

初年度に3万部作成、合計10万部程度。 

  観光協会、東京・名古屋・大阪の観光情報センターの他、県の物産展等イベント会場でも配

布した。 

⑦広報・ホームページ；http://www.nagano-tabi.net/sc/komichi/ 

長野県公式ウェブサイト「さわやか信州旅.net」に、観光コース情報として掲載。冊子の内

容をコンテンツはそのままウェブ用に編集し直して、独立したホームページコンテンツとして

提供している。 

⑧利用者の反応； 

  好評であり増刷した。 

⑨制作費； 

  当初の制作費は、トータルで4～5百万円（約３万部発行）。 

⑩その他； 

  先行して旅行代理店（近畿日本ツーリスト）が大人の小径を商品化しており、マップを作成

する際に一部参考にした。 
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事例２－３ 美濃ミュージアム街道ガイドマップ（岐阜県） 

 

①事業の趣旨； 

岐阜県では美濃地域の観光振興施策の一つとして、各地域の観光資源を有機的に結びつけ、

連携をはかって情報発信、誘客活動を行うことを目的として、平成 16 年 1 月に「美濃ミュー

ジアム街道協議会」を立ち上げ、協議会の趣旨に賛同して参加している東海環状自動車道沿線

に点在する芸術、文化、歴史、自然などをテーマとしたミュージアム施設、市町村及び県観光

連盟と協働して事業を実施している。平成 19 年度には「美濃ミュージアム街道めぐりスタン

プラリー」、「美濃ミュージアム街道体験バスツアー」を実施するなど、県の観光キャンペーン

等と協力して観光ＰＲにつとめており、マップはその重要なツールである。 

②マップの特徴； 

「―あなたの好奇心を、かりたてる道―美濃ミュージアム街道ガイドブック」として、西濃、

岐阜・中濃・東濃西、東濃の3エリア、65の施設とイベントカレンダーを紹介。編集にあたっ

ては各施設の基本的な情報と画像を掲載することとし、県内だけでなく近隣県からのアクセス

をわかりやすくするよう努めた。 

③主なコンテンツと体裁； 

  ミュージアム街道概要、施設と道の駅・鉄道・道路を網羅したエリアマップ、各施設のおす

すめポイントおよび基本情報・周辺拡大地図・近隣施設への経路と時間、イベントカレンダー。

地図は国土地理院発行の20万分の1地勢図を調整使用した。A4版の縦半分のサイズで77ペー

ジまであり、写真の再現が良い塗工紙を使用している。 

④制作時期・期間； 

2007（平成19）年3月1日初版発行、同7月17日第2版発行。 

⑤制作主体； 

美濃ミュージアム街道協議会（岐阜県産業労働部観光交流課内）の発行。制作にあたっては

企画コンペを実施して、委託先を決定した。写真等のデータについては、基本的に参加する各

施設から提供されるものとした。 

⑥配布部数と配布方法； 

各施設及び県内の道の駅に設置している他、近隣県にて行う観光キャンペーン等で配布して

いる。現在までに約6万部配布。 

⑦広報・ホームページ；http://www.mino-museum.st/index.html 

県のポータルサイトから観光サイトを経由し、美濃ミュージアム街道にリンクしている。ホ

ームページと印刷媒体のコンテンツは基本的に同じだが、全体マップ（英語版／日本語版）、

施設検索、施設一覧、イベント情報、キャンペーン情報が独自に編集されている。 

ホームページの作成、維持管理については外部に委託し、事務局及び各施設からリモートメン

テナンス（コンテンツの更新）機能を設けている。 

⑧利用者の反応； 

  利用者からは施設が豊富に紹介されているなどの評価がある。 

⑨制作費；― 

⑩その他； 

  キャンペーンでは美濃ミュージアム街道めぐりスタンプラリー等を実施。 
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事例２－４ 「大阪まちあるき」（財団法人大阪観光コンベンション協会・大阪市） 

 

①事業の趣旨； 

大阪の多彩な歴史的・文化的資源や、まだ観光資源として広く認知・活用されていないさまざま

な資源を組み合わせた観光ルートを提案することによって、大阪の魅力を再発見してもらう。 

②マップの特徴； 

大阪の歴史や文化はもちろん、食や上方芸能などを組み合わせた観光ルートを設定。観光ル

ートには音声ガイドが用意されており、コースごとにマップを見ながら、テーマとストーリー

性を持たせた音声ガイドを聞きながらウォーキングを楽しめる。コースには「上方落語の舞台

を歩く」「真田幸村と大坂の陣」「レトロ浪漫中之島タイムトラベル」「文明開花幕末維新人物

伝」の4つが個人向けの「音声ガイドウォーキング」として常設されている。 

③主なコンテンツと体裁； 

  コースごとのガイドはA4サイズのチラシ（表裏または4ページ）で、ルート紹介、詳細マッ

プ、観光スポットガイド、音声ガイドの出演者（落語家、タレント）紹介などで構成。マップ

は駅名、通り名、ランドマークとなる施設を入れた詳細地図である。 

④制作時期・期間； 

2006（平成 18）年に 2 コース、2007（同 19）年に 2 コースを整備した。着手から最初の実

施までは約半年で、マップの制作と平行して音声ガイドの制作を進行した。 

⑤制作主体； 

大阪観光コンベンション協会（大阪コンベンション・ビューロー、大阪観光協会、大阪府観光

連盟の三者が一体となった組織）と大阪市ゆとりとみどり振興局が共同で事業化した。当初は同

協会のコーディネーターの一人である放送作家の持ち込みによるアイデアで、原案づくりにも

共に関わってもらった。時代考証やコースマップ、掲載コンテンツの検証については、大阪市

の学芸員や大学教授が監修している。 

⑥配布部数と配布方法； 

コースマップと総合パンフを合計13万部印刷した。設置場所は市内の観光案内所ならびに、

駅置きが中心。ＪＲと協力関係があり、ＪＲの駅置き媒体にも掲載してもらっている。 

⑦広報・ホームページ；http://www.osaka-info.jp/machiaruki/ 

協会ホームページ、大阪市からのプレスリリース、ＪＲの媒体などで広報。ホームページか

らはマップ（pdf ファイル）とともに、音声ガイドを自分のオーディオプレイヤーにダウンロ

ードできる。またオーディオプレイヤーを持っていない人のために、大阪市ビジターズインフ

ォメーションセンターで携帯デジタル音楽プレーヤーをマップと共に貸し出している。 

⑧利用者の反応； 

  音声ガイド機器レンタル数は約 700 件、ダウンロード数は「文明開花幕末維新人物伝」360

件、「上方落語の舞台を歩く」21,221件、「真田幸村と大坂の陣」75,269件、「中之島浪漫タイ

ムトラベル」48,096件。ダウンロードの利用者層は10代までが1％、20代が9％、30代が16％、

40代が19％、50代が24％、60代が20％、70代以上が8％となっている。利用者からは、「今

まで知らなかった場所や歴史を見直しながら歩き楽しかった」、「地図で音声とあわせて歩ける

ので楽しく便利」といった評価と共に、「地図にもう少し目印がほしい」という評価もあった。 

⑨制作費； 

  音声ガイドも含めて約600万円。 

⑩その他； 

団体向けに直接ガイドが案内する特選コースも単発で実施している。 



 

  18 

 

 

事例２－５ 紀伊万葉ガイドブック、和歌山県街道マップ（和歌山県・和歌山県観光連盟） 

 

①事業の趣旨； 

和歌山県では、一人でも多くの人に古代の道のロマンに触れ、便利で快適な散策を楽しんで

もらうためのさまざまなウォーキングマップを作成しており、「紀伊万葉ガイドブック」と「和

歌山県街道マップ」はその代表的なものである。 

②マップの特徴； 

［紀伊万葉ガイドブック］県内に点在する万葉ゆかりの地を「紀伊万葉」として、観光素材の

ひとつとして PR し、周辺観光地と併せて誘客をはかろうという「万葉のふるさとづくり」事

業の中に位置づけられたもので、県内の万葉ゆかりの地を「加太」「和歌浦」など10エリアに

分けて紹介。万葉キーポイントをウォーキングマップと共に掲載するとともに、紀伊国を題材

に詠まれた102首を現代語訳付きで紹介している。 

［和歌山県街道マップ（全 8 巻）］熊野古道や高野町石道に代表される和歌山県の古道を、多

くの人々に触れて歩いていただくことを目的に、専門的・学術的な観点からではなく、分かり

やすく歩きやすい情報（距離、歩行時間、地形など）とともに紹介したウォーキングマップ。 

③主なコンテンツと体裁； 

［紀伊万葉ガイドブック］万葉ゆかりの地を 10 のエリアに分け、全体マップや万葉の歌など

と共に紹介。各エリアは見開き2ページで、駅やバス停からのアクセス、歌碑・史跡、分岐点

や道標など歩くための情報をスポットしたコースマップを掲載。美しい写真やイラスト入りで

紀伊万葉の魅力を伝える。版型は約12×26センチ縦長・41ページ。オールカラー。 

［和歌山県街道マップ］ 紀州路を歩いて楽しむための情報を、代表的な古道を8冊に分けて

編集。1 冊に数時間で歩けるコース 4 通りが収録され、それぞれのルートのスタート時点まで

とゴール地点からの交通、標準の歩行記録、沿道の花暦が紹介されている。マップには町石、

トイレ、休憩所、見晴らしポイントや朝日夕日100選などのスポットと共に道の高低の様子な

どが細かに記載され、見ながら歩くガイドマップとして役立つ編集になっている。A4変形サイ

ズ（正方形）・12ページ、配布時は縦2つ折。各巻表紙別色でオールカラー。 

④制作時期・期間； 

紀伊万葉ガイドブックは2006（平成18）年度、和歌山県街道マップは2004（平成16）年度

の作成（更新版あり）。 

⑤制作主体； 

和歌山県ならびに（社）和歌山県観光連盟。どちらも有識者の監修のもとに作成している。 

⑥配布部数と配布方法； 

県ならびに市町村観光担当課、道の駅、イベント配布、県外送付など。紀伊万葉ガイドブッ

クは5万部制作。 

⑦広報・ホームページ；http://kanko.wiwi.co.jp/ 

どちらもホームページ用に編集され、閲覧・検索するとともに、リーフレットのページをpdf

ファイルでダウンロードできる。 

⑧利用者の反応； 

  現地でしか分からない細かな情報が掲載され、歩くのに便利だと評価されている。 

⑨制作費；― 

⑩その他； 

和歌山県街道マップと連動する形で、話し言葉で街道の魅力を伝える小冊子「紀州語り部の

旅」が5巻発行されている。 
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事例２－６ 「広島県観光案内マップ」（広島県） 

 

①事業の趣旨； 

主として広島県外向け観光宣伝パンフレットとして、県内の観光資源を魅力的に紹介する。 

②マップの特徴； 

広島県の魅力、イメージを豊富な写真や情報でアピールするとともに、文字の大きさや色、

アイコンを用いた地図表現など、見やすく使いやすいデザインを取り入れている。表紙は広島

らしさを表わしたものとし、観光資源の紹介は県内全域をアピールできるよう、地域バランス

に配慮しつつ、県外にも魅力が伝わるようなコンテンツを選択している。（以上のような点を

ポイントに、コンペによって企画・デザインを選択した。） 

③主なコンテンツと体裁； 

  地図面（中面）には、県全域の詳細な観光地図とともに、JR・主要高速道路・航路・空路な

ど周辺主要都市からの交通網、パーキングエリアや道の駅など道の拠点とホスピタリー施設を

掲載。情報面（外面）には、花、紅葉、スキー、絶景ポイントなどを切り口にした広島の四季

を楽しめるエリア・スポット情報、イベント情報、特産物マップ「旨いもの図鑑」などの構成

で、安芸・芸北・備後・備北各エリアの観光情報を均等なバランスで紹介。主要駅や観光地間

の距離・時間もマップで示されている。 

  マップはA1版4色カラー。地図面を中にA4縦長に織り畳んだものだが、情報面の表面と裏

面がそれぞれ折り本のように読める仕様になっており、使いやすい。   

④制作時期・期間； 

コンペ提出が2008（平成20）年2月13日、納入が同3月25日。 

⑤制作主体； 

広島県（商工労働部観光課）、編集は外部に委託。 

⑥配布部数と配布方法； 

5万部以上。観光案内所や観光地、県外からの注文などで配布。 

⑦広報・ホームページ；http://www.kankou.pref.hiroshima.jp/ 

広島県観光ホームページに掲載、ダウンロード可能。 

⑧利用者の反応；― 

⑨制作費； 

  予算額249万円以内。 

⑩その他； 

広島県ホームページでは別途電子地図システムで観光マップを掲載し、全エリアから小エリ

アへ、該当地域の散策マップへと拡大しながら閲覧、必要なpdfファイルをダウンロードでき

るようになっている。また県（社団法人広島県観光連盟）の季刊観光誌「i ひろしま」では、

QRコードで掲載観光スポット（公共施設、公園等）への地図を携帯端末に表示できる。 
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事例２－７ さぬきオリジナル観光地図（香川県・社団法人香川県観光協会） 

 

①事業の趣旨； 

香川に行こうと決めた人が見る「着地情報」として制作。香川の風土、食文化、伝統工芸を

バランスよく配置した。 

②マップの特徴； 

「うどんだけやないで！」をキャッチフレーズに、大判に写真を思い切って配したインパク

トの高いマップである。言語は日本語以外に英語、台湾語、ハングル語に対応。 

③主なコンテンツと体裁； 

見開きで新旧の名所と食文化をクローズアップして紹介し、更に開くと、厳選名所旧跡、自

然＆ファミリースポット、リゾート＆アイランドスポットの3つのテーマで見所を紹介。裏表

紙には交通などの基本情報を掲載している。中面の全県マップは国土地理院の地図をベースに

して観光スポットや主な施設を掲載し、県周辺マップ、区間距離図、高松市街図を併載。コン

テンツの選択にあたっては特定の地域の情報に偏らないようにバランスを考慮した。体裁は 

8つに折ってA4サイズで、両面カラー（色の見分けのつきにくい人に配慮したデザイン）。 

④制作時期・期間； 

  最新版は2007（平成19）年10月発行。 

⑤制作主体； 

県（観光協会）主導で制作。 

⑥配布部数と配布方法； 

年間60万部制作。単価の関係で、大量配布を想定した簡易版を別に10万部作成している。  

 配布場所は主に県内のガソリンスタンド100店舗に置き、主に県外客に配布。ガソリンスタン

ドはミニ観光案内所として位置付けている。その他、県外の旅行者・旅行会社からの依頼があ

れば郵送。首都圏に19店舗ある「さぬき大使館」にも設置している。 

⑦広報・ホームページ；http://www.21kagawa.com/navi/area.php 

  ホームページでは別途エリアから観光地を検索できるシステムになっており、観光地図のア

ップロードは行っていない。 

⑧利用者の反応；― 

⑨制作費； 

  印刷部数に応じて、単価35円～45円／部。 

⑩その他； 

 県のもてなしのシンボルキャラクター「親切な青鬼くん」をアイキャッチにしている。 
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事例２－８ 香川県テーママップ（社団法人香川県観光協会） 

 

①事業の趣旨； 

香川の食文化の代表であるさぬきうどんをはじめとして、瀬戸内海の新鮮な魚、中讃地域を

中心に店が多い骨付鳥に焦点をあて情報を発信することで、香川県の知名度アップによる県外

観光客の誘致を図る。 

②マップの特徴； 

マップは「さぬきうどん百店満点」、「魚っとするＭＡＰ」、「骨付き鳥旨い店ＭＡＰ」の3種

類。すべて分かりやすいマップ（広域と付近詳細）付で、エリアや店のタイプ、利用目的など

の観点から、一律になりがちな店情報が分かりやすく編集・紹介されている。うどんの基礎知

識や季節の魚などの記事、エッセイ、楽しいイラストや写真も同時に掲載。 

③主なコンテンツと体裁； 

 さぬきうどん100店、魚料理80店、骨付鳥44店の基本情報・店の概要・メニューに、近隣

の目印となる施設や道筋を示したマップを添えて紹介。店はエリアや目的で区分けされ、タイ

プ（例えばうどんならセルフタイプ、一般など）が凡例マークで示されている。広域マップに

は店の位置のみならず観光スポットも写真入りで紹介。県観光の基本情報が巻末に掲載されて

いるほか、3 種類のリーフレットそれぞれに多様なコラム（食材の知恵、食のエッセイ、雑学

など）が入っている。サイズはどれもA4縦半分×16ページの折り本（オールカラー）。 

④制作時期・期間； 

  「魚っとするＭＡＰ」が2005（平成17）年10月、「骨付き鳥旨い店ＭＡＰ」が2006（同18）

年11月、「さぬきうどん百店満点」（最新版）が2007（同19）年5月の発行。 

⑤制作主体； 

社団法人香川県観光協会。具体的な編集・印刷は地元の制作会社等に発注した。 

⑥配布部数と配布方法； 

「魚っとするＭＡＰ」2万部、「骨付き鳥旨い店ＭＡＰ」2万部作成。観光案内所や関連施設

などで配布している。 

⑦広報・ホームページ；http://www.21kagawa.com/ 

  3種類とも観光協会のホームページに掲載。コンテンツは同じだが、店情報はエリア、予算、

店のタイプ、利用目的、観光地からの時間等で検索できるようになっており、タイムリーな情

報を付加してホームページ用に再編集した。一部モバイル版でも公開されている。 

⑧利用者の反応； 

  特にうどんは全体地図、周辺地図、うどんの店のタイプ分けもあり好評である。 

⑨制作費； 

  「魚っとするＭＡＰ」約140万円、「骨付鳥旨い店ＭＡＰ」約250万円。 

⑩その他； 

 店の選択基準は、「うどん」については県内 783 店のうどん店の店長に自店以外のお勧めの

店に関するアンケートを実施した結果や、制作委託業者のノウハウを利用して選定。「魚」に

ついては、瀬戸内海の旬の新鮮な地魚を使った料理を出している店ということで、うどんほど

店数が多くないため、宿泊者のアンケート結果、企業支店長などで構成する「香るさかなの会」、

県飲食業生活衛生同業組合の意見、制作委託業者のノウハウを利用して選定した。「骨付鶏」

についても店数は同様のため、関係組合へのアンケート結果および当該店長の店をマップに掲

載することについての希望の有無を考慮の上選定した。
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第４章 奈良県への応用（事例からの提案） 

 

 

  ここでは全国の先進事例を基に、奈良県における沿線紹介型の観光マップをどのような趣旨

とコンセプトのもとに作成し、具体的にはどのような体裁や制作方法を採ることが有効かにつ

いて、具体的な検討ポイントを提示したい。 

①テーマとコンセプトについて 

  マップの制作に当たって最初に明確にする必要があるのは、現地に来てもらうための、ある

いは現地に行くまでに事前に調べる情報（発地情報）なのか、現地で観光をより楽しんでもら

うための、あるいは現地をより便利に移動するための情報（着地情報）なのか、その双方の役

割を備えるのかという点である。例えば、政令指定都市の地下鉄沿線情報は、乗客対策という

点で着地情報としての性格がメインであるが、県の場合は必ずしも着地情報だけでは十分とは

言えない。先進事例の多くは、全県マップで全域の魅力を伝えると同時に、観光圏それぞれの

散策ルートを紹介し、まず県に来てもらい、その上で観光圏をゆっくり楽しんでもらう構成を

とっている。具体的には、街道、歴史・アート、名産・グルメといった独自のテーマのもとに

観光マップを編集し、市町村が広域的に連携して周遊性を高めているほか、都道府県を越えて

連携し、｢神々のふるさと（山陰）｣といったような新たな共通のテーマを見出して、より広域

の周遊を促す観光マップを作成している例もある。奈良県においても、県の有するさまざまな

魅力のうち、何をテーマに観光圏をつなぎ、どんな周遊のストーリーを作ってマップを編集す

るかが大切なポイントになると思われる。 

   

②掲載内容について 

  マップを持参して現実に歩いてもらうためには、駅やバス停からの経路やランドマークにな

る施設、地形、所要時間等を分かりやすく標示することが必要である。それだけでも便利な地

図にはなるが、先進事例では、その中に手書きで口コミ的な情報を書き込んだり、見る・味わ

う・買うスポットを加えたり、推薦コースを提案したりすることによって、オリジナルなマッ

プづくりに成功している。付加する情報は、歩く場所が都市部であればタウン誌的なコンテン

ツが豊富であろうし、自然の中であれば、休憩所やみやげ店、携帯電話の入る場所などの明示、

地形情報などが中心になるだろう。公衆トイレや駐車場、エレベーター等の情報はもちろん不

可欠である。必ずしも全県同じバランスで揃える必要はないと思われるが、現在都市部以外の

マップには、どの事例でも若い世代に魅力的な情報が少なくなりがちなため、全世代に向けた

情報内容の検討が必要である。 

 

③情報の形態について 

  前掲の意識調査でも分かるように、旅行の情報を得るためのインターネットとパンフレット、

ガイドブックの需要はほぼ同程度である。現地に来てもらうための情報や東京メトロのような
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限られた範囲の「おでかけ情報」なら、インターネットやモバイルメディアのみで良いかも知

れないが、現地で提供するマップでは、やはり紙媒体が好評である。その体裁については、手

軽に持ち歩けるという点では小型のブック型が使いやすいが、全体を広げて見たいという声も

多く、大型地図の需要は依然として高い。デザイン面では、地図として見やすい配色、アイコ

ン、文字の配置はもちろん、小さいエリアならイラストで親近感を演出したり、キャラクター

を入れたり、県のシンボルを添えたりといった演出が見られる。京都市交通局のように、冊子

とエリア用の1枚ものを同時に発行するのも良い方法と思われる。インターネットと紙媒体を

リンクする場合、印刷原稿をpdfファイルにする方法が最も手軽で一般的だが、実際に印刷す

るためには相応のハードとソフトが必要で、必ずしも見やすいとは限らない。先進事例では、

pdf ファイルだけでなく、冊子の内容をホームページ用に再編集したり、独自の検索システム

に変えて提供したりしているケースも多く、検討が必要である。 

  また、海外からの観光客を迎えるにあたっては、多国語による情報提供が欠かせない。来日

前に十分情報収集できたとしても、歩いて楽しむ観光には現地の詳細なマップが必要となろう。

アジアはもちろんのこと、どのような言語圏の人々が奈良を来訪し、どんな言語のニーズが高

いのか、実際に把握して多国語の観光マップを作成することで、観光圏全体で外国人観光客を

もてなす環境を整備したい。 

  

④制作主体について 

 観光マップは都道府県が企画し、主に社団法人の立場である観光協会（または連盟、コンベ

ンション協会等）が制作発行している。具体的な作業は外注することが多く、規模が大きい場

合は企画内容を含めたコンペ、あるいは制作費をメインにしたコンペを導入している。市町村

の観光部門とは写真の貸借等を通じて連携がとられており、地元の観光産業の組合や旅行会社、

情報会社と連携する場合もある。なお近年、前述のように観光をテーマにした地域の連携が進

み、広域圏で観光マップを制作するケースが増えると共に、県内の観光圏が別々に観光マップ

を作成しながら、デザインを統一して県としての発信力を持たせている事例もある。このよう

なケースでは写真の貸借に止まらない県と市町村の協力関係や、制作主体としての協議会の結

成などが必要になろう。 

外部のキーパーソンとしては、歴史や文化の専門知識を持った有識者が監修したり、地元の

観光ガイドや語り部、名人などがコメントを寄せたり、ユニークなケースでは大学で観光を専

攻する学生が市町村の観光マップづくりに加わった例もある。また、住民や観光客の口コミ情

報、投稿写真、観光アイデアコンテストなどもマップの素材になっている。多様な人々が制作

過程に加わることにより、地元を理解し、もてなしの心を育てていく効果が同時に期待される。 

 

⑤予算、部数、配布方法について 

 

事例に挙げた観光マップは数百万円の予算を想定して作成されているものが多く、部数は数

万部～数十万部であった。テーマを絞ったマップは比較的部数が少なく、総合的なものほど部

数が多い。単価は1枚もので30円～50円、冊子では100 円を越えるものもあるが、部数やペ
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ージ数、外部委託の場合は広告の量によっても異なるため、一概には言えない。ほとんどのマ

ップは無料で配布され、観光案内所や道の駅に置かれたり、県内外の観光イベントで配られた

り、問い合わせに答えて個人に郵送されている。沿線観光マップの場合、駅での乗降客数が部

数決定の1つの手がかりになると思われる。 

観光マップの配布先については、従来の観光案内所や市町村窓口、道の駅などと共に、すべ

ての掲載店に設置する、ガソリンスタンドやコンビニエンスストアをミニ観光案内所として設

置するなどの事例がある。ホームページを通じた申し込みも含めて、配布の方法については十

分な検討を行いたい。 

 

⑥民間との関係について 

 

  歩いて楽しいマップづくりのためには、グルメ、ショッピング、遊びなど、民間の情報が欠

かせない。またランドマークになる施設・店舗の情報が多ければ多いほど、地図は現実に使え

るものになる。これまで自治体が民間の情報を取り上げる場合、公平性の観点から難しいケー

スが多かったが、今回事例調査をした中では、一定の基準を満たしさえすれば比較的柔軟に選

択するケースが目立った。最も多かったのは「地元の観光に貢献している」という基準で、観

光協会に所属しているなどの明確な線引きはもちろん、観光客にも市民にも認知されていると

独自に評価するケース、同業者間のアンケートで決めるケースなど選択の幅は広かった。制作

を民間に委託した場合は、広告料や優待特典を出してもらえるか否かを含めて受託者に選択を

任せ、自治体側は確認のみを行っている。なおインターネットの場合、「地図丸くん」などの

電子地図情報サービスや、グルメサーチのような検索エンジンとリンクしている自治体が多く、

外部リンクになるため、問題になることはほとんどない。 

  民間との競合に関しては、常に最新のタウン情報を提供している民間媒体とは立場が違うと

いう見方が一般的であり、事例調査の中ではとくに摩擦が起こっているケースはないようだ。

奈良県の場合、沿線の観光情報に関しては、JR西日本や近鉄電車がそれぞれの駅周辺マップを

配布したり、ウォーキングコースの提案をしたりしている。県独自の観光マップ制作に加えて、

市町村によるもの、民間によるものを含めて、奈良県の観光マップを一覧して選択できるよう

な情報があれば、観光客にとって便利であろう。 
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資料編（図版） 

 

事例１－１ 地下鉄沿線エリアマップ（京都市交通局） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

（左）エリア地図面。駅からの推薦散歩コースを赤で示し、ランドマ
ーク、ホテル、観光協会加盟店等をアイコンの色を分けて掲載してい
る。下はバス停の案内。 
（右）情報面。地図と見開きでお勧めスポットを紹介（右中は優待付
店舗）。下半分は英語表記になっている。 
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事例１－２ 東京メトロ「Let’s Enjoy TOKYO」（東京地下鉄株式会社） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（上）「東京メトロガイド」（4 ヶ国語による路線図、乗車
ガイド）と、「東京メトロナビ」（日本語）の中面。東京メ
トロナビは主要駅構内図と周辺拡大図、東京の主なエリア
の詳細マップを掲載している。 
（下左）ホームページで提供される駅周辺詳細図。 
（下右）観光ガイドを主にした「東京メトロニュース」と
メトロ情報を主にした「東京メトロインフォ」を 1 冊（両
開き）で発行。 
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事例２－１ 地元市民がおすすめする厳選14コース（札幌市） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

三ッ折の表面（上）ではスタ
ートからの道筋と観光スポッ
トを、推薦コメント、所要時
間付きで紹介。 
裏面（下）では、主な施設の
利用案内、広域図等を掲載し
ている。 
コースは 14種類 14色。 
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事例２－２ 信州町歩きガイド「大人の小径」（社団法人信州・長野県観光協会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一つのエリアに数コースずつ設定された散歩道は、歩くのに適した、道筋と曲が
り角がよく分かるイラストマップ付で紹介。 
観光スポットは多くはないが、温泉や文化財、グルメなど大人の観光に適したと
ころが丁寧に解説されている。 
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事例２－３ 美濃ミュージアム街道ガイドマップ（岐阜県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体図と 6 つのエリアマップで県内の移動を把握しても
らった後、エリアごとに下記のスタイルでミュージアム
を紹介。データは、所在エリア、施設番号・施設名、エ
リアマップ内での位置、バリアフリー情報、施設写真、
施設紹介、施設データ、周辺施設情報、施設周辺詳細図
に項目を統一して表記している。 
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事例２－４ 「大阪まちあるき」（財団法人大阪観光コンベンション協会・大阪市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（左）全体パンフレット表紙。右下部分に
は携帯デジタル音楽プレーヤー貸出し案
内がある。 
（下）中之島タイムトラベルコースは浜村
淳氏の解説。地図内のナンバーの付いた所
で音声ガイドが聞ける。下には年表、裏面
には観光スポットの詳細ガイドを掲載。 
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「紀伊万葉ガイドブック」。マップ中の緑の
線が万葉ルートで、万葉ポイントとその他の
ポイントを色別の印で表示。四角で囲まれた
コラムには、「小さい橋を渡る」等の歩き方
のポイントが書いてある。右図は所要時間。 

「和歌山県街道マップ」。上部に坂の様子が分
かるよう標高を掲載。地図には主要施設、案内
板、トイレ、休憩所、バス停などがアイコンで
示され、四角のコラム内には主要地点のより詳
細な地図（拡大見取図）が掲載してある。実際
は横長で、右の部分には宿情報等の「ひとくち
メモ」と、実際に歩いた標準歩行記録がある（別
途下に複写）。 
 

事例２－５ 紀伊万葉ガイドブック、和歌山県街道マップ（和歌山県・和歌山県観光連盟） 
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事例２－６ 「広島県観光案内マップ」（広島県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(左)マップ表紙と、四季のテーマで県内
各地を紹介した情報面のうちの「紅葉三
昧」。地域的な偏りが少ないよう編集さ
れている。 
（下）広島県の尾道市から愛媛県の今治
市までを県を越えて結ぶ「瀬戸内しまな
み海道」の見所も掲載されている。 
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事例２－７ さぬきオリジナル観光地図（香川県・社団法人香川県観光協会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A4 サイズでインパクトの高いデザインの観
光地図表紙（右）。 
情報面では、名所旧跡、歴史文化、自然＆フ
ァミリースポットなどの分類で県内各地の
見所が多彩に紹介されている。各スポットと
も主要なポイントからの行き方、所要時間が
入っている。 
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事例２－８ 香川県テーママップ（社団法人香川県観光協会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  

 

(右)３種類のマップ。「さぬきうどん百店満点」がも
っとも早く創刊された。 
(下) 「さぬきうどん百店満点」より、広域マップ面
と、店舗紹介面。マップには県の観光スポットも合
わせて掲載されている。店舗紹介は、｢製麺所タイ
プ｣「セルフ店タイプ」など店のタイプ別記号と、
店名、特長、基本情報、周辺地図、席数、価格例を
記載。 


