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（１）観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する基本的な方針 
 
 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の趣旨に従い、圏域

経済のあらゆる領域にわたって、その発展に寄与することができる観光の振興を図るた

め、福島市･相馬市･二本松市･伊達市の４つの地方公共団体、及びその市域にある民間事

業者が連携して観光圏を構成し、２泊３日以上の滞在の促進を図ることとします。 
 ２泊３日以上の滞在を促進するための素材として、「海から山までの豊かな自然」、そ

の自然に育まれた果物や海産物などの「食材」、花見山や菊人形に代表される「花」、温

泉法に示す１１種類の泉質のうち半分以

上の６種類がそろう「豊かな温泉」、農業、

漁業、ものづくりなどの「体験活動」が挙

げられます。これらの素材を生かして、自

然を基本とした「体験型観光の推進」を基

本的な方針の一つとします。 
また本観光圏においては、誰もが旅を楽

しむことができるようになるための、「ソ

フト事業の推進」を整備の基本的な方針と

します。これによって、団塊の世代とその

前後の世代の多くの方々に対して、旅がよ

り身近なものとなるとともに、障がい者や

高齢者と一緒に暮らす家族にとっても、家

族で訪れることができる魅力ある圏域と

して、将来にわたって認知されることが期

待されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

掲示用泉質名 温泉地名 
単純温泉 飯坂温泉 穴原温泉

土湯温泉  塩沢温泉

二酸化炭素泉 ― 
炭酸水素温泉 土湯温泉 
塩化物泉 ― 
硫酸塩泉 ― 
含鉄泉 土湯温泉 
含アルミニウム泉 土湯峠温泉 
含銅－鉄泉 ― 
硫黄泉 高湯温泉 土湯温泉

土湯峠温泉 
酸性泉 岳温泉 
放射能泉  
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来訪及び滞在の現状及び課題 
 
 本観光圏域は、東京から 250 キロ圏内にあり、圏域における大型輸送の拠点となる福

島市までは新幹線で約 90 分、東北自動車道路を経由しても約 150 分程度の距離であり

ます。そのため、これまでは単発での日帰り観光や、単発での１泊観光が多いという「弱

み」がありました。 
 海外からの観光客の入口となっている首都圏や、関西をはじめとする西日本から見る

と、東北の 100 万都市である仙台市を中心とした圏域や、戊辰戦争にゆかりのある会津

若松市を中心とした圏域、また、上杉の居城であった米沢市の手前にあり、それら東北

の観光地の入口として交通の要所であったにも関わらず、地域の特性を出すことができ

ないまま、近年は宿泊滞在者も減少してきました。 
 一方、今日の少子高齢社会では、高齢者の QOL（生活の質・人生の質）の向上が必要

とされています。そのためには体力のない高齢者をはじめ、体の不自由な方々が旅行を

楽しむことも大変重要です。また、それらの方々に加え、「障がい者自立支援法」の施行

以来、障がいを持つ方々の QOL の向上も強く求められています。 
 

 
本観光圏域では、全国旅館ホテル連合会との連携を図りながら、他地域に先んじてバ

リアフリー観光の推進に取り組んできました。首都圏からの距離、および東北への旅の

玄関口であるという本観光圏域は、障がい者や高齢者も訪れやすい観光圏であることか

ら、観光におけるバリアフリーの推進が求められています。また、近年海外からの観光

客の増加に伴い、外国からの観光客への案内表示等に対しても、言葉のバリアフリー等

も求められています。 
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観光圏としての基本的な取り組み、課題解決の方向性 
 
 本圏域を観光圏と

して整備するに当た

っては、２泊３日以上

の滞在はもとより、東

京から 250 キロ圏内

であり、１泊２日の滞

在エリアであること

を「強み」として活か

し、まるで故郷に帰省

するように、１泊２日

で年間２回の２泊４

日、年間３回の３泊６

日以上となる、年間数

回の再訪にも対応可

能なエリアとして整

備します。 
そのために、四季折々の自然のほか、「剪定」「摘

てき

蕾
らい

（実を大きくするために、余分な

蕾を摘む作業）」「摘果（実った果実を摘む作業）」と、年間数回にわたり直接作業のある

果樹、「給餌」「大挽き（蚕が繭を作る準備の作業）」「繭掻き（繭を集める作業）」と、同

じく年間数回にわたり直接作業のある養蚕等の「農業」や、相馬駒焼に代表される陶芸

のように「形作り」｢素焼き｣「絵付け」「本焼き」と、期間を置いて数回の直接作業のあ

る「ものづくり」などの体験を基本とします。 
バリアフリー観光を進める基本的な取り組みとしては、「人の優しさが伝わるソフト事

業」を核とし、障がいのある方にも高齢者の方にも楽しんでいただける体験型の観光資

源を整備して、観光関係者、農業関係者だけでなく、福祉サービスの提供者などとも連

携を取り、様々な領域における協働を実現することを基本方針とします。 
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地域としてのブランド戦略等の基本方針 
 
観光圏の「テーマ」、「ブランドネーム」、「キャッチフレーズ」 
 
本観光圏のテーマを「自然」と「人」に置き、ブランドネームを次のとおりとします。 

 
やさしさと自然の温もり ふくしま観光圏 

  
また、誘客に用いるキャッチフレーズとして、 
 

「ここでは、あなたを優しくする風に出逢えます」 
 

等のフレーズを用いることとします。 
 
 
観光圏の戦略的位置関係から 
 
 本観光圏域は、磐梯朝日国立公園、吾妻・安達太良山系の東側に広がる福島県中通り

県北地域の 3 市に、太平洋沿岸の相馬市を加えた４市で構成されています。 
主な滞在促進地区の所在地である福島

市を中心に考えた場合、標高 1600 メート

ルを越す磐梯朝日国立公園浄土平まで約1
時間、相馬市松川浦までもまた 1 時間とい

う絶好のロケーションにあり、県北地域の

3 市は、車で１時間以内の同一経済圏域に

あります。相馬市との間には阿武隈高地が

広がり、片道１時間の峠を越える行程が必

要ですが、物流の面からは、福島市内の３

温泉地、二本松市内の２温泉地のほか、県

北地域で消費される多くの海産物は相馬

市から移送されており、経済的な結びつき

は非常に強いものがあります。 
また、福島市、二本松市、伊達市は、ＪＲの各駅がＪＲ仙台支社の管轄であることに

対し、相馬市においては、市内の各駅がＪＲ水戸支社の管轄圏内であることからも分か

るように、関東圏との結びつきも強く、首都圏からの誘客に向けての広報ＰＲを強く期

待できる圏域であるほか、圏域全体として見た場合には、緑の中を走る「ＪＲ東北新幹

線」と海辺を走る「ＪＲ常磐線」、山並みが美しい「東北自動車道」と海の香りが漂う「常

磐自動車道」というように、首都圏からのアクセス（「道」）が複数用意できる「強み」

を持っています。 
いにしえの時代から「道」は、人を運び、心を運び、技術を運び、産物を運び、文化

を運んできました。本観光圏の圏域は、「山の道」「陸の道」「川の道」「海の道」が交差

するところにあたります。 
道にはいつも人が居て、旅する者を癒してきました。いにしえの時代から、道ととも

にあったのは人の優しさでした。 
 これらの特徴を活かし、海の幸、里（農）の幸、山の幸と、「道」に残る「人の優しさ」

を、本観光圏域のブランドとして検討するものです。 

伊達

福島

１時間

30分

30分

30分

二本松

浄土平

相馬
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 山の道 ･･･ 重い荷を背負い、匠の技を運び、神々への祈りを一歩一歩刻んだ道 

陸の道（街道） ･･･ 多くのいにしえ人が塩を運び、文化を運んだ道 
 川の道（舟運、供養） ･･･ 織女の想いを託した絹を舟に乗せて運んだ道 
               お盆にあわせて人の「情」が海へ向って流された道 
 海の道（海運） ･･･ 遠い国からの産物を運び、みちのくからの米を運び、 

民謡
う た

や民踊
お ど り

を運んだ道 
 
 
大きな自然に囲まれたみちのくへの旅の玄関口 
 
 また、旅は移ろい行くものの代表です。本観光圏はみちのくへの旅の玄関口に当たり

ます。「漂白の風に誘われ、みちのくへ移ろい行く」旅の入口として、同じく移ろい行く

「風」や「水」のイメージを、豊かな自然の代表として、地域ブランドに結び付けるこ

とも検討していきます。 
  
風 ･･･ 深い森のブナの木々を揺らす風 

     海岸に吹く海風 
     高原を吹き抜ける涼やかな風 
     果樹の木々にささやくやさしい風 
     青い空を吹き渡るさわやかな風 
     金色の稲穂を揺らす実りの風 
     紅葉した木々が震える木枯らし 

雪や氷の粒を強く吹き付ける吹雪の風 
     また、文化を運び交流を促す風 
 
 水 ･･･ 咲き誇る花々の花びらに光る朝露 

深い山に端を発する豊かな河川 
里の田に黄金色の実りをもたらす用水 

     塩の目に豊かな命を育む海の水 
     小さな生き物の命を支える湖沼群 
     山々を覆い尽した純白の雪から流れる雪解け水と伏流水 
     豊かな恵みとしての温泉 
     果実の中にたっぷりある甘い果汁もまた水 
 
 圏域を吹き渡る風と、圏域の恵みの水に育まれた「自然」「人」「風土」を観光圏のブ

ランドとして確立し、様々な物産や事業に対して、みちのくへの旅の玄関口となる本観

光圏のブランド「やさしさと自然の温もりふくしま観光圏」の名を冠するための各種施

策をスタートさせます。 
 
また、いにしえの時代から、本圏域を幾重にも交差する「道」とともにあった「人の

優しさ」を大切にし、バリアフリーツアーを推進し牽引する地域として、「人に優しい観

光地」であること自体がブランドになるように事業を推進します。 
地域住民の優しさの上に「来訪者一人ひとりを大切にするホスピタリティ」が支える

ソフト事業として、案内情報のバリアフリー、交通アクセスのバリアフリー、宿泊施設

のバリアフリー、宿泊施設におけるアメニティのバリアフリーなどのほか、来訪者を迎
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える地域住民、案内をするコンシェルジュのホスピタリティあふれる対応も、圏域を訪

れなければ味わうことができないブランドとして定着させていきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ブランドのイメージ 
 
ブランドの 人 … 「道を行く」来訪者の心を揺らす｢風の人｣、 

「道を来る」来訪者の心を潤す｢水の人｣ 
       風土… 「道」を吹き抜ける「風」に運ばれた種が 

「土」に落ちて根を張った「緑」と、 
吹き渡る「風」のはるかかなたから落ちてきた 
一滴の水滴から始まる「水」に囲まれた自然豊かな風土 

       物産… 「風」と「土」と「水（海）」の恵みから生まれ、 
「幾重にも交差する道」によって運ばれた物産 

       文化… 「道」によって運ばれ、「風」吹かれ、「水（雨）」に打たれ、 
互いに交わり、折り重なって、匠に磨かれた文化 

       芸術… 風を象徴する音楽、水に映るふるさとの情景 
       民俗… 風に育まれた民謡、水を守るように守り続けた芸能 
 
 
 
 
 
（２）観光圏の区域 
 
 福島県福島市（人口：295,000 人）、福島県相馬市（人口：39,000 人）、 

福島県二本松市（人口：63,000 人）、福島県伊達市（人口：67,000 人） 
（圏域合計人口 約 46 万 4,000 人） 



 8

本観光圏域の観光資源をテーマ別に分類すると下表の通りです。 
 
（自然資源系） 

 海 山・公園 温泉 花 果物 

福
島
市 

 磐梯朝日国立公園 
磐梯吾妻スカイライン

土湯峠湿原 
土湯湖沼群 
・女沼、男沼、仁田沼

幕滝・思いの滝 
不動滝 
摺上川 
 ・渓流、ダム、鮎 
信夫山公園 
阿武隈峡 
水林自然林 
あぶくま親水公園 
四季の里・小鳥の森 
十六沼公園 

飯坂温泉 
穴原温泉 
土湯温泉 
奥土湯温泉 
 ・東海温泉 
 ・小滝温泉 
 ・川上温泉 
 ・不動湯温泉 
土湯峠温泉 
・野地温泉 

 ・新野地温泉 
 ・鷲倉温泉 
 ・赤湯温泉 
 ・幕川温泉 
高湯温泉 
 

花見山公園 
 ・梅 
・桜 
・レンギョウ 
・ハナモモ 
・ツツジ等 
弁天山公園 
・桜 
浄土平 
・高山植物 
浄楽園 
土湯つつじ山 
土湯ﾋﾒｻﾕﾘの里 
土湯ビッキ沼  
・水芭蕉 
ｸﾏｶﾞｲｿｳの里 
土合舘公園 
・アジサイ 

ｻｸﾗﾝﾎﾞ 
モモ 
ナシ 
ブドウ 
リンゴ 

相
馬
市 

松川浦 
原釜尾浜 

海水浴場 
大浜海水浴場 
大洲海岸 
相馬港 

松川浦自然公園 
大洲公園 
文字島 
鵜の尾崎灯台 

相馬 
松川浦温泉 

蒲庭温泉 

馬稜公園 
・桜 

 ・フジ 

イチゴ 

二
本
松
市 

 安達太良山 
日山・羽山・口太山 
木幡山・馬洗川渓流 
稚児舞台 
笹屋親水公園 
てっせん砂防公園 
夏無沼 
弁天名水あだち湖 
湯川渓谷 
あだたら渓谷 

岳温泉 
塩沢温泉 

霞ヶ城公園 
 ・桜 
合戦場しだれ桜 
あじさい寺 
菊人形 
杉沢の大杉 
木幡の大杉 
ほたるの里 
智恵子の杜公園 

ｻｸﾗﾝﾎﾞ 
リンゴ 

伊
達
市 

 霊山 
広瀬川親水公園 
高子沼 
つきだて花工房 
りょうぜん紅彩館 
保原総合公園 

 
 

希望の森公園 
 ・桜 
つきだてﾘﾘｰﾌｪｽﾀ 
久保田あじさい園 
ファーム霊山 
・牡丹 
・アヤメ 

イチゴ 
モモ 
ブドウ 
リンゴ 
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（社会資源系） 
 歴史 体験 観光 食 

福

島

市 

大蔵寺 
医王寺 
岩谷観音 
黒岩虚空蔵尊 
信夫文知摺 
中野不動尊 
民家園 

吾妻高原スカイランド 
四季の里 
 ・ガラス工房 
あづま総合運動公園 
アンナガーデン 
浄土平天文台 
児童公園 
こむこむ 
JRA 福島競馬場 
歴史資料館 
ふれあい歴史館 
飯坂マラソン大会 
土湯伝承館 
 ・こけし工房 

古関裕而記念館 
西田記念館 
県立美術館 
花の写真館 
民家園・傳光閣 
コラッセふくしま 
 ・観光物産館 
七夕祭・花火大会 
わらじ祭・暁参り 
ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｿｰﾀﾞﾅｲﾄ 
飯坂けんか祭 
稲荷神社例大祭 
岡山水かけ祭 
イルミネーション 
道の駅つちゆ 

果物 
 ・サクランボ

 ・モモ 
 ・ナシ 
 ・ブドウ 
 ・リンゴ 
円盤餃子 
ふくしま 

屋台村

麦せんべい 

相

馬

市 

中村神社 
中村城址 

潮干狩り・道の駅そうま 
海釣り・塩作り・漁業 
松川浦ふれあいﾏﾗｿﾝ大会 
ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ（松川浦･光陽） 

相馬野馬追・百尺観音 
松川浦大橋 
水産物直売センター 
道の駅そうま 

海産物 
 ・ほっき貝 
 ・松葉ガニ 
海の味まつり

二

本

松

市 

霞ヶ城公園 
小浜城址 
宮森城址 
栗ノ須古戦場 
二本松少年隊 
大隣寺 
称念寺 
安達ヶ原 
木幡山 
先人館 

ｻﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ二本松ｺﾞﾙﾌ倶楽部

安達太良ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 
日山パークゴルフ 
ｳｨﾝｸﾞｲｯﾄﾊﾟﾗｸﾞﾗｲﾀﾞｰｽｸｰﾙ 
阿武隈漕艇場・カヌー 
あだたら高原スキー場 
二本松塩沢スキー場 
東和ロードレース 
岳温泉あだたらﾂｰﾃﾞｰｳｫｰｸ 
東北サファリパーク 
安達ヶ原ふるさと村 
二本松市歴史資料館 
上川崎和紙・二本松万古焼

安達焼き・二本松工芸館 

智恵子記念館 
安達太良高原美術館 
万人子守地蔵尊 
ちょうちん祭 
木幡の幡祭 
針道あばれ山車 
岳温泉ｻﾏｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 
ふるさと村花火大会 
道の駅安達 
道の駅東和 
さくらの郷 

羽山りんご 
玉ようかん 
清酒 
桑製品 
えごま 
酵母牛 

伊

達

市 

霊山城址 
梁川城址 
高子力岡舘跡 
霊山神社 
梁川八幡神社 
諏訪神社 
富野八幡神社 
蓮昌寺（餅柱） 
 

霊山こどもの村 
遊びと学びのミュージアム

りょうぜん里山がっこう 
つきだて交流館もりもり 
富成観光わらび園 
月見舘森林公園 
ももの里マラソン大会 
桃ｸﾞﾘｰﾝﾂｰﾘｽﾞﾑ 
 

梁川美術館 
保原歴史文化資料館 
霊山神社（濫觴の舞） 
長岡天王祭 
霊山太鼓祭り 
神明宮山車祭り 
つつこ引き祭 
やながわ 
ふる里の夏まつり 

イルミネーション 

イチゴ 
モモ 
あんぽ柿 

 



 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）滞在促進地区の区域 
 
 福島県 福島市  飯坂温泉  宿泊施設数 54 軒（旅館協同組合加盟旅館数） 
 
  東北の奥座敷と呼ばれた東北三名湯の一つです。 

福島駅から私鉄「福島交通飯坂線」で 25 分、福島を拠点とした観光全般に対して 
好位置にあります。 
街なかに 8 つの公衆浴場があり、立ち寄り湯の楽しみが豊富にあります。 
車で 20 分ほどの「茂庭」地区には、「摺上川ダム」があり、春の山菜、夏の水遊び、

秋の紅葉と、四季をとおして山村の雰囲気を堪能できます。 
飯坂舘の山には「花ももの里公園」があり、4

月中旬には世界の花桃 250 本が、色とりどりに

咲き競います。 
飯坂温泉は、源義経の家臣団で活躍した佐藤

忠信・継信兄弟の故郷でもあることから、近く

の医王寺には弁慶の笈（おい）と伝えられるも

のが残されており、俳聖 松尾芭蕉も「奥の細

道」の中で俳句を残しています。 
現在｢飯坂地区都市再生整備事業｣が導入され

ており、「賑わいともてなしのまち」を目指して

「まち歩き」ができる温泉街の再生が図られ、

街なかの施設や、各旅館においてバリアフリーの推進も図られています。 
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 福島県 福島市  土湯温泉  宿泊施設数 25 軒（旅館事業協同組合加盟旅館数） 
 
  磐梯朝日国立公園内にあり、環境省指定の「国民保養温泉地」に指定されています。 
  街なかに 4 つの足湯があり、温泉街めぐりの楽しみが多くあります。 

平成 17 年度に続き、平成 19 年度にも日本一の清流に選ばれた荒川の源流に位置し、 
多くの湖沼群、親水公園など、春のミズバショウから秋の紅葉、冬の雪景色まで、豊

かな自然を堪能することができます。 
 日本三大こけしの一つとして有名な「土湯こ

けし」の故郷として、多くのこけしファンにと

って垂涎の地であります。 
 福島西インターから 15 分の好位置にあり、

「磐梯吾妻スカイライン」「磐梯吾妻レークライ

ン｣「磐梯山ゴールドライン」など全国有数の山

岳観光有料道路の出入り口も近く、磐梯･吾妻・

安達太良山麓の観光、さらには会津若松圏域へ

の観光の拠点として好適地にあります。 
 「人に優しいまち観光地づくり」を目指し、

人に優しい車いすマップの作成や、従業者研修

などにも積極的に取り組んでいます。 
 
 
 
 
 
 福島県 福島市  高湯温泉  宿泊施設数 11 軒（旅館協同組合加盟旅館数） 
 
  磐梯朝日国立公園内にあり、環境省指定の「国民保養温泉地」に指定されています。 
  奥州三高湯に数えられ、自噴している白濁の硫黄泉は、皮膚病などに対する効能に 
も高い評価を得ています。 

  日本の道百選に数えられる「磐梯吾妻スカイライン」の入口に位置し、福島駅西口 
から真直ぐ西に向って 20 分の好位置にあります。 
 標高 800 メートルの高原に位置し、雪解けの春、さわやかな夏、紅葉の秋、そして

純白の冬と四季それぞれに自然を堪能することができます。 
皇居正殿松の間に掲げられている山口蓬春画

伯作の杉戸絵「楓」は、高湯の楓をモチーフに

したものです。 
高湯温泉を 10 分ほど下った両脇には果樹園

が広がり、「フルーツライン」として、初夏を告

げるサクランボ、夏のモモ、秋のナシ、ブドウ、

初冬のリンゴまで、四季折々にくだもの狩りを

楽しむことができます。 
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 福島県 二本松市  岳温泉  宿泊施設数 22 軒 

 

  磐梯朝日国立公園内にあり、環境省指定の「国民保養温泉地」に指定されています。 

  温泉旅館・ホテルをはじめ、民宿、ペンション、保養センターと、宿泊者の希望に

応じた施設が整っています。 

15 軒の温泉旅館・ホテルは、7.8 ㎞も離れた距離にある源泉から天然の温泉を引き

湯しており、酸性泉にもかかわらず湯
ゆ

樋
どい

の中で適度に湯もみされ、肌にやさしい柔ら

かなお湯となって各旅館に届いています。 

  嘉永５年(1852)刊『吾妻のみやげ』所収『諸国温泉効能鑑』の全国温泉番付によれ

ば、「陸奥の岳温泉」の名で、東北地方第１位にあたる東前頭２枚目に位置づけられ 

 全国に知られた温泉です。 

 近年、「ウェル×ヘルス×ウォーキング」に取

り組んでおり３３コースが整備されています。 

また、平成２０年度「地方の元気再生事業」と

して、「岳温泉日本一の健康保養温泉地創造事業」

が採択され、魅力ある温泉地を目指しています。 

安達太良登山の拠点であり、多くの登山客でに

ぎわうだけでなく、冬は雪質の良さで知られるあ

だたら高原スキー場に多くのスキー客が訪れて

います。 

 

 

 

 

 福島県 二本松市  塩沢温泉  宿泊施設数 7 軒 

 

安達太良山の東麓にあって、湯川渓谷と閑静な樹林に囲まれた高原に、温泉旅館な 

どそれぞれ特色のある７軒の宿（旅館・ホテル・ペンション・民宿）があり、自然豊

かな環境が自慢で、渓流の里としても親しまれています。 

周辺には、東北サファリパークやスカイピア二

本松、また霞ヶ城公園や安達ヶ原ふるさと村、智

恵子の生家など、数多くの史跡や観光地があり、

裏磐梯・猪苗代湖や磐梯吾妻スカイライン方面へ

のアクセスにも恵まれています。 

二本松塩沢スキー場は、家族向けのスキー場と

して高い人気を誇っています。 
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福島県 相馬市  松川浦  宿泊施設数 42 軒  

内訳   ホテル･旅館 25 軒、民宿 17 軒 

松川浦県立自然公園内にあって、豊かな自然、全国有数の水揚げを誇る漁港など相 

馬の海を満喫できる環境の中に４２軒の宿泊施設があります。 

松川浦は、相馬市の太平洋岸、宇多川等の河口に開けた静かな潟湖です。点在する

大小の島々と砂浜、クロマツ林からなる景観は、「日本百景」にも数えられ、古来より

詩歌、絵画等の芸術の題材とされてきました。平成１５年６月には文化庁の「農林水

産業に関連する文化的景観」の重要地域の一つにも選定されています。 

松川浦の景観には、地域の生活と産業が映し出されています。豊富な魚介類を育む

天然の養殖場として知られ、アサリやノリなどの養殖が盛んです。古くは相馬藩主の

遊休所として栄えましたが、今では、春先からの潮干狩りや盛夏の海水浴の家族連れ

で賑わいを見せています。 

浦の中では、海苔やアサリの養殖が行われ、

潮干狩りや船釣りを楽しむことができます。近

くには、取れたての海の幸が水揚げされている

魚市場があり、いつも新鮮な海の幸を味わうこ

とができます。 

また、豊かな自然に触れる場所でもあり、海

を活かした体験プログラムや、希少生物の生息

地でもあるため、自然観察プログラムを実施す

るなど、毎年多くの方が利用しています。 

 

 

 

 

福島県福島市中心市街地地区  宿泊施設数 31 軒（旅館･ホテル協同組合加盟旅館数） 
 

福島市中心市街地地区は、西に奥羽山脈に連なる吾妻連峰、東は丘陵状の阿武隈高

地に囲まれた福島盆地の中に開け、市域の中央には、信夫山が位置しています。 

  東北新幹線が縦貫し、山形新幹線の起点となっており、また、東北縦貫自動車道を

はじめ、国道など主要道路が東西南北に延びるなど、首都圏と東北圏、太平洋と日本

海を結ぶ交通の結節点として重要な位置を占めています。 

 福島市中心市街地は、県庁を始め、日本銀行や国の出先など、多くの官公庁や、様々

な企業の出先等が存在しています。また、日本一美しい音響を誇る「福島市音楽堂」や、

「福島県立美術館」等の文化施設、日本中央競馬会が全国に１０箇所設置している競馬

場の一つである「福島競馬場」などのレジャー施設を有

し、ビジネス･レジャー･レクリエーション基地として、

多くの宿泊客があります。まちなか観光も充実しており、

音楽堂におけるコンサート、美術館における展覧会、競

馬場における競馬などのほか、「桃源郷」と称される春

の花見山、12月から2月まで開催される「まちなかイルミ

ネーション光のしずく」、など、季節に合わせたメニュ

ーのほか、通年多くの観光客を集める地元グルメである

「円盤餃子」なども、宿泊を前提とした食のプログラム

として高い人気を誇っています。 
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通年可能なプログラム 

 

  年間をとおした花観光  芸妓・三味線・和太鼓  まち歩き 

  ウォーキング・トレッキング・登山・スキー等の山岳観光  山菜取り 

  阿武隈川サイクリングロードを活用したサイクリング  四季の星空（天体）観測 

  果樹を中心とした農業体験、養蚕体験、林業体験、漁業体験  海釣り 

  四季折々のくだもの狩り  健康づくりを目的としたヘルスツーリズム 

７つの（虹の）温泉郷めぐり  相馬駒焼や二本松万古焼などの陶芸体験      

こけし、陶芸、ガラス工芸、和紙と日本画（絵手紙）、造形などのアートな制作体験 

日本一響きの良い音楽堂を活用したコンクールや音楽会 

  四季のくだもの、伊達鶏、エゴマ豚などブランド食材の食の楽しみ     など 

 
 
 
 
 

宿泊・滞在を促進するプログラム 

 季節の移ろいを感じる「季節」のプログラム 

 

季節 山の幸･山のメニュー 里の幸・里のメニュー 海の幸・海のメニュー 

春 雪の回廊 

山菜（福島・二本松・伊達）

花見山（福島） 

霞ヶ城公園（二本松） 

合戦場のしだれ桜 

（二本松） 

花ももの里（福島） 

桃の花（伊達） 

イチゴ（相馬） 

釣り(相馬) 

初夏 山菜・根曲がり竹 

（福島･二本松）

高山植物 

（福島･二本松・伊達）

山岳観光 

（福島･二本松・伊達）

サクランボ（福島・伊達）

ブルーベリー 

（福島･二本松･伊達）

潮干狩り（相馬） 

釣り(相馬) 

夏 高山植物（福島･二本松）

山岳観光 

（福島･二本松・伊達）

天体観測（福島・伊達）

モモ・ブドウ（福島・伊達）

ブルーベリー 

（福島･二本松･伊達）

海水浴（相馬） 

シーカヤック（相馬） 

ホッキ飯（相馬） 

釣り(相馬) 

秋 紅葉狩り（圏域全体） 

きのこ 

（福島･二本松･伊達）

ナシ・リンゴ 

（福島・相馬・伊達） 

イナゴ（圏域全体） 

釣り(相馬) 

冬 スキー･スノーボード 

（二本松）

雪見露天風呂 

（福島･二本松）

凍み豆腐（福島） カニ（相馬） 

釣り(相馬) 
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宿泊地の「夜間」、「早朝」プログラム 

 

 宿泊地 温泉郷 夜間 早朝 

１ 飯坂 
芸妓・三味線・和太鼓・ 

ライトアップ 

朝市（＊）・朝湯めぐり 

２ 

飯坂温泉 

穴原 
芸妓・三味線・和太鼓・ 

ライトアップ 

朝湯めぐり 

３ 土湯 
夜景・ライトアップ ウォーキング・自然観察・ 

バードウォッチング 

４ 

土湯温泉 

土湯峠 
冬：雪見露天風呂 自然観察・山菜取り･登山・

トレッキング 

５ 高湯温泉 高湯 
天体観測 

冬:雪見露天風呂 

登山・トレッキング・ 

自然観察･ハイキング 

６ 岳温泉 岳 
冬：ナイタースキー ウォーキング・登山・ 

トレッキング 

７ 塩沢温泉 塩沢 
冬：ナイタースキー 登山・トレッキング・ 

山菜取り 

８ 松川浦 ― 
夜釣り 太平洋に昇る朝日・釣り・ 

魚市場 

 （＊）飯坂温泉は、現在「都市再生整備事業」として「まちづくり交付金」を活用し、 

「まち歩きを楽しめる温泉地」としての整備を行っている。事業完了にあわせ、

地元の青年組織等が中心になって｢朝市･夕市･休日市｣などの開催が予定されて

いる。 

 

 

 

 

 

２泊３日の滞在型観光を伸ばすストーリー 

 ２泊３日の基本的なストーリー 

日 早朝 午前 午後 宿泊 夜間 

第１日 

移動 

福島着、まち歩き観光 

二本松市メニュー 

 花・スポーツ・歴史・ 

 まち歩き 

岳温泉 

土湯温泉 

移動 （ＪＲ／予約タクシー／レンタカー）＋徒歩＋（ＪＲ／路線バス） 

第２日 
体験観光  相馬市・伊達市メニュー 

花・スポーツ・学び・歴史・海 

飯坂温泉 

高湯温泉 

移動  阿武隈急行＋予約タクシー（伊達市）  予約タクシー（相馬市） 

第３日 

四季のくだもの狩り等 

福島市メニュー 

 美術館・記念館 

移動 

目的地発・福島発 

 

移動  （予約タクシー／路線バス）＋（路線バス＋徒歩）／レンタカー＋ＪＲ 
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日 早朝 午前 午後 宿泊 夜間 

第１日 

移動 

福島着、目的温泉地着 

まち歩き観光 

温泉地メニュー 

 温泉地まち歩き 

 源泉ツアー等 

移動  ＪＲ＋（路線バス／電車）＋徒歩 

第２日 
山岳観光メニュー 

飯坂温泉 

土湯温泉 

高湯温泉 

岳温泉 

塩沢温泉 

移動 （路線バス／予約タクシー／レンタカー）＋徒歩  

第３日 
四季のくだもの狩り等 

福島市メニュー 

移動 

目的地発・福島発 

 

移動 （路線バス／予約タクシー／レンタカー）＋徒歩＋ＪＲ  

 

 

日 早朝 午前 午後 宿泊 夜間 

第１日 

移動 

福島着、目的地着 

体験観光 

相馬市メニュー 

 海釣り シーカヤック等 

相馬市松川浦 

 夜釣りから、

 早朝まで 

移動 ＪＲ＋（予約タクシー／レンタカー） 

第２日 

体験観光 

相馬市メニュー 

 海釣り シーカヤック等 

体験観光 

伊達市メニュー 

 農業体験、トレッキング 

飯坂温泉 

移動 予約タクシー／レンタカー 

第３日 
四季のくだもの狩り等 

福島市メニュー 

移動 

目的地発・福島発 

 

移動 予約タクシー／レンタカー 

 

 

日 早朝 午前 午後 宿泊 夜間 

第１日 
移動 福島着、温泉地着 援農体験 飯坂温泉 

移動 ＪＲ＋電車＋徒歩 

第２日 
援農体験 同 温泉 

移動 徒歩 

第３日 
援農体験 移動 温泉地発・福島発  

移動 徒歩＋電車＋ＪＲ 
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日 早朝 午前 午後 宿泊 夜間 

第１日 

移動 

福島着、目的地着 

まち歩き観光 

体験観光 

 スポーツ・伝統文化等 

弓道・三味線・和太鼓 

宿泊地自由選択

移動 ＪＲ＋（路線バス／予約タクシー／レンタカー） 

第２日 

体験観光 

 スポーツ・伝統文化等 

乗馬・紙漉き・絵手紙 

体験観光 

 スポーツ・伝統文化等 

弓道・三味線・和太鼓 

宿泊地自由選択

移動 （路線バス／予約タクシー／レンタカー） 

第３日 

体験観光 

 スポーツ・伝統文化等 

乗馬・紙漉き・絵手紙 

移動 福島発  

移動 （路線バス／予約タクシー／レンタカー）＋ＪＲ 

 

 

日 早朝 午前 午後 宿泊 夜間 

第１日 
移動 

福島着 

体験観光 

遺産・史跡・歴史 

宿泊地自由選択

移動 ＪＲ＋（路線バス／予約タクシー） 

第２日 
体験観光  遺産・史跡・歴史 

（座禅体験など「和」の文化を学ぶメニューを含む） 

宿泊地自由選択

移動 （路線バス／予約タクシー） 

第３日 
体験観光 

遺産・史跡・歴史  

移動 福島発  

移動 （路線バス／予約タクシー）＋ＪＲ 

  このストーリーは、首都圏から近距離にある強み、みちのくへの旅の玄関口である

「強み」を活かし、日本を始めて訪れた外国人観光客が各地を旅行する前に、本観

光圏において「食事」「挨拶」「温泉入浴」等のマナーや、座禅、茶道などの「和」

の文化を学ぶ「外国人アイスブレーキングプラン」として活用可能。 
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日 早朝 午前 午後 宿泊 夜間 

第１日 

移動 

福島着、目的地着 

まち歩き観光 

体験観光 

福島市・二本松市メニュー 

アートな体験 

 紙漉きまたは音楽 

飯坂温泉 

岳温泉 

塩沢温泉 

移動 ＪＲ＋（ＪＲ＋路線バス／予約タクシー／レンタカー） 

第２日 

体験観光 

福島市・二本松市メニュー 

アートな体験 

 日本画または音楽 

体験観光 

福島市・二本松市メニュー 

アートな体験 

 焼き物または音楽 

飯坂温泉 

岳温泉 

塩沢温泉 

移動 ＪＲ＋（ＪＲ＋路線バス／予約タクシー／レンタカー） 

第３日 

体験観光 

福島市・二本松市メニュー 

アートな体験 

 美術館または音楽 

移動 

 まち歩き観光 

目的地発・福島発 

 

移動 （路線バス／予約タクシー／レンタカー）＋徒歩＋ＪＲ 

  音楽プログラムは、福島市音楽堂を活用した、著名な音楽家によるレッスンプログ

ラムとする。 

 

 

 （音楽プログラム例：「声楽アンサンブル全国大会」のストーリー） 

日 早朝 午前 午後 宿泊 夜間 

第１日 

移動 

福島着、目的地着 

音楽堂見学 

タリススコラーズ 

 ピーターフィリップス氏

ワークショップ 

飯坂温泉 

審査員との懇談

移動 ＪＲ＋路線バス＋電車 

第２日 声楽アンサンブル全国大会（第１日）視聴 
飯坂温泉 

移動 電車＋路線バス＋電車 

第３日 声楽アンサンブル全国大会（第２日）視聴 
飯坂温泉 

審査員との懇談

移動 電車＋路線バス＋電車 

第４日 声楽アンサンブル全国大会（第３日）視聴 

飯坂温泉 

受賞者パーティ

ー参加 

移動 電車＋路線バス＋（電車／予約タクシー） 

第５日 福島市内まち歩き観光 移動 目的地発・福島発 
 

移動 電車＋ＪＲ 
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 (農業体験プログラムの例) 
日 早朝 午前 午後 宿泊 夜間 

第１日 移動 福島着、温泉地着 農業体験（果樹）  剪定 飯坂温泉 

移動 ＪＲ＋電車＋徒歩 

第２日 
農業体験（果樹）  剪定 移動 温泉地発・福島発  

移動 徒歩＋電車＋ＪＲ 

第３日 移動 福島着、温泉地着 農業体験（果樹）  摘蕾 飯坂温泉 

移動 徒歩＋電車＋ＪＲ 

第４日 農業体験（果樹）  摘蕾 移動 温泉地発・福島発  

移動 徒歩＋電車＋ＪＲ 

第５日 移動 福島着、温泉地着 農業体験（果樹）  摘果 飯坂温泉 

移動 徒歩＋電車＋ＪＲ 

第６日 
農業体験（果樹）  摘果 収穫祭 飯坂温泉 

移動 徒歩 

第７日 
まち歩き観光 移動 温泉地発・福島発  

移動 徒歩＋路線電車＋ＪＲ 

  年間３回宿泊、最終回は２泊３日のストーリー 
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 (フィットネスと温泉療法のヘルスツーリズム推進事業の例) 
日 早朝 午前 午後 宿泊 夜間 

第１日 

移動 福島着、宿泊地着 健康診断・体力検査・ 

フィットネス準備のための

講演聴講 

ストレッチ(*)

土湯温泉 

移動 ＪＲ＋電車＋徒歩 

第２日 
フィットネスと温泉療法 

ウォーキング 

フィットネスと温泉療法 

プール 

ストレッチ(*)

土湯温泉 

移動 路線バス＋徒歩 

第３日 
フィットネスと温泉療法 

ジムエクササイズ 

フィットネスと温泉療法 

エアロビクスエクササイズ 

ストレッチ(*)

土湯温泉 

移動 路線バス＋徒歩 

第４日 

フィットネスと温泉療法 

クロスカントリーウォーク 

フィットネスと温泉療法 

温泉の効能に関する講演 

聴講 

ストレッチ(*)

土湯温泉 

移動 路線バス＋徒歩 

第５日 
フィットネスと温泉療法 

マウンテンバイク 

健康診断・体力検査 

食事に関する講演聴講 

ストレッチ(*)

土湯温泉 

移動 路線バス＋徒歩 

第６日 
まち歩き観光 移動 温泉地発・福島発  

移動 徒歩＋電車＋ＪＲ 

  会場は「あづま総合運動公園」を活用する。 
フィットネスは施設職員のほか、多くのオリンピック選手を輩出している福島大学

陸上部を中心とした｢スポーツユニオン｣に指導を依頼。 
温泉療法は、土湯温泉がこれまで養成してきたＪＴＢのプログラムによる認定温泉

療法士が担当する。 
（＊）ストレッチは、夜間の自由参加メニューとして、前出の福島大学陸上部員(学
生)が担当する。 
 
本例は、「あづま運動公園」を利用し、「土湯温泉」に宿泊する例であるが、二本松

市岳温泉においては、既に「ウェル×ヘルス×ウォーキング」事業の展開のなかで、

パワーウォーキングを活用したヘルスツーリズム事業を実施している。 
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（４）観光圏整備計画の目標 
 
観光圏として核となる個性と強み 
 
 本観光圏として核となる個性を上げると、下記のようにまとめられます。 
 

 
 

等々 
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 これらの個性を、単独の個性とするだけでなく、組み合わせて「強み」とすることで、

山形や北東北（みちのく）への通過点ではなく、「人の足が止まる地域」にすることが可

能となります。 
 
 
 
個性と強みの強化の観点からの観光圏としてのブランドの確立に向けた方向性 
 
 本観光圏は、その圏域の魅力をたった一つに絞れないほど多くのコンテンツを持って

います。そのため、ブランドの確立に関しても、一つのブランドに絞るのではなく、そ

れぞれの「個性」と「強み」を強化して、観光圏としてのブランド戦略に結びつけるこ

とが重要であると考えられます。 
 
「個性」と「強み」の第１は、山から海まで片道 2 時間の移動範囲内に、山、里、川、

沼、海という多様性豊かな自然を包括している地域であることです。その地域の特徴を

活かし、食の楽しみとして、海の幸、里（農）の幸、山の幸を堪能できる「ふくしまの

食」がブランド化できます。春のイチゴ、初夏のサクランボ、夏の桃、秋のナシ、初冬

のリンゴという四季折々のくだもののほか、季節ごとに取れる豊富な海産物や農産物も、

地産地消の観点から観光圏のブランドとなります。 
 
また第２に、その豊かな食材を生み出す果樹を中心とした農業や漁業が挙げられます。

果樹を中心とした農業の体験、桃源郷と言われる花見山を中心とする花卉農家における

農業体験などは、他地域の米や野菜農家の農業体験とは大きく性格を異にするもので、

「本観光圏ならでは」のものです。圏域の住民が自信と誇りを持って、これらの適切な

PR に努めることで、多くの来訪者を迎えることのできるコンテンツとなります。 
 
 第３に、智恵子抄や万葉集などの文学、合唱王国福島の中心としての芸術性の高さ、

天文ファンのメッカと言われる浄土平の星空など、芸術、文化、科学など、多方面でも

高いポテンシャルが挙げられます。これら、芸術、文化、科学などの側面から、新しい

体験型観光の開発が可能であると考えられます。 
 
 第４には、本観光圏が東京から２５０キロ圏内にあり、山形や北東北（みちのく）へ

の入口に位置することが挙げられます。首都圏からなら日帰りさえも可能なこの距離に

ある本観光圏域は、二極分化を進める国内旅行の中にあって、近くて、移動にかかる経

費が比較的安い旅行先として、また、初めて日本を訪れる外国からの観光客が、日本の

温泉文化に触れる「ガイダンス」の役割を果たす受け入れ先として、潜在的な大きな可

能性を持っています。 
季節ごとのみちのくの旅の楽しみを、手軽に楽しむことができると言う強みを活かし

て、「一生に一度しか訪れない『単発の２泊３日』」ではなく、１泊２日であっても、「帰

省するように何度も再訪する『第二のふるさと』」としてのブランド化が可能であると考

えられます。 
 
 第５には、多様で多彩な温泉宿泊施設に恵まれていることが挙げられます。これによ

って連泊しても飽きがこないだけでなく、来る度に違った旅館を泊まり歩く楽しみが可

能になります。また、この強みに泊食分離を組み合わせることで、宿泊の楽しみが無限

大になることも本観光圏のブランドになります。 
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 第６には、本観光圏のバリアフリーツアーのブランド化が挙げられます。現在、本圏

域内では「バリアフリーツアーセンター」を設立するための研究会が活動しています。

研究会には、宿泊業者のほか、「障がい者の旅行を考える会」と言う民間団体や、ユニバ

ーサルデザインを検討する建築士の団体、福祉サービス事業者などが参加して、平成

２１年４月を目途に、旅行者と観光地をつなぐ相談窓口として、コンシェルジュの機能

を有したＮＰＯ法人「ふくしまバリアフリーツアーセンター」を登記する計画が進行し

ており、平成２１年２月に設立総会を開催いたしました。また、障がいをもった地域住

民自らの手によって、圏域の観光地、観光施設のバリアフリーチェックなども行われて

おり、施設のユニバーサルデザイン化とあわせ、サービスのバリアフリー化を進め、「人

財」の養成を行い、誰にでも優しい観光地であることのブランド化を推進します。 
 
 最後に、本観光圏の「売り」は、落葉紅葉樹林帯の自然が身近に楽しめることであり、

その自然に支えられたブナ帯の文化が、農業などの中に生きていることであると考えら

れます。その意味からは、自然と第一次産業に支えられた生活文化こそが、本観光圏の

ブランドとなります。 
本観光圏を「漂白の風に誘われてのみちのくへの旅の玄関口」と位置づけ、自然と一

次産業を支える、移ろい行く「風」や「水」のイメージを、地域ブランドに結び付ける

ことを検討していきます。 
 本計画期間の中で、風と水に育まれた「人」「風土」「物産」等を、観光圏のブランド

として確立するとともに、様々なサービス、物産や事業に対して、みちのくの玄関口と

なる観光圏ブランドの名を冠するための各種施策をスタートさせます。 
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宿泊観光客の平均宿泊数数値目標 
 
入込み客数                           （単位：千人） 

 
 
入込み客数のうちリピーター数の数値目標             （単位:千人） 

 

実  績 目標 
地 域 

18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

福島市 4,712 4,693 4,720 4,773 4,829 4,972 5,000

飯坂温泉 935 922 920 927 938 960 1,000

土湯温泉 642 631 632 635 639 652 668

高湯温泉 127 122 121 122 125 127 130

相馬市 1,758 1,836 1,787 1,841 1,886 1,936 2,000

二本松市 1,827 2,122 2,175 2,229 2,284 2,371 2,430

岳･塩沢温泉 359 349 357 365 374 383 400

伊達市 352 367 388 408 428 449 472

合計 10,712 11,042 11,100 11,300 11,500 11,850 12,100

実  績 目標 
地 域 

18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

福島市 1,427 1,422 1,440 1,448 1,451 1,456 1,459

飯坂温泉 189 191 191 192 196 198 200

土湯温泉 208 203 205 205 206 207 209

高湯温泉 38 37 37 37 38 38 39

相馬市 563 587 571 598 626 662 683

二本松市 554 594 602 621 664 711 799

岳･塩沢温泉 104 102 105 109 120 124 132

伊達市 120 124 133 147 163 169 175

合計 3,203 3,260 3,284 3,357 3,464 3,565 3,696
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宿泊客数                             （単位：千人） 

 
 
 
 
観光まちづくり主体の育成等による継続的･自律的な活動体制の確立 
  
 来訪する観光客を地域として受け入れ、もてなすためには、地域住民自らがその地域

に対して自信と誇りを持ち、「住民みんながコンシェルジュ」のつもりでまちづくりを展

開することが望まれます。 
 観光資源の一つ一つ、滞在促進地区の一つ一つ、地方公共団体それぞれにおいて、観

光まちづくりの主体となる団体・組織の活動強化が望まれます。 
 本観光圏を構成する構成員は、圏域の地方公共団体及び圏域にある様々な観光関係の

機関・団体、農林漁業関係者、交通事業者、障がい者団体、地域団体等からなっており、

それぞれがまちづくりの重要な位置に立つ組織です。３０歳代を中心とする若い層も育

っており、例えば滞在促進地区の一つである飯坂温泉では観光協会青年部を中心に「い

いざか夢維新塾」という新たな異業種交流の組織が活動しており、その活動の中から地

域づくりをミッションとする NPO の立ち上げも検討されています。これらの組織が自

主的・自律的な活動を継続的に展開するために、育成・支援を行うことを観光圏協議会

の使命の一つとします。 
 特に観光圏事業の認定期間である５年が経過した後、各市において観光まちづくり主

体となる団体が育ち、継続的・自律的に活動する体制が整っているよう、それぞれの地

域の相互訪問などによる相互の研修、連携、協働を進めます。 
 また、圏域の一体化を図るためには、圏域内で同じサービスが提供できることが重要

です。特に、バリアフリーツアーに代表される人的サービス体制については、圏域のど

こでも同じサービスを受けることができるよう連携した研修体制を確立していきます。 
 
 
 

実  績 目標 
地 域 

18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

福島市 1,260 1,247 1,253 1,270 1,288 1,303 1,318

相馬市 377 372 377 382 388 391 393

二本松市 355 349 357 365 374 383 392

伊達市 12 13 14 15 15 16 17

うち 
外国人数 16 24 31 40 50 61 72

合計 2,004 1,981 2,001 2,032 2,065 2,093 2,120
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その他の特徴的な目標 
 
 バリアフリーツアーセンターの設置により、障がい者、高齢者の来訪者が増えること

が予測されますので、障がい者や、体の不自由な高齢者の来訪者を、現在の１．５倍に

することを目標とします。平成１９年度現在、障がい者や体の不自由な高齢者の来訪者

数に関するデータがないため、平成２０年度において現状を把握し、平成２４年度には

１．５倍の来訪を目標にします。 
 また、これまでの本圏域の観光ＰＲは、その多くが仙台圏を代表とする近県に対して

行われてきた傾向があります。近年「花見山」に代表される「全国区」の観光ポイント

が整備されてきたことを受け、ようやく首都圏での観光ＰＲにも目が向いてきた段階で

あるといえます。今後、本観光圏域では首都圏からの集客に力を注ぎ、東北（みちのく）

の玄関口の観光圏として、東北地区以外からの貨幣流入量の増加を目指します。 
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（５）観光圏整備事業に関すること 
 
実施主体 
 
  福島市・相馬市・二本松市・伊達市の各地方公共団体と、４市の観光関係団体、 
事業者、農業・漁業関係団体等で組織した「福島市・相馬市・二本松市・伊達市  
観光圏協議会」と、それぞれの構成員が実施主体となります。 

 
 
協議会 
 

「福島市・相馬市・二本松市・伊達市 観光圏協議会」は、下記の構成員をもって 
構成されています。 
 
 
自治体名 構成メンバー 
福島市 福島市、福島市観光物産協会、飯坂温泉観光協会、土湯温泉観光協会、

高湯温泉観光協会、飯坂温泉旅館協同組合、土湯温泉旅館事業協同組合、

高湯温泉旅館協同組合、福島市旅館ホテル協同組合、福島商工会議所、

飯坂町商工会、松川町商工会、飯野町商工会、福島市観光開発株式会社、

株式会社飯野町振興公社、日本旅行業会福島支部、 

東日本旅客鉄道株式会社、ＪＲバス東北株式会社福島支店、 

福島交通株式会社、大和自動車交通株式会社、 

福島県タクシー協会県北支部、 

東日本高速道路株式会社福島管理事務所、新ふくしま農業協同組合、 

福島市観光農園協会、飯坂地区こども農山漁村交流促進協議会、 

あづまの里荒井づくり地域協議会、日本中央競馬会福島競馬場、 

ふるさとの川荒川づくり協議会、 

ふくしま荒川ミュージアム推進会議、 

ＮＰＯ法人ふくしまバリアフリーツアーセンター、 

株式会社ＮＨＫ文化センター福島支社 

相馬市 相馬市、相馬市観光協会、ふるさと相馬ブランド化推進協議会、 
松川浦観光協会、原釜尾浜観光協会、松川浦観光旅館組合、 
岩子浜観光旅館組合、相馬商工会議所、相馬市タクシー利用促進協議会、

そうま農業協同組合、和田観光苺組合、相馬双葉漁業協同組合、 
二本松市 二本松市、二本松観光協会、二本松物産協会、岳温泉観光協会、 

塩沢温泉観光協会、岳温泉旅館協同組合、二本松商工会議所、 
あだたら商工会、二本松地区ハイヤータクシー経営者協議会、 
みちのく安達農業協同組合 
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伊達市 伊達市、伊達市観光物産団体連絡協議会、保原町観光協会、 
梁川町観光物産振興協会、霊山町観光協会、伊達市商工会、 
保原町商工会、阿武隈急行株式会社、伊達みらい農業協同組合、 
社団法人霊山こどもの村管理会 

圏域全体 有識者 
住民代表 

 
 
事業 
 
 観光圏整備事業として次の事業が実施されます。 

 
（ａ）観光旅客の宿泊に関するサービスの改善及び向上に関する事業 
 １ 福島の「食」バラエティー宿泊パック推進事業 
２ 星に願いを、光のしずく電飾事業（21 年度から自主事業） 
３ 誰でものんびり素敵なふれあいプログラム開発事業 
４ 「湯めぐり切符」システム開発事業 

   ５ 中の湯整備事業（市単独事業） 
   ６ 飯坂温泉修景事業（市単独事業） 
   ７ 温泉地活性化交付金事業（市単独事業） 
   ８ まちづくり交付金事業「高次都市施設整備事業」（他交付金事業） 
   ９ まちづくり交付金事業「公衆浴場等環境整備事業」（他交付金事業） 
 
（ｂ）観光資源を活用したサービスの開発および提供に関する事業 
 １ 観光圏ブランド力向上事業 
 ２ ふくしま体験物語事業 
３ ふくしまサマーカレッジ事業 

   ４ ふるさと相馬ブランド化推進事業（他交付金事業） 
   ５ 体験型観光施設の利活用事業（他交付金事業） 

６ 名目津の湯整備事業（市単独事業） 
７ 岳温泉日本一の健康保養温泉地創造事業（他交付金事業） 
８ 地域間交流拠点整備事業 

 
（ｃ）観光旅客の移動の利便の増進に関する事業 

１ ふくしま観光圏二次交通サービス向上事業 
２ ＥＴＣアクティブドライブチャンス事業 
３ 市内観光バス運行事業（市単独事業） 
４ 二本松市桜まつり巡廻バス運行事業（市単独事業） 

 
（ｄ）観光に関する情報提供の充実強化に関する事業 

１ バリアフリーツアー情報提供事業 
２ 観光圏案内所設置事業 
３ ボランティア・コンシェルジュ及び観光案内ボランティア養成事業 
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（ｅ）その他の事業 
１ 観光圏各種モニターツアー事業（21 年度から自主事業） 

   ２ 福島市観光物産協会法人化支援事業（自主事業） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
農山漁村交流促進事業に係る計画 
 
 農山漁村交流促進事業に対しては、福島市庭塚・庭坂地区（滞在促進地区である「高

湯温泉」の下で、福島駅西口から西方向、「高湯温泉」、「飯坂温泉」、「土湯温泉」との分

岐となる地区。）において地域間交流拠点の整備事業が実施されます。 
福島市及び新ふくしま農業協同組合が事業実施主体となり、圏域を代表する果樹地帯

を走り多くの観光果樹園を擁する「フルーツライン」沿いに、総合的休憩施設となる駐

車場、トイレ、情報コーナー、農産物発売所などの施設の一体的整備を行います。なお、

事業は平成２１年度からの事業として、現在申請中です。 
 事業の区域 区域設定の考え方 

①法第３条第１号関係：庭塚・庭坂地区及び隣接する庭坂、水保、笹木野地区はい

ずれも農林地が広がり、農業に従事する世帯も多く、農業が重要な産業です。 

②法第３条第２号関係：当該地区は区域が広く、地域間の交流の促進は、農業後継

者の定住のためにも不可欠です。また、観光客との交流を促進することで、多く

の来訪者に地域の魅力と農業の魅力を伝えることによって、交流人口を拡大し、

二地域居住を促進することができるようになります。そのため、本地域における



 30

交流拠点施設の整備には重要な意義があります。 

③法第３条第３号関係：隣接の庭坂地区、隣接の笹木野地区にはＪＲ奥羽線の駅舎

があり、一定の市街地が形成されていますが、当庭塚地区には駅舎もなく、一定

の市街地を形成している区域もありません。個々の住居は農村地帯特有の距離を

有しており、その意味からも地域交流の促進は重要です。 

 

事業の区域 福島市庭塚・庭坂地区  面積 ６，９８２ha 

事業名 地域資源活用総合交流促進施設  メニュー名 地域間交流拠点の整備事業 

市町村名 福島市  事業主体 福島市及びＪＡ新ふくしま 

実施年度 平成 21 年度～24 年度 

 
 
 
（６）計画期間等 
 
計画期間  平成２０年１０月１日から平成２５年３月３１日 
 
計画内容の見直しの手法 
 
 本観光圏整備計画については、整備実施計画に掲げるモニタリングツアーのほか、来

訪者アンケートなどの満足度調査や、事業者自らの評価によって観光旅客の満足度をよ

り高めることができるよう、柔軟な見直しが必要となります。 
 本計画を見直す際には、各事業者の経験で判断するのではなく、観光旅客のニーズを

踏まえ、提供する観光商品や滞在メニューの、「質の向上」を目指した見直しや改善を行

うため、一度その時点の現況に立ち返り、現状を初期評価することから始まる「A-PIE
プロセス（エーパイプロセス）」の考え方を用います。 
 
A-PIE プロセスとは 
Ａ･･･Assessment（アセスメント＝初期評価） 
   すべては現状の初期評価から始まります。現状認識とも言えるでしょう。アセ

スメントの対象は、事業主体、観光旅客、旅行形態、フィールド、施設など様々

ですが、現状を事実として把握することが大切です。 
Ｐ･･･Planning（プランニング＝計画） 

 プランニングに当たっては、目標、日時、場所、内容、方法、実施主体、対象

（来訪者の属性等）、経費等を詳細に計画する必要があります。 
Ｉ･･･Implementation（インプリメンテーション＝実施） 

 的確な現状把握に基づいた計画に従って各事業者が事業を実施します。事業の

実施に当たっては、勘に頼って実施するのではなく、アセスメントからの積み重

ねとして実施することが大切です。 

Ｅ･･･Evaluation（エバリュエーション＝評価・査定） 

 積み重ねてきたプロセスを第三者の目で評価･査定することが大切です。そのた

めには観光旅客の満足度調査などが重要となります。またこのエバリュエーショ

ンは次のステップへのアセスメントともなります。 
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A ⇒  P ⇒ I ⇒ E  
 

 
 
 
（７）その他市町村または都道府県が必要と認める事項 
 
社会資本整備に係る計画 
 
１ 直轄事業「荒川の整備」に

関する事業 
 
 本観光圏では自然体験、農業

体験などを基本的なコンテンツ

とし、観光圏のブランド力を高

める計画を持っていますが、約

２９万人の人口を有する福島市

に端を発し、同内で阿武隈川に

注ぐ全長約２８キロメートルの

荒川も、重要な観光資源です。 
 荒川は平成１６年度に国土交

通省水質ランキングで第１位に輝きました。平成１７年度は BOD の平均値、75％値そ

れぞれ 0.1 ㎎／ℓの差で、第 9 位に転落しました（第１位が６河川、第２位が２河川）が、

東北では５年連続でトップとなっているほか、全流域が人口２９万人の県庁所在地を流

れる河川としては驚愕に値する美しさを誇ってきました。関係者の努力もあり、平成１

９年度にはまた第１位に返り咲いています。また、本年 6 月には、地域が主体的に「望

ましい水環境を保全維持する取り組み」に関わっていることなどが高く評価され、環境

省の｢平成の名水百選｣に選定されました。 
その荒川は、また文化的な価値も高く、平成１９年１０月１９日に「荒川流域の治水・

砂防事業」として土木学会の選奨土木遺産に認定され、平成２０年３月１９日には「荒

川本川の砂防堰堤９基」、さらに平成２０年７月８日には「荒川本川の床固１基」及び「荒

川支川東鵜川及び塩の川の砂防堰堤５基」が登録有形文化財として登録されました。 
荒川の水質が守られていること、さらに砂防堰堤等の土木遺産が貴重な文化財として

注目を浴びている陰には、福島河川国道事務所が、その直轄事業として荒川流域の砂防

堰堤等の整備を行っていることが挙げられます。本事業は、地域住民との良好な関係を

維持し、ひざを交えた意見を交わし、観光資源としての可能性を考慮して進められてき

ました。本観光圏協議会の構成員となっている「ふくしま荒川ミュージアム推進会議」

や「ふるさとの川荒川づくり協議会」、また荒川の上流部に位置する「土湯温泉」、中流

部に位置する「四季の里」などの関係する機関・団体や、荒川にゆかりがあり、荒川の

自然を守ろうとする住民との連携・協働も十分で、多くの方々がボランティアで汗を流

してきた事業です。 
これらのことから、本観光圏の整備に最も関わりの深い社会資本整備として、荒川流

域における「直轄砂防事業」及び「総合水系環境整備事業（河川利用推進事業）」を挙げ、

観光圏整備事業として実施される「ふくしま体験物語事業」（ｂ－２）などの事業を通し

て、荒川の自然や文化を守る活動と、これら観光圏事業を有機的に結びつけていきます。 
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今後、本社会資本整備が進むことで、荒川をコンテンツとした観光メニューが豊富に

出揃い、自然や治水・利水の歴史、水が育む農村の生活など、２泊３日以上の滞在を促

進するプログラムを体験型観光に結び付けて幅広く提供することが可能になり、本観光

圏の魅力の向上に寄与されることが期待されます。 
 
 
２ 阿武隈川「隈畔

わいはん

」と「阿武隈川サイクリングロードの整備」に関する事業 
 
また、阿武隈川に関しては、社会資本として整備されてきた、昔からの市民の憩いの

場である「隈畔
わいはん

」のほか、「川の楽校」や「白鳥飛来地」なども、阿武隈川両岸に延びる

「阿武隈川サイクリングロード」とあわせて大切な観光資源で、これらの整備が進むこ

とで、「健康」をキーワードとする「ヘルスツーリズム」や、「環境」をキーワードとす

る「エコツーリズム」等、本圏域における大きな柱が誕生します。 
本観光圏整備事業として実施される、「誰でものんびり素敵なふれあいプログラム開発

事業」（a－7）などをとおして、また、サイクリングやウォーキングなど、ニューツーリ

ズムの重要なフィールドとして、観光の面から、新たな価値を見出し、これらを活用す

ることで、２泊３日以上の滞在促進の実現に近づけていきます。 
 
 
３ 阿武隈川 二本松・安達地区河川整備計画に関する事業 
 
 阿武隈川は、本観光圏のブランドにつながる「川の道」として重要な役割を果たして

きました。しかし時には、住民の生活に大きな被害をもたらすこともありました。 
平成１０年８月末の洪水では、圏域の主要な「陸の道」である国道４号線を通行止め

にするなど、大きな浸水被害をもたらしました。 
本計画区域の「二本松・安達地区」は、旧安達町を含む二本松市域であり、本観光圏

域にとっては東京圏からの入口に位置する地域であるため、多くの来訪者がこの区域を

通って本観光圏域を訪れます。この区域が浸水被害のな

い安全な区域になることは、観光圏全体に大きな利益を

もたらし、安全、安心の面からも２泊３日以上の滞在促

進に効果の高い事業となります。 
本観光圏整備事業として実施される「ふくしま観光圏

二次交通サービス向上事業」（ｃ－１）、「ＥＴＣアクティ

ブドライブチャンス事業」（ｃ－６）、「二本松市桜まつり

巡廻バス運行事業」（c－11）などは、この地区と関係の

ある事業ですので、これらをとおして本事業の効果を活

かしていきます。 
 
 
 
 
４ 国道４号線 直轄国道改良事業 

 
 本観光圏を南北に縦断する国道４号線は、東北地方の交通、物流の大動脈ですが、本

圏域南端の二本松市の手前の、二本松市－大玉村間は、まだ４車線化になっていないた

め、渋滞が起きやすい箇所となっています。 
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 首都圏から本圏域に入る主要な「道」となる国道４号線は、本観光圏における輸送の

命脈であり、本道の整備は本観光圏への入込み客数に大きな影響を与えるものです。現

在進められている４車線化等の直轄国道改良事業は、広域的交流の促進、地域活性化の

推進、そして観光交流の推進のため非常に重要な事業であり、本事業の推進により、関

東圏からの来訪者の利便が向上し、隣接地域との連携も図れるようになり、広域観光圏

であることの強みを一層強化することが可能になります。 
 本観光圏整備事業として実施される「ふくしま観光圏二次交通サービス向上事業」（ｃ

－１）、「ＥＴＣアクティブドライブチャンス事業」（ｃ－６）、「二本松市桜まつり巡廻バ

ス運行事業」（c－11）などは本事業の効果がよく顕れる事業であると考えられますので、

事業の成果を活かして広域観光を推進します。 
 
 
５ 「道の駅安達」下り車線の駐車場とトイレの整備に関する事業 
 
福島河川国道事務所管内で計画されている直轄事業と

して、国道４号線「道の駅安達」下り車線側に駐車場と

トイレを整備する計画があります。二次交通の主力をマ

イカーや、レンタカーに頼ることになることの多い本観

光圏にとっては「道の駅」は大変重要な観光資源となり

ます。これまで「道の駅安達」は多くの来訪者を迎えて

きましたが、上り車線にあることから、下り車線側の駐

車場・トイレの整備が望まれておりました。 
 本計画にある「道の駅安達」下り車線の駐車場とトイ

レの整備は、首都圏方面からの来訪者にとっての利便性

の確保のために非常に重要な事業となり、本観光圏整備事業の「ふくしま観光圏二次交

通サービス向上事業」（ｃ－１）、「ＥＴＣアクティブドライブチャンス事業」（ｃ－６）、

などのほか、「観光圏各種モニターツアー事業」（e－1）などをとおして、本事業の効果

を活かしていきます。 
 
 
６ 直轄事業 重要港湾相馬港の整備に関する事業 
 
 重要港湾相馬港は、地元相馬市はもとより、県都福島市を中心とする福島県北部地方

などを包含した広域経済圏の海の玄関口として、また工業開発を目指した相馬地域開発

の拠点港としての役割を担っています。さらにマリーナ計画の位置付けや観光船の寄港

などから、相馬港は海洋性レクリエーション基地、観光交通の結節点としての役割も期

待されています。 
 相馬港は古くは「北湊」または「原釜港」と呼

ばれ、江戸時代には藩租米や塩の積出港として栄

え、明治以降には金華山沿岸の漁場をひかえた漁

港として利用されてきました。その後、昭和３５

年に地方港湾「相馬港」の指定を受け、翌年から

本格的な整備が始まりました。昭和４５年に岸壁

が供用開始されるとその重要性が認められ、重要

港湾に指定されました。さらに昭和５６年には全

国初のエネルギー港湾としての指定を受け、相馬
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地域総合開発とあわせた整備が進んで参りました。 
 現在、相馬港においては、背後に広がる、福島市、二本松市、伊達市をはじめとする

経済圏への物流拠点港として、港湾機能の充実を図るために港湾施設の整備が進められ

ております。特に防波堤の整備は港内静穏度の向上を図るものであり、観光船の安全な

入出港の確保や海洋性レクリエーションの実施にとって重要な事業であります。 
 本事業の推進により、滞在促進地区におけるオプショナルツアーの拡大も期待される

ことなどから、本観光圏実施事業の「誰でものんびり素敵なふれあいプログラム開発事

業」（a－７）、「海の幸、里の幸、山の幸『食』プラン開発事業」（a－８）、「ふくしま体

験物語事業」（ｂ－２）、「ＥＴＣアクティブドライブチャンス事業」（ｃ－６）等、関係

する観光圏整備実施事業の質が高まることが予測されます。また、多様な交通手段や豊

かな海を観光資源として活用することができるようになりますので、本事業の成果を本

観光圏の魅力の向上に活かしていきます。 
 
 
７ 国直轄権限代行事業の推進 
 
 本観光圏域内における移動の利便性を考えるとき、福島市・伊達市・相馬市を結ぶ、

国道１１５号線の整備は不可欠で

す。国道１１５号線は「阿武隈東道

路」の整備が国直轄権限代行事業と

して着工されており、「霊山道路」

の整備についても、県において国直

轄権限代行事業として整備するよ

う要請されています。 
 この２つの路線は、本観光圏域に

おいて東西をつなぐ最重要道路で

あり、「モノ」や「人」や「心」を

運ぶ「道」によって結ばれる本観光

圏域にとって、必要不可欠な「道」

となります。本計画の推進により、

福島市･二本松市･伊達市３市の「内陸」と相馬市の「沿岸」が結ばれ、はじめて一つの

広域観光圏域としての実力（ちから）が発揮され、２泊３日以上の滞在をより促進する

ことができるようになります。 
 本事業の成果は、本観光圏整備実施事業の「誰でものんびり素敵なふれあいプログラ

ム開発事業」（a－７）、「海の幸、里の幸、山の幸『食』プラン開発事業」（a－８）、「ふ

くしま体験物語事業」（ｂ－２）、「ふるさと相馬ブランド化推進事業」（b－１６）、「体験

型観光施設の利活用事業」（b－１７）、「ふくしま観光圏二次交通サービス向上事業」（ｃ

－１）、ボランティア・コンシェルジュ及び観光案内ボランティア養成事業、「観光圏各

種モニターツアー事業」（e－１）等、多くの事業を支えることになります。 
以上のことから、国直轄権限代行事業として社会資本整備事業の一つに掲げ、上記の

観光圏事業と総合的に結び付けることで、本観光圏域における２泊３日以上の滞在促進

を図っていきます。 
 また、直轄河川阿武隈川を渡り、二本松市と本宮町を結ぶ菅田橋の国委託事業も大切

な事業です。これら地域に広がる主要な「道」は、体験型観光によって２泊３日以上の

滞在を促進するために、移動の利便性、地域の魅力の発掘等に欠かせない社会資本とな

っています。今後は、本観光圏整備の中で社会資本整備の成果を活かし、広域観光の推
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進を図ります。 
８ 常磐自動車道の整備に関する事業 
 
 圏域の広がりを考えるとき、観光道路として

重要な道路が数多くあります。 
 高速交通網を見ると、まず、首都圏を起点と

し仙台市に至る総延長約３５０ｋｍの常磐自

動車道の整備が挙げられます。 
太平洋沿岸の主要都市を通過し、東北地方と

首都圏を結ぶ本道路は、東北自動車道、東関東

自動車道、北関東自動車道、磐越自動車道、東

北中央自動車道と接続し、緊急時における代

替・迂回などのネットワーク機能を強化しなが

ら、高速交通体系を形成する主要な高規格幹線

道路です。 
本観光圏域においても、首都圏をはじめ、広

い範囲からの集客、それによる地域間交流の活

性化、地場産品提供の加速化・遠距離化など、

観光物産の発展に大きく寄与するものと考え

られます。観光圏整備事業の中で、相馬地域へ

の誘客のためにも、常磐自動車道路の全線開通

に向けた事業は非常に重要なものであります。 
相馬市にかかる｢常磐富岡～亘理間｣の開通

が平成２６年度に予定されており、本整備計画終了の２年後には常磐自動車道の全線が

開通します。このことにより、本整備計画に従って整備された本観光圏域の魅力を、余

すことなく首都圏からの来訪者に提供することができるようになります。一方、首都圏

からの距離が近くなることで、本圏域が通過地点になる可能性もあります。そのリスク

に対しても、本観光圏整備事業では「ＥＴＣアクティブドライブチャンス事業」（ｃ－６）

などの事業を配置し、今後利用者の増加が予測されるＥＴＣカードの活用などにより、

本観光圏域に足を止めさせる事業を今から展開していきます。 
 
 
９ その他、観光面において主要な道路の整備に関する事業 
 
内陸部では、福島市から飯坂温泉や摺上川ダムを通って、山形県・宮城県に抜ける「国

道３９９号」は、本観光圏と白石市･南陽市を結ぶ「おとぎ街道」と接続され、南東北の

観光全般における旅のストーリー性を考えたとき、非常に重要な路線となります。 
また、本観光圏域から宮城県丸森町まで「阿武隈急行鉄道」運行されていますが、圏

域外ではあるものの、丸森町から亘理町を経由して相馬にいたる地方道は、ヘルスツー

リズムの主要な移動手段として考えられる「自転車」による移動を考えたときに、本観

光圏の中で、沿岸部の相馬市と内陸の３市をつなぐ重要な社会資本となります。 
 さらに、相馬地方と二本松市を結ぶ広域観光路線としての「国道４５９号」や「主要

地方道原町･二本松線」、全国的に有名な桜「滝桜」のある三春町へ続く「三春･石川線」

など、本圏域と外とをつなぐ主要な道路についても、本観光圏域の魅力を高め、２泊３

日以上の滞在を促進するために大変重要な社会資本です。これらの整備によって、本圏

域への誘客の促進、来訪者の利便性の向上、多様で多彩な観光コンテンツの提供などが
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図られ、２泊３日以上の滞在促進につながります。 
１０ 自然を体感する道路整備に関する事業 
 
自然体験を重要なコンテンツと位置づけている本観光圏域においては、｢安達太良ミド

ルライン（県道岳温泉・大玉線）｣に代表されるように、観光振興の上で非常に重要な路

線もあります。また、体験交流地区に位置付けている｢伊達市｣を中心に、豊かな自然に

恵まれた地域が多く、観光に活用できる道路として｢林道｣も重要な社会資本となります。 
現在、重要な位置づけにある林道としては、伊達市の「大霊山線」が挙げられます。

本路線は、林野庁の「森林居住環境整備事業」で整備する延長約９ｋｍの広域基幹２車

線林道として、総工費４５億円で平成８年度に事業採択されたものです。 
計画地周辺に国指定史跡名勝及び県立自然公園の「霊山」があり、霊山こどもの村を

はじめ、湧水の里、自然登山道路等の施設整備がなされており、観光との連携でとても

重要な林道整備となっています。終点側に霊山神社、森林公園（霊山湧水の里）など観

光施設があり、本観光圏の体験交流地域の周遊ルートとしても大きな期待が寄せられて

います。事業の進捗率は現在約５０％でありますが、本計画が完成することで、観光圏

整備実施計画における「誰でものんびり素敵なふれあいプログラム開発事業」（ａ－７）、

「ふくしま観光圏二次交通サービス向上事業」（ｃ－１）などの成果が、より質の高いも

のになることが予測されますので、これら観光圏整備実施事業を活用して圏域の魅力を

高めていきます。 
 
全体計画 

起点：伊達市霊山町石田字行合道地内  （国道１１５号線に接続） 
終点：    〃     大石字若松地内    （県道丸森・霊山線に接続） 
全体計画延長 Ｌ＝9,000ｍ 
総事業費     4,500,000 千円 
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本観光圏整備事業を効果的に推進するためには、本観光圏に関わる社会資本である、

これらの整備が大変重要です。本観光圏を訪れる多くの来訪者のためにも、観光圏整備

実施事業等を通し、圏域全体としてこれら事業の成果を活かして広域観光を推進してい

きます。 
 
 

環境保全に係る計画 
 
 圏域内で滞在促進地区となっている岳温泉郷と、土湯・高湯温泉郷は、環境省から「国

民保養温泉地」としての指定を受けています。 
国民保養温泉地とは「温泉の公共的利用の増進を図るため、温泉の効能が顕著である

こと、湧出量が豊富であること、付近一帯の景観が佳良であること等の条件を満たした

温泉地」として環境省が指定する温泉地で、長期滞在型の温泉地づくり事業を行ってい

ます。 
 岳温泉においては、昭和３０年に指定を受け、源泉の保護、自然景観の保護をとおし、

「湯治」「保養」「青少年の合宿訓練」等の長期滞在を方針に掲げています。近年は、ウ

ォーキングの効果に着目し、自然の中を歩き、温泉を利用し、「健康づくり」を進めるプ

ログラムを開発するほか、自然環境そのものにもローインパクトな循環型社会に相応し

い温泉地を目指し、残菜のリサイクル有機肥料化などにも取り組み、効果を上げていま

す。 
 平成１１年４月に指定を受けた土湯・高湯温泉郷は、土湯温泉と高湯温泉の二つの温

泉地で形成されており、それぞれに特徴のある温泉地づくりを行っています。 
 土湯温泉では、ミズバショウ・ツツジ・ヒメサユリなどの花々による「花の温泉地づ

くり」が進められているほか、荒川等の河川と湖沼群を活用した「水辺の温泉地」とし

ての魅力向上の事業が実施され、マイナスイオンにより健康効果を高めるプログラムや、

温泉地の魅力そのものである源泉を探訪するプログラムなどが数多く行われ、大きな効

果を上げています。 
 高湯温泉では、吾妻山麓の豊かな自然に触れる、昔ながらの湯治場としての面影を残

しつつ、医療効果を表に出し、新しい「健康」「保養」のニーズにこたえる事業が行われ

ています。具体的には、温泉センターとなる公衆浴場が整備され、遊歩道や温泉公園の

整備なども行われています。 
 本観光圏整備計画においては、観光圏のブランドとして「バリアフリー観光」「自然体

験」「農業体験」などをはじめとする様々なソフト事業の充実を上げていますが、それら

は、これまで計画されてきた国民保養温泉地の計画をはじめとする環境保全にかかる計

画と整合する計画となっています。 
 
 
子ども農山漁村交流プロジェクトに係る計画 
 
 子ども農山漁村交流プロジェクトは、平成２０年度において実施している箇所が１箇

所、申請を出している箇所が１箇所、平成２１年度において申請を予定しており、現在

準備中の箇所が１箇所あります。 
平成２０年度から実施している地区は、滞在促進地区の｢土湯温泉｣から１０分ほどの

ところにある｢福島市荒井地区｣です。荒井地区は野菜・花卉などを生産している農業地

帯であり、地域の有志のグループと観光事業者との連携により事業が進んでいます。 
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平成２０年度に新たに申請を出した地区は、滞在促進地区にもなっている「福島市飯

坂地区」です。飯坂地区は果樹の産地であり、既に実行組織も構成され、平成２０年度

に準備、２１年度には事業が実施できる体制となっています。また、同じく滞在促進地

区の土湯温泉町地区では、独自に農業体験事業が進行しています。 
平成２１年度以降の申請に向けて、平成２０年度から準備に入っている地区としては、

前地区と同様に滞在促進地区になっている「相馬市松川浦地区」です。松川浦地区では、

これまでも海を感じられる様々な自然体験プログラムを展開してきましたが、それらを

さらに進め、地域の主要産業である漁業を、漁村の住民との交流の中で体験する「子ど

も農山漁村交流プロジェクト」に格上げを予定しています。 
本計画では、それぞれの地域の特性を活かしながら連携を図り、実施計画の中で｢ふる

さと農業体験事業｣として実施することとし、総合的な支援を要請していきます。 
 
 
 
（８）協議会に関する資料等 
 
協議会規約  
  

「福島市･相馬市･二本松市･伊達市 観光圏協議会」規約 
 
第１章 総則 

（名称） 
第１条 本会は、福島市・相馬市・二本松市・伊達市 観光圏協議会（以下「協議会」

という。）と称する。 
（事務所） 

第２条 協議会は、事務所を福島市役所内に置く。 
（目的） 

第３条 協議会は、観光地相互間の連携によって観光圏を形成し、その観光の魅力の増

進により国際競争力を高め、国内外からの観光旅客の来訪及び滞在を促進することを

目的とする。 
（業務） 

第４条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる業務を行う。 
（１）観光圏整備計画の策定に関する業務 
（２）観光圏整備実施計画に関する業務 
（３）観光圏整備事業補助事業に関する業務 
（４）その他協議会が定める業務 

 
第２章 構成員等 

（協議会の構成員） 
第５条 協議会は、別表に掲げる構成員をもって組織する。 
（届出） 

第６条 構成員はその氏名及び住所（構成員が団体の場合については、その名称、所在

地及び代表者の氏名）に変更があったときは、遅滞なく協議会にその旨を届けなけれ

ばならない。 
（顧問） 

第７条 協議会に顧問をおくことができる。 
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２ 顧問は協議会の運営に対して、助言を行う。 
３ 顧問の任期は２年とし、再任を妨げない。 

 
第３章 運営等 

（協議会の運営） 
第８条 協議会の役員として、会長１名、副会長３名、及び監事２名を置く。 
２ 役員の任期は２年とし、再任を妨げない。なお、補欠により選任された役員の任期

は、前任者の残任期間とする。 
３ 会長、副会長は、構成員である地方公共団体の長の中から選出する。 
４ 会長は協議会を代表し、会務を総括する。 
５ 副会長は会長を補佐する。 
６ 会長に事故がある場合は、副会長の中からあらかじめ会長が指名するものが、職務

を代理する。 
 
７ 監事は総会において構成員の中から選出する。構成員が団体である場合には、団体

の代表者とする。 
８ 監事は協議会の会計を監査する。 
９ 協議会は、原則として公開する。 
10 協議会の事務局は、福島市商工観光部観光課において処理する。 

 
第４章 総会 

（総会の種別） 
第９条 協議会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。 
２ 総会の招集は会長が行い、会長が議長となる。 
３ 通常総会は、毎年１回以上開催する。 
４ 臨時総会は、会長が必要と認めたときに開催する。 
５ 総会は、次の事項について審議、議決する。 
（１）規約の改廃に関する事項 
（２）事業計画及び事業報告に関する事項 
（３）予算及び決算に関する事項 
（４）顧問の推挙に関する事項 
（５）その他、協議会の運営に関する重要な事項 
（総会の議決方法） 

第１０条 総会は、構成員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない。 
２ 構成員は、総会において各１個の議決権を有する。 
３ 協議会の議決の方法は、出席者の多数決とする。 

 
（協議結果の取り扱い） 

第１１条 協議会において協議が整った事項については、協議会の構成員はその協議の

結果を尊重しなければならない。 
（議事録） 

第１２条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。 
２ 議事録は、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載する。 
（１）日時及び場所 
（２）構成員の現在数、当該総会に出席した構成員数、当該総会に出席したとみなさ

れたものの数及び当該総会に出席した構成員の氏名 
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（３）議案 
（４）議事の経過の概要及びその結果 
（５）議事録署名人の選任に関する事項 

３ 議事録は第２条の事務所に備え付けておかなければならない。 
 
第５章 業務計画 

（業務計画） 
第１３条 協議会の業務計画は、会長が作成し、業務開始前に総会の議決を得なければ

ならない。 
２ 前項の業務計画を変更しようとする場合についても、同様とする。 

第６章 会計 
（事業年度） 

第１４条 協議会の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 
 
（資金） 

第１５条 協議会の資金は、次の各号に掲げるものとする。 
（１）国土交通省からの補助金 
（２）福島市、相馬市、二本松市、伊達市からの交付金、負担金等 
（３）その他の収入 
（資金の取り扱い） 

第１６条 協議会の資金の取り扱い方法は、別途会計処理規定で定める。 
（事務経費支弁の方法等） 

第１７条 協議会の事務に要する経費は、第１５条の資金をもって充てる。 
（収支予算） 

第１８条 協議会の収支予算は、事務局が作成し、事業開始前に総会の議決を得なけれ

ばならない。 
 
第７章 代表者 

（代表者） 
第１９条 総会の決定に基づき、観光圏整備事業費補助事業の業務を執行するために、

代表者を置く。 
２ 協議会の代表者は、構成員の中から別に定め、観光圏整備事業費補助事業の代表者

とする。 
（監査等） 

第２０条 事務局は、毎事業年度終了後、観光圏整備事業費補助事業の代表者に対し、

当該補助事業に関する監査を実施しなければならない。 
２ 事務局は、監査終了後において、監査報告書を作成して会長に報告するとともに、

会長はその監査報告書を総会に提出しなければならない。 
第８章 雑則 

（細則） 
第２１条 観光圏整備事業費補助金交付要綱その他この規約に定めるもののほか、協議

会の事務の運営上必要な細則は、会長が別に定める。 
 
附則 
１ この規約は、平成２０年 ７月 ３日から施行する。 
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協議会役員 
会 長  瀬戸孝則（福島市長） 
副会長  立谷秀清（相馬市長） 

三保恵一（二本松市長） 
仁志田昇司（伊達市長） 

 
 
協議会顧問 
国土交通省東北運輸局長       木場宣行 氏 
株式会社ジェイティービー常務取締役 清水愼一 氏 

 
 
 
協議会代表者 
福島市観光開発株式会社 

所 在 地  福島市中町６－３１（福島県農業共済会館３階） 
代表者氏名  代表取締役社長  本田 仁 

 
 
協議会事業計画 
１ 観光圏整備事業 
（１）観光圏として認定を受けるための観光圏整備計画を作成するとともに、圏域の

現状に合わせた整備実施計画〔整備事業〕の作成を推進する。 
（２）圏域の観光資源を調査し、データベース化を図る。 
（３） 観光圏整備実施事業の一つとして、観光圏のブランドネーム、ロゴを開発する。 
（４）観光圏整備実施事業の一つとして、観光圏案内所を整備する。 
（５）観光圏整備実施事業の一つとして、モニタリング調査を実施する。 
（６）観光圏整備計画に基づく、観光圏整備事業期間中の具体的な実施計画の作成を

推進する。 
 
２ 協議会組織の運営 
 観光圏整備計画の推進に向け、総会や研修会の開催をはじめ、参加自治体及び各構

成員間の相互交流を図り、協議会の円滑な運営に資する。 
 
 
協議会運営予算  4,700,000 円 
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（９）住民その他利害関係者の意見を反映させるための措置及び反映内容 
 
 本計画の策定に当たって、住民の意見を反映させるために、各市における観光振興計

画等、観光に関わる諸計画の立案のために組織されている市民懇談会・住民懇談会等に

本計画素案を提示し、意見を反映させる措置を取りました。 
その際に、出された意見、及びその意見に対する考え方・反映内容は次のとおりです。 

 
 
№ 意     見 協議会の考え方・反映内容 
 福島市・伊達市・二本松市と、相馬市は

離れすぎてないか。 
福島市から相馬市まで、車で約１時間、

この時間は、福島市から浄土平までの時

間とほぼ一緒です。車で１時間の移動時

間は世界標準では近いほうかもしれま

せん。問題は、福島と相馬の間が峠越え

であること、交通手段が自家用車しかな

いことです。これらを解決するために

も、一つの観光圏として協力してゆくこ

とが大切です。相馬・福島間の道路整備

も、観光圏から促進したいと考えていま

す。 
 高齢者や障がい者に優しい観光地にな

ることは素晴らしい。観光地のバリアフ

リー化を是非進めてほしい。 

本観光圏の基本的な方針に「誰もが旅を

楽しむことができる」ことを謳っていま

す。今後も、圏域のバリアフリーを進め

て参ります。 
 飯坂温泉や福島市内で行われている「ほ

ろ酔いウォーク」のような事業を、宿泊

客が年間を通して楽しめるようにして

欲しい。 

ご提案のような事業を進めるため、「観

光旅客の宿泊に関するサービスの改善

及び向上に関する事業」の中に、福島の

「食」バラエティー宿泊パック推進事業

を加えました。 
 相馬市と一緒に野馬追を行う南相馬市

や、スカイラインの出口になる猪苗代

町、岳温泉の隣でフォレストパークがあ

る大玉村などとは一緒にやらないのか。

また、「天地人」の米沢市とは連携を取

らないのか。 
 

本観光圏の圏域は、これまでも観光事業

として特につながりがあった「塩の道」

「花街道」と言う２つの流れから誕生し

た圏域です。今後、南相馬市や、猪苗代

町、大玉村、米沢市等とも連携を深める

中で、圏域が拡大される可能性もありま

す。 
 相馬市と福島市をつなぐ路線交通を整

備して欲しい。 
福島市だけでなく、二本松市や伊達市

も、海を持っておりませんので、相馬市

との間を結ぶ路線交通は大変重要な課

題です。ご提案を受け、本計画では二次

交通の調査・整備としていくつかの事業

を挙げることにいたしました。計画期間

全体をとおして、様々な角度から相馬市

と、ほかの３市を結ぶ二次交通について
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検討いたします。 
 伊達市には宿泊地がないので観光圏に

入っても意味がないのではないか。 
伊達市には、霊山をはじめたくさんの体

験施設があります。これらは２泊３日の

滞在を促進するために欠かすことので

きない大切な資源です。伊達市をはずし

て本観光圏は考えられませんので、ご理

解くださるようお願いします。 
 岳温泉の元気再生事業や、飯坂温泉の都

市再生事業と合わせて、自慢できる観光

地になって欲しい。 

施設などのハードを整備して見た目の

豪華な観光地になっても、お客様に喜ば

れるとは限りません。自慢できる観光地

になるためにも、観光関係者だけでな

く、地域住民の皆様と力を合わせておも

てなしの観光圏づくりを進めて参りま

す。 
 観光で来た人がたくさんお土産を買う

ような物産館が必要。 
観光圏整備事業で施設を新しく設置す

るような事業（ハード事業）はできませ

んが、観光圏の整備により多くのお客様

がおいでになるようになったとき、地元

の事業者の皆様が協力してお土産を販

売するお店を出すようになることが期

待されています。本計画も、最終的には

地域経済の活性化を目標の一つにして

おりますので、ご理解くださるようお願

いします。 
 観光地にするのではなく、住民にとって

住みやすいまちづくりのほうが大事な

のではないか。 

観光地としての整備は、住民にとって住

みよい地域の整備と相反するものでは

ないと考えております。「住んで良し、

訪れて良しのまちづくり」を目指して、

お客様に優しいまちは住民にも優しい

まちであるよう、整備を進めて参りたい

と考えております。 
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くだもの 
観光エリア

参考資料 
 圏域図 

県市町村界を示した地図に、観光圏の区域及び滞在促進地区の位置を示したもの。 
 
 
 
 

 
 
 
 

福島市 
伊達市 

相馬市 
二本松市 

山
岳
観
光
エ
リ
ア 

温
泉
宿
泊
エ
リ
ア 

体験型観光

エリア 

レクリエーション・ 
レジャー・スポーツエリア 

海の味覚

エリア 
海あそび

エリア 

滞在促進地区 

福島市 
（飯坂温泉、穴原温泉、土湯温泉、 
土湯峠温泉、高湯温泉、福島市市

街地地区等） 
二本松市（岳温泉、塩沢温泉） 
相馬市（松川浦） 

海遊びエリア 


