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 政府により策定された「観光ビジョン実現プログラム2018」の施策である「魅力ある公的施

設・インフラの大胆な公開・開放」の取り組みの中で，関東地方整備局の公用財産である「第

二海堡」の公開による地域の観光振興が目標の一つとして挙げられた．関東地方整備局港湾空

港部及び東京湾口航路事務所では，この「第二海堡」を活用したインフラツーリズムを推進し

てきたところであるが，2018年に第二海堡上陸ツーリズム推進協議会においてトライアルツア

ーが開催され，2019年には本格ツアーの開催に至った．本稿は第二海堡のインフラツーリズム

への対応と今後の課題について取りまとめたものである． 
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1.  はじめに 

 2016年に策定された「明日の日本を支える観光ビジョ

ン」では観光先進国に向けて，表－1のとおり目標が設

定された．この目標を達成させるため，政府は「観光ビ

ジョン実現プログラム」を2017年，2018年と策定してい

る．この「観光ビジョン実現プログラム」は，今後１年

を目途とした観光に関する行動計画について決めたもの

であり，直近の2018年に策定された「観光ビジョン実現

プログラム2018」では，魅力ある公的施設・インフラの

大胆な公開・開放など「観光資源の保存と活用のレベル

アップ」をテーマの一つとして設定している．公共施設

や土木景観を観光資源と位置づけ，観光旅行を実施する

行為はインフラツーリズムと呼ばれ近年増加傾向にあり，

訪日外国人増加を目的に政府はこれを積極的に推し進め

るているが，今回の「観光ビジョン実現プログラム2018」

では関東地方整備局所管であり一般公開の成されていな

かった「第二海堡」や限定的に公開されていた「首都圏

外郭放水路」が新規公開・開放対象として挙げられてい 

 

表－1 「観光ビジョン」目標 

 2020年 2030年 
訪日外国人旅行者数 4,000万人 6,000万人 
訪日外国人旅行消費額 8兆円 15兆円 
地方部での外国人延べ宿泊者

数 
7,000万人泊 1億3,000万人

泊 
外国人リピーター数 2,400万人 3,600万人 
日本人国内旅行消費額 21兆円 22兆円 

 

る．東京湾口航路事務所では，従前よりこの第二海堡を

含んだ開発保全航路(以下「東京湾中央航路」という．)

において航路保全事業を実施しており，東京湾中央航路

の管理・保全や航路への土砂流入防止を目的とした第二

海堡の護岸工事を実施してきたところであるが，今回こ

れを受け，当局港湾空港部と東京湾口航路事務所，及び

関係者を含んだ協議会において，第二海堡の公開による

地域振興を目指した上陸ツーリズムの実現に向けた検討

を行った． 

 

2.  第二海堡 

 

 第二海堡は，首都防衛のため明治～大正時代に千葉県

富津岬沖から神奈川県観音崎沖側にかけて造成された3

写真-1 第二海堡 
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つの人工島の一つである(写真-1)．東京湾要塞の一部と

して海上に建設された「へ」の字型の要塞（海堡）には

水平射撃に優れたカノン砲等を備えており，関東大震災

の被災を受けながらも昭和期には高角砲へと兵装を変え

て第二次世界大戦の終戦まで運用され，終戦後は武装解

除に伴い砲台ごと破壊され海堡としての役目は終えた．

現在は航路を往来する船舶のための灯台等が設置される

など活用されている．また，開発保全航路の管理上、航

路状況を把握するためのAIS，レーダー及びカメラ等の

設備を航路近辺に確保する必要があることから，航路保

全事業を実施している当局が公用財産として第二海堡の

大部分を管理している．なお，「海堡」は日本でこの第

二海堡のほかには上述の3つの人工島の残り二つである

第一海堡と第三海堡のみである． 

波浪により護岸の劣化が進んだことにより災害時に土

砂が流出し航路を塞ぐ恐れがあるため2007年より護岸整

備工事を進めており，かつ東京湾中央航路を監視する航

路管理施設が配備されていることから現在は許可が無い

者は上陸禁止としているところであるが，島内にはいま

だ明治期～大正期に建設された構造物が多く現存してい

る．このため，第二海堡は千葉県の埋蔵文化財包蔵地に

指定されている．第一海堡も同じく千葉県の埋蔵文化財

包蔵地に指定されているが，かつて存在した港が砂で埋

まったため船を接岸することができないことや，不発弾

が存在する可能性があることから一般の立ち入りが禁じ

られている．また，第三海堡は関東大震災で壊滅的な損

傷を受けたことで暗礁と化してしまい，船舶航行の安全

を妨げることから2007年までに撤去された． 

このように，国の業務に供しているため一般市民や訪

日外国人の立ち入りが難しいことや歴史的に価値のある

軍事遺構であること等から有効な観光資源として「観光

戦略実行推進タスクフォース」において第二海堡の公

開・開放が提言された．また，近隣の横須賀市にも第二

海堡と同様に東京湾要塞の一部であった猿島があり，市

内の他の軍事遺構と共に旧軍港4市の一つとして「日本

遺産」に認定されている．こちらは既に一般公開されて

おり，年間多くの人が訪れる観光スポットとなっている

ため，こちらとの相乗効果も期待できる． 

なお，第二海堡は千葉県の埋蔵文化財包蔵地に指定さ

れているが，前述のとおり島自体は一部を除き関東地方

整備局の財産であるため，当局が主導のもとインフラツ

ーリズムに取り組んでいる． 

 

3.  第二海堡上陸ツアーに向けた取り組み 

 

(1)方針 

 観光資源として国の事務・事業に使用する公用財産

の一般公開を進めるため，第二海堡公開までの基本方

針を下記の通り検討した． 

① 上陸には当局の許可を必要とする． 

② 公共事業の妨げにならないものとする． 

③ ツアーの運営主体は民間とする． 

④ 2018年度中に試行的に公開し，インフラツーリズ

ムとしての適性を確認する． 

⑤ ④の結果を踏まえ，整備が必要なものを検討 

⑥ 事前に旅行業者と現地踏査を行い，第二海堡の観

光資源的特徴を把握する． 

 

(2)関係者調整 

一般公開に向けて調整をする中で，第二海堡をどのよ

うに活用すべきかを判断するため，④のとおり試験的な

ツアー(以下「トライアルツアー」という．)を行い課題

を抽出することとした．このトライアルツアーに向け，

まず行ったのは第二海堡関係者との調整である．関係者

は，海上保安庁第三管区海上保安本部・(一財)海上災害

防止センター・千葉県・富津市・漁業協同組合である．

第二海堡には海上保安庁第三管区海上保安本部が所有す

る灯台や海上災害防止センターの消火作業の訓練施設等

が存在しており，一般公開対象にこれらの施設は含んで

はいないが周辺に立ち入ることとなるため各管理者の合

意を得る必要がある．また，周辺は好漁場となっており，

円滑なツーリズム実現のため漁業協同組合とも調整を行

っている． 

 

(3)現地踏査・推進協議会発足 

 関係者の了解が得られた後，トライアルツアーの企画

を行うため⑥のとおり民間の旅行業者・船舶運航会社を

交えて現地踏査を行い，ツアーを実施する側からの見解

を確認した．結果は好評であり，第二海堡は特別感・限

定感から集客の可能性を秘めているものだとの評価もあ

った．ただし懸念事項としては，防波堤等が無いため着

岸地点の静穏度を確保しにくく，欠航率が高くなりそう

との意見もあった．また，第二海堡の管理・運営につい

て検討する官民での協議会を設置してはどうか，という

提案を受け，2018年7月3日に第1回第二海堡上陸ツーリ

ズム推進協議会を開催し(写真-2)，トライアルツアーの

写真-2 第二海堡上陸ツーリズム推進協議会 
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公募要領や上陸手続等について検討を行った．また，同

年7月10日には協議会関係者54名により，旅客船接岸時

及び上陸ルート等の安全性確認を目的とした渡島テスト

を実施し，その後開催した第2回協議会にて課題やトラ

イアルツアーの公募要領等に関する議論を行っている．

その結果，歩行経路に改善の余地が見受けられた事や，

危険箇所に対する認識を共有した． 

 その後，協議会にて検討した公募要領に基づきトライ

アルツアーの実施会社を公募し，5社が実施の意思を示

したため，各種調整の上2018年8月24日～11月25日まで

の間にトライアルツアー(写真-3)が全22回実施され，延

べ1.024名が第二海堡に上陸したが，大きな問題もなく

好評のうち終了させることができた． 

 

4.  本格ツアー開始に向けた取り組み 

 

(1)アンケート結果 

トライアルツアー終了後に行われた第3回協議会にお

いては，トライアルツアーの実施報告と本格ツアーに向

けた改善点・課題についてが議論された．トライアルツ

アーでは協議会において作成したアンケートを実施して

おり，その結果を図-1に示す．ツアー参加の目的は，現

地踏査時の旅行業者の見解にもあった「特別感・限定感」

によるものが最も多く，次いで第二海堡の特徴でもある

「軍事遺構」に対する興味という回答が多かった．第二

海堡は海上に位置し，基本的には関係者以外立ち入りで

きないことから，公園のように自由に気軽に訪れること

ができず，今後も特別感・限定感が損なわれることはな

いものと思われる．また，第二海堡の遺構については文

化財として保存してほしいとの意見が多かった． 

 

(2)課題・改善点 

課題として挙げられたのは欠航時の対応である．トラ

イアルツアーは計31回計画され，うち8回は荒天で中止

となった．第二海堡までの船路は風や波浪によって運航

できるかが左右されるため，直前にならないとツアー催

行の判断ができないので，中止の場合の参加者への連絡

が直前となってしまう点が問題視された．場合によって

は予約していた施設やバス等のキャンセル処理も生じる

ため，インフラツーリズムを推進する上で検討しなけれ

ばならない事項である．また，地元の観光消費にどう繋

げていくかという意見もあった． 

改善点としては，ツアーの満足度や印象は案内ガイド

に頼るところが大きいため解説を記載した看板があれば

満足度が上がるとの意見や，ごみの漂着が多いため環境

整備が必要との意見もあった．また，島内遺構に対する

改善点や第二海堡の整備方針についても意見が挙がった

が，実施上大きな問題もなく概ね満足度が高いという結

果が得られたため，トライアルとしては成功と言える．

この結果を踏まえ，2019年3月以降より本格ツアー(通

年)を開始することを決定した．なお，港湾関連の公的

施設を観光目的として一般公開することは第二海堡が初

の事例である． 

 

(3)ツーリズムの連携協定者選定 

公開に際しては，ツアーの調整者としての役割を持っ

た「連携協定者」を公募して定め，各社によるツアー実

施の受付業務や各種関係者との調整を連携協定者が行う

形式とした．これには2019年2月18日に実施された第4回

協議会にて「東京湾海堡ツーリズム機構」が選定された．

本格ツアー実施にあたってはこの東京湾海堡ツーリズム

写真-3 トライアルツアー 

図-1 トライアルツアー実施アンケート結果 
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機構が窓口となり，関係者との調整や旅行業者の日程調

整・PRを行うこととなる． 

 

(4)地域振興に向けた連携 

 第二海堡上陸ツアーを地元産業と連携させることによ

りツアーに安定的な需要を持たせると望ましい．本格ツ

アー開始後は地域振興に関する施策などの調整は連携協

定者が行うこととしているが，本格ツアー開始前までに

も，地元産業との連携のため横須賀集客促進実行委員会

による視察が行われたり，関東学院大学と関東地方整備

局が連携協定を締結し学生へ研究の場を提供するなどし

ている． 

 

5.  今後の課題 

 

 今後の課題としては大きく以下のものが考えられる． 

① 欠航率の改善 

② 着岸場所の静穏度確保(乗客の乗降に関して) 

③ 危険箇所に対する安全対策 

④ 島内の案内情報について 

⑤ 漂着ゴミに対する対応 

⑥ 当局実施工事や既設施設を避けた歩行ルートの確保

等 

⑦ 地元の観光消費にどう繋げていくか 

 ただし，島自体がツアーの目的物であるため，整備し

すぎると価値が損なわれる懸念があるなど検討が必要で

ある．また，①や②に関してもハード面から対策すると

防波堤の整備などが必要となるが，簡単には実現ができ

ない上ツアーの実施状況によっては不要と判断できる可

能性が考えられるので，ツアーの経過を注視したうえで

改めて検討する必要がある．  

 旅行者の満足度や安全性向上・地域振興を目的とした

③～⑦については推進協議会や地元自治体・機構と協議

しつつ適宜検討を進める．なお，これらに対してはVR

コンテンツ(図-2)やQR付案内看板などのICTの導入も有

効と思われる．案内ガイドの説明は口頭によるものだが，

「百聞は一見にしかず」という通り視覚による情報は旅

行者の理解度向上に大きく寄与し，満足のいくツアーを

提供することができる．また，視覚情報であれば言葉が

十分に理解できなくとも楽しめることから，訪日外国人

や子育て世帯のツアー参加が促されることも考えられる．

情報の電子化が進む昨今の社会状況を見れば，既存の施

設に大きく手を加えられない遺構の観光化に適する様々

な新技術が登場しているため，積極的に導入を検討して

いきたい． 

 他にもインバウンド獲得やリピーターの増加等，今回

確認された課題の他にも様々な課題・改善点が本格ツア

ーの経過により明確になっていくと思われるが，現状の

課題も含め都度推進協議会や関係者と共に検討していく

こととなる． 

 

6.  おわりに 

  

 2019年5月より無事本格ツアーが開催されている．公

用財産の民間による観光を目的とした一般公開というこ

とで整備局としては例のない取り組みではあったが，今

後無事軌道に乗り，横須賀・富津の両地域のますますの

発展を期待するばかりである．また，第二海堡を建造し

た当時の人々の思い，そして現在に至るまでの歴史が未

来を生きる人々の記憶から消えない様，多くの人々に是

非訪れて頂きたいと思う．  
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図-2 VRモデルのイメージ例 


