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２００７年１１月１９日 日本風景街道スタートアップセミナー

地域発案のシーニックバイウェイ北海道地域発案のシーニックバイウェイ北海道

～～““みちみち””をきっかけとした広域連携～をきっかけとした広域連携～

和泉和泉 晶裕晶裕

国土交通省北海道開発局国土交通省北海道開発局

函館開発建設部函館開発建設部 次長（河川・道路担当）次長（河川・道路担当）
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１．はじめに



基本移動基本移動

周遊移動周遊移動

高速性 快適性、円滑性

■観光交通の基本パターン

地域の魅力向上

交通の役割：

シーニックバイウェイ
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２．シーニックバイウェイ北海道とは？
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資料：北海道経済観光経済部

・観光でレンタカーを利用する割合は年々増加傾向
団体型から個人型

・道外観光客の２割はレンタカーを利用

来道観光客の周遊交通機関
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レンタカー認可事業社数

（各年北海道運輸局資料）（各年北海道開発局資料）

スタンプラリー応募者数

「道の駅スタンプラリー」は５万人もが応募する人気のイベント。

北海道観光では、自動車による個人又はグループの周遊型旅行は増加傾向にある。

背 景 ～ 「道の駅」から

シーニックバイウェイ北海道とは
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景 観
美しい

景観づくり

地 域
活力ある
地域づくり

観 光
魅力ある観光
空間づくり

シーニックバイウェイ北海道
地域の想い と ３つの連携要素

訪れる方に
みてもらいた

い！

地域経済を
元気に！

地域の想い

愛着と誇りの
もてる地域に！

ひと・みち

美しい地域
にしたい！

増える個人型観
光に対応したまち
づくりをしたい！

子供たち次世代に
残せる地域に！

地域の文化・歴史
を引き継ぎたい！

シーニックバイウェイ北海道とは
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米国連邦政府が指定するシーニックバイウェイは、オールアメリカンロードと
ナショナルシーニックバイウェイの２種類である。指定にあたっては、景観性、
歴史性、自然性、文化性、レクリェーション性、考古学性の６つの地域固有資
源で評価する。

オールアメリカンロード（AAR）は、
６つの固有特性のうち２つ以上が傑
出している必要があり、ナショナル
シーニックバイウェイ（NSB）は、
１つ以上該当しなければならない。
現在、AAR、NSBの計126カ所が指定
されており、その下に州指定や地方
自治体が指定するシーニックバイ
ウェイが相当数ある。

All American Roads

National Scenic Byways
第４回 ２００２年６月２５日指定
第５回 ２００５年９月２２日指定

米国におけるシーニックバイウェイプログラムとは？

シーニックバイウェイ北海道とは



シーニックバイウェイ北海道はさまざまな思いを
ルーツに持っています。

➣「道の駅」人気、スタンプラリー応募５万人！ （1993年～）
～ドライブ観光の地域経済への波及効果

➣北海道総合開発計画の策定（1996年）
～北海道が全国に先駆けてできることは景観！

➣帯広青年会議所勉強会（1996～1997年）
～場所論 「場所には意志がある」

➣商工会青年部連合会の活動（1999～2001年）
～４０才未満！ ４０才以上の活躍の場は？

➣「日本の無駄！農道・林道・北海道！」（2003年～）
～「熊しか走らない道路」

➣米国シーニックバイウェイ（2001年～）
～地域発案、地域主体。行政は黒子でBackup

➣様々な人との出会い
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●平成13年8月 国土交通省平成１４年度重点施策
北海道においてシーニックバイウェイに取組むことを公表

●平成15年2月 2年程度の試行を通じて制度を検討開始
「北海道におけるシーニックバイウェイ制度導入モデル検討委員会」
設置
●平成15年4月 モデルルートの指定・活動団体の募集
●平成15年7月 活動団体の認定

～ 試行期間 ～

●平成17年2月 委員会報告書とりまとめ
●平成17年3月 推進協議会設立

ルート提案の募集開始
●平成17年5月 第1回ルート指定
●平成18年４月第2回、11月第3回ルート指定

北海道新聞
平成13年8月21日

これまでの経緯

シーニックバイウェイ北海道とは
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‘‘みちみち’’をきっかけとして、をきっかけとして、

地域の方々が主役となって、地域の方々が主役となって、
行政や企業などと連携しながら、行政や企業などと連携しながら、
広域的に広域的に
「美しい景観づくり」「美しい景観づくり」
「活力ある地域づくり」「活力ある地域づくり」
「魅力ある観光空間づくり」に取り組んで、「魅力ある観光空間づくり」に取り組んで、
愛着と誇りの持てる地域を実現する取り組み。愛着と誇りの持てる地域を実現する取り組み。

シーニックバイウェイ北海道とは
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◇ 地域の方々が愛着、誇りを持ち、地域全体のホスピタリティを向上
させる取り組みの概念を表す日本語がなく、全く新しい概念。

◇「byway」の意味、「地域に立ち寄ってもらう」という意図が大切。

◇ 今後増大が見込まれるアジア圏外国人観光客に対し、英語表記でき
る方がＰＲが容易。

「シーニック（Scenic）」 シーン（Scene）・風景

「バイウェイ（Byway）」 わき道・寄り道

「シーニックバイウェイ」名称決定の理由（制度検討委員会）

シーニックバイウェイ・・・・なぜ横文字？
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シーニックバイウェイ北海道の役割と理念

地域資源の保全・改善による「美しい景観づくり」「活力ある地域づく
り」「魅力ある観光空間づくり」を行う

競争力のある美しく個性的な北海道を実現

連 携

行 政・全道各種団体等

安全・安心な交通の確保

美しい沿道景観・国土づくりの創出

普及啓発によるブランド化の確立

舞台装置づくり

地 域（住民,NPO,経済団体,企業等)

地域活性化への取り組み（提案・実施）

地域固有資源の再発見・保全・活用

地域情報の発信

地域への愛着、誇りの醸成
訪れる人へのホスピタリティの向上
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■千歳・支笏・洞爺・ニセコルート

■旭川・美瑛・富良野・占冠ルート

景観分科会 5団体
情報発信分科会 3団体
花分科会 6団体
体験観光分科会 3団体
ユニバーサル分科会3団体

第１回ワークショップ
○地域の連携
○地域資源の共有化
○情報の発信
○リソースセンターの役割

第２回ワークショップ
○分科会の設置

景観分科会 10団体
情報発信分科会 7団体

第１回ワークショップ
○パンフレットの作成
○食、ビューポイントの紹介
○ストーリーづくり
○共通の情報発信

第２回ワークショップ
○分科会の設置

ル
ー
ト
運
営
活
動
計
画
の
策
定

インターネットメーリングリストによる情報交換

ル
ー
ト
運
営
の
た
め
の
代
表
者
会
議

計
画
策
定
班
（
コ
ア
メ
ン
バ
ー
）

各ルートにおける連携の枠組みの経緯

ル
ー
ト
ス
ト
ー
リ
ー
づ
く
り



発案発案 実行実行

地域主体地域主体
活動団体、ﾙｰﾄ運営組織活動団体、ﾙｰﾄ運営組織

ブランドブランド
活用活用 情報提供情報提供

集客集客
誘導誘導

資金資金
収集収集

ノウハウノウハウ
提供提供

人材育成人材育成

連携連携

支援体制支援体制
推進協議会、行政、推進協議会、行政、
支援センター、企業支援センター、企業

連携促進連携促進

シーニックバイウェイ北海道における支援の概念シーニックバイウェイ北海道における支援の概念
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ルート指定の流れ
地域発案型、行政参加型のシステム
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制度運営の連携組織の役割
シーニックバイウェイ北海道推進協議会

・シーニックバイウェイ北海道の運営と改善

・シーニックバイウェイルートの指定、改善のための助言、支援

・「審査委員会」の設置による審査の透明性確保

・シーニックバイウェイ北海道の持続的推進のための調査、研究

・道内外の団体・企業や有識者からなる顧問グループの組織化による

シーニックバイウェイ北海道の効果的推進

・中長期的な取り組みの基本方針策定

北海道商工会議所連合会（会長）／北海道経済連合会／北海道商工会連合会／北海

道観光連盟／日本観光協会北海道支部／日本旅行業協会北海道支部／北海道農業協

同組合中央会／北海道林業協会／日本自動車連盟北海道本部／北海道市長会／北海

道町村会／北海道／林野庁北海道森林管理局／経済産業省北海道経済産業局／環境

省北海道地方環境事務所／国土交通省北海道運輸局／国土交通省北海道開発局（副

会長及び事務局）
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第
１
回
（
平
成
17
年

５
月

９
日
）

第
２
回
（
平
成
18
年

４
月
18
日
）

第
３
回
（
平
成
18
年
11
月
13
日
）

指
定
・
候
補
ル
ー
ト
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連携の場の提供と意識の向上

シーニックバイウェイ北海道の推進のポイント

新たな（知られていない）地域資源の発掘

自立に向けたコミュニティビジネスの展開

景観の保全・改善
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３．シーニックバイウェイ北海道
活動例
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魅
力
あ
る
観
光
空
間
づ
く
り

活
力
あ
る
地
域
づ
く
り

美
し
い
景
観
づ
く
り

シーニックバイウェイ北海道シーニックバイウェイ北海道
活動事例活動事例
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～清掃活動～ 『秋の４５３（ヨゴサン）キャンペーン』

【内 容】 秋の453（ヨゴサン）キャンペーンとして、支笏湖温泉から丸山分岐
までの国道453号の清掃活動を実施。今回は、支笏湖小学校が実施
している園地の清掃活動と実施日をあわせ、地域が一体となって清
掃活動を実施。

【主 催】 特定非営利活動法人 支笏湖まちづくり機構Ｎｅｏステージ
【実施日】 2005年9月30日（月）
【参加者】 40名

活動団体の取り組み事例 ～ 支笏・洞爺・ニセコルート ～



23

～清掃活動～～清掃活動～ ゴミゼロゴミゼロ(5/30)(5/30)、ﾖｺﾞｻﾝ、ﾖｺﾞｻﾝ(R453)(R453)キャンペーンキャンペーン

5月30日を5・3・0（ゴミゼロ）と題して、活動
団体と地元住民、大雪環境騎馬隊、行政が協同し
て120名ほどで国道237号（美馬牛～上富良野）道
道町道の沿道清の掃活動を実施。

活動団体の取り組み事例 ～ 大雪・富良野ルート ～
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自治体エリアの枠を超え、相互に参加（お手伝い）す
ることにより、地域景観の美化はもとより、個々の交
流と親睦をはかる。

活動団体の取り組み事例 ～ 釧路湿原・阿寒・摩周シーニックバイウェイ ～

～清掃活動～～清掃活動～ 阿寒湖温泉・幸福の森商店街清掃活動阿寒湖温泉・幸福の森商店街清掃活動
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～植栽、花植え活動～ 千歳エアポート花ロード３６

新千歳空港へのアクセス道路である国道36号を北の玄関
口としてふさわしい環境となるよう沿道植栽を実施。
市内小学校9校の他、千歳市、千歳フラワーマスターの会、
花倶楽部などが参加し、多年草である芝桜の植栽やプラン
ターを設置。

活動団体の取り組み事例 ～ 支笏・洞爺・ニセコルート ～
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～植栽・花植え～ 『シーニック花壇の整備（駐車帯の緑化活動）』

国道230号沿いの駐車帯（虻田町入口付近）に活動団
体の方が種から育てた３種類のマリーゴールドを植栽。
虻田町の玄関口として観光客を温かく迎えることを目的
に実施。
植栽後も定期的に活動団体が中心となり、清掃活動を
行っている。

活動団体の取り組み事例 ～ 支笏・洞爺・ニセコルート ～
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活動団体の取り組み事例 ～支笏洞爺ニセコルート～

北海道初北海道初 全道のシーニックバイウェイの情報拠点全道のシーニックバイウェイの情報拠点

～情報発信～～情報発信～『『シーニックバイウェイプラザシーニックバイウェイプラザinin中山峠中山峠』』

一般国道230号中山峠にある道の駅「望羊中山」。
地域を写真で魅せる「中山峠写真の森美術館」の館内に、「シー
ニックバイウェイプラザin中山峠」を設置し、制度の紹介や各
ルートの地域活動・観光情報などをお知らせしています。

支笏洞爺ニセコルートの紹介写真 残りの指定５ルートの紹介写真

指定ルートなどを紹介するパネル 制度を紹介するDVDの放映
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～情報発信～～情報発信～ 東オホーツクシーニックバイウェイ東オホーツクシーニックバイウェイMAPMAP

【内 容】 東オホーツクシーニックバイウェイのマップを作成。
シーニックデッキ、情報拠点、景観ポイント、景観の良いお店、イベント
などの情報、活動団体の紹介などを掲載。

【特 徴】 事務局４名の携帯電話番号が掲載
【配布部数】 ４０，０００部
【配布場所】 情報拠点、道の駅、観光案内所、レンタカー受付カウンターなど

活動団体の取り組み事例 ～ 東オホーツクシーニックバイウェイ ～
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活動団体の取り組み事例 ～ 支笏・洞爺・ニセコルート ～

～風景の活用・視点場づくり～～風景の活用・視点場づくり～
シーニックカフェくっちゃんシーニックカフェくっちゃんinin北四線北四線

NPO法人ニセコ羊蹄再発見の会(WAO)が、羊蹄山を
一望できる倶知安町北４線でのシーニックデッキの設
置し、コーヒー等を飲みながら風景を楽しむ場を提供。
ドライブで通過する観光客が立ち寄り１時間近くも風
景を楽しむ人も多かった。
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風景の活用～視点場づくり～シーニックカフェ開陽台牧場

活動団体の取り組み事例 ～ 釧路湿原・阿寒・摩周シーニックバイウェイ ～
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隣接地に足湯を整備

活動団体の取り組み事例 ～ 釧路湿原・阿寒・摩周シーニックバイウェイ ～

エゾシカバーガー

カフェ用オリジナルカップの製作

風景の活用風景の活用 ～シーニックカフェ～～シーニックカフェ～
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活動団体の取り組み事例 ～支笏洞爺ニセコルート～

京極町相川ビューポイントパーキング

ニセコ町黒川ビューポイント

パーキング

風景の活用～視点場づくり～ビューポイント駐車場整備

京極町更新ビューポイント

パーキング

：ビューポイントパーキング・とるぱ
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活動団体の取り組み事例 ～支笏洞爺ニセコルート～

◆H17年.3月京極町更新地区の尻別川沿い

に駐車帯を整備

▲案内看板の設置

▲尻別川越しに羊蹄山を望む

○ シーニック活動団体等による駐車帯の清掃・美化活動

駐車帯供用後に地域のシーニック
活動団体等（京極町景観を考える会、
高齢者事業団）による、駐車帯周辺
の枝払い、ごみ拾いなどの清掃・美
化活動や案内看板の塗り替えなど
が定期的に行われている。

◆地域ニーズの把握
（勉強会）

◆駐車帯整備への地
域提案と意見交換

▲ 着工前

▲ 着工後

風景の活用～視点場づくり～
京極町更新ビューポイントパーキング整備

（作業
前）

（作業
後）

（作業
中）
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活動団体の取り組み事例 ～支笏洞爺ニセコルート～

地域住民、行政が沿道の景観を改善するため、連携して効果的な沿道景観形成
事業を実施中

行政の取り組み地域住民の取り組み 連携

洞爺湖エリアでは、沿道看板調査を行い、利用されて

いない看板について地元の持ち主に交渉し、撤去。

地域住民主体の沿道景観整備の可能性を検証すると

ともに、他の地域での同様の活動の展開を検討。

◆屋外広告物の撤去 ◆◆収納型防雪柵への更新による景観向上収納型防雪柵への更新による景観向上

景観の改善 沿道景観向上への取組

整備状況（H19.3.31現在）
・国道２３０号：約２．０km
・国道２７６号：約１．５km
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活動団体の取り組み事例 ～支笏洞爺ニセコルート～

経年変化により、汚れや色あせが目立つ公共看板など
の塗り替えを住民が主体となって行う。

（作業前）

（作業後） （作業前） （作業後）

景観の改善 公共物看板色塗り替え
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•

～バスツアー～ 支笏湖シーニックシャトルバスの運行

支笏湖温泉から丸駒温泉、オコタンペ湖、樽前山7合目、
苔の洞門まで、支笏湖周辺を巡るシャトルバスを運行。
Ｎｅｏメンバーや地元住民がガイドとなり、地元ならではの
地域情報を提供するとともに、朝昼の２便を運行すること
で山登りや湯巡りなど各地への滞在を可能とした。

活動団体の取り組み事例 ～ 支笏・洞爺・ニセコルート ～
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レトロバスで５つの町村の国道・道道・町村道を通って、
ニセコ羊蹄エリアのオススメポイントを回るバスツアー。
乗客へアンケートを実施し、今後 の広域ビジネスの

可能性を検証。

～バスツアー～～バスツアー～
～シーニックなバスの旅～～シーニックなバスの旅～““ぐるっとぐるっと羊蹄一周バスツアー羊蹄一周バスツアー””

活動団体の取り組み事例 ～ 釧路湿原・阿寒・摩周シーニックバイウェイ ～
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～地域資源ツアー～『えにわの秋めぐり 紅葉ツアー』

地元ボランティアガイドが同行し、恵庭市内の秋のおす
すめ場所をめぐるバスツアーを実施。ＪＲ恵庭駅前発
着で、紅葉スポットのトレッキングや地域食材を用いた
野外ランチ、絵手紙作り等を体験。恵庭の秋の魅力を
PRするとともに、今後のツアー充実や事業化へ向け、
参加者へアンケート調査を実施。

活動団体の取り組み事例 ～ 支笏・洞爺・ニセコルート ～
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•

『『大雪・富良野ルート大雪・富良野ルート 第一回認定第一回認定 記念切手シート発売記念切手シート発売』』

シーニックバイウェイ北海道指定ルートに正式認定されたことを記
念して、オリジナル切手を発売。
シーニックバイウェイ北海道「みち・沿道景観フォトコンテスト」入選
作品を活用。

【価 格】 80円切手10枚入り１シート1,800円（豪華台紙付き）

活動団体の取り組み事例 ～大雪・富良野ルート～
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誰の足跡もない、まっさらな大雪原を、あなただけに！！
知床・東オホーツクの1,000坪の雪原が1日使い放題。旅人の皆さ
んと地元民がふれあえるひと時があり、寒くなったら、農家の
暖かい部屋で、暖かい飲み物などを用意して待っています。
３名４，０００円（最大７名）

活動団体の取り組み事例 ～東オホーツクシーニックバイウェイ～

冬の資源発掘冬の資源発掘 大雪原をひとりじめ
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支笏湖氷濤まつりにあわせ「支笏湖ゆきあかりの散歩道」を
開催。

東海大学の学生とのコラボレーションが実現したほか、1月
28日と2月4日の2日間は、シーニックバイウェイ北海道支笏洞
爺ニセコルート全体を繋ぐ「キャンドルナイト～灯で繋ぐ雪の
道～」として連携した取り組みを行った。

支笏湖 雪あかりの散歩道

冬の資源発掘冬の資源発掘 シーニックナイト
活動団体の取り組み事例 ～支笏洞爺ニセコルート～
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キャンドルナイト ― 灯りで繋ぐ雪の道 ―
冬の資源発掘冬の資源発掘 シーニックナイトシーニックナイト２００７２００７

活動団体の取り組み事例 ～支笏洞爺ニセコルート～

シーニックバイウェイ「支笏・洞爺・ニセコルート」を
キャンドルの灯りで結ぼうと各エリアが連携。約30,000本の
キャンドル協賛があり、洞爺湖エリアは洞爺湖温泉街及び、
壮瞥エリアは道の駅そうべつサムズ、そうべつ温泉「ゆーあ
いの家」をキャンドルの灯りで彩った。

北海道新聞（朝刊31面）
平成19年１月29日付道の駅「そうべつサムズ」の様子 壮瞥温泉「ゆーあいの家」の様子 洞爺湖温泉街の様子

支笏洞爺ニセコルート上の点灯箇所図
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冬の資源発掘冬の資源発掘 ウインターサーカス

活動団体の取り組み事例 ～大雪・富良野ルート～

地域住民が、地域の活性化のため、地域資源や景観に愛着
を持ち、地域の魅力を再認識する取り組み

・北海道の冬の文化に新しい動きをつくりだしたい

・北海道の地域づくりや、観光産業に寄与したい

・北海道の人たちの美的感性を高めることに繋げたい



44

雪もり 形決め 輪郭出し

成形スケートリンクの
ための雪ならし

完成！

制作過程

活動団体の取り組み事例 ～大雪・富良野ルート～

この時期では珍しく、雨天が続きスケートリンクを
はることはできなかった
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ウインターサーカス２００６

＜映像上映会＞

波の映像が動き出すと
泳ぎ始める子ども

～“波”の映像～

～“地域の景観及び自然”の映像～

道路からみると、道路からみると、ライトアップされたライトアップされた
「たまご」はうかびあがる「たまご」はうかびあがる

地域の自然の魅力を集めたＤＶＤの
映像を流した

活動団体の取り組み事例 ～大雪・富良野ルート～
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３月１７日 ５月６日

「暖かくなれば解けてなくなる」当たり前の現象をあえて観察し、
記録に残すことで、自然の形の魅力を探る。

活動団体の取り組み事例 ～大雪・富良野ルート～

自然を観察する＜雪の記録＞
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ウインターサーカス２００７

活動団体の取り組み事例 ～大雪・富良野ルート～

旭川東海大学の学生と地域住民の協働作品
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シーニックバイウェイ活動のキーワード

Are you having fun?
楽しんでるかーい！

シーニックバイウェイ活動のキーワード

Are you having fun?
楽しんでるかーい！
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◇楽しくなければ継続できない！

◇「この地域をどうしたいか」自ら考えよう！

◇「何をやりたいか」考え、身の丈にあったできることからやろう！

◇顔の見える取り組みをしよう！

◇つながれば大きな力に！ 連携を意識しながら参加しよう！

◇他の活動をよく知ろう！できれば誉めよう！（批判しない）

◇使えるものはなんでも使おう！地域資源、行政、企業・・・

◇気長に取り組み、次世代に引き継げる地域にしよう！

◇地域が元気になるビジネスチャンスを作ろう！

◇・・・・・（地域の個性に合わせて考えてみよう！）

シーニックバイウェイ北海道取り組みの心得シーニックバイウェイ北海道取り組みの心得
シーニック１０箇条シーニック１０箇条
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４．シーニックバイウェイ北海道
取り組みの効果
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行政、参加者の意識の変化

シーニックバイウェイ北海道の
取り組みの効果

「シーニックバイウェイ」のブランド化

運営体制の改善（支援センター、ルート運営組織）

国内外からの旅行商品化
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ANAｽｶｲﾎﾘﾃﾞｰ
自由に作る自分だけの旅

「私らしく」

近畿日本ツーリスト
ﾚﾝﾀｶｰフリーﾌﾟﾗﾝ北海道

シーニックバイウェイ対象プラン
モデルコース３日間

（東京発）

旅行会社、レンタカーとの連携
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旅行会社、レンタカー会社との連携

ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰ
ｼｰﾆｯｸﾊﾞｲｳｪｲ
北海道ﾚﾝﾀｶｰﾌﾟﾗﾝ

エアナビの北海道オリジナル情報で、
シーニックバイウェイ指定３ルートの
景観ポイントを紹介トヨタレンタカー マツダレンタカー 駅レンタカー

日産レンタカー

オリックスレンタカー
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シンガポールからのドライブツアー

「シーニックバイウェイ」によるツアー募集

２００５年６月ツアー募集広告 ２００６年６月ツアー募集広告 ２００７年５月ツアー募集広告
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新千歳空港における外国人レンタカー利用状況
新千歳空港レンタカー協議会調べ

※2007年は10月末までのデータ

新千歳空港周辺で外国人観光客に貸し出されるレンタカーが急激な伸びを示し

ている。トヨタレンタリースでは、燃費の良いプリウスが人気。

外国人のドライブツアーが増大

2004年
外国人レンタカー観光誘
致プロジェクト開始
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・台湾観光客の５割はレンタ

カーを利用したい

・道路交通法改正により、台

湾人による日本国内のレン

タカー観光が可能に

北海道新聞（平成19年5月5日）

来年には台湾からのドライブツアーも



平成１９年１０月３０日北海道新聞 道南版

平成１９年１０月３１日函館新聞



「シーニックバイウェイ」のブランド化による効果
民間企業との連携

■自動販売機を利用した情報発信

■新千歳空港内 コカ･コーラブース

40インチディスプレイ
にてシーニックバイ
ウェイ紹介予定

【連携企業】北海道コカ・コーラボトリング株式会社
【連携内容】新千歳空港内コカ・コーラブース

での情報発信
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５．シーニックバイウェイ北海道の支援
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シーニックバイウェイ北海道における支援の概念

発案 実行

地域主体地域主体
活動団体、ﾙｰﾄ運営組織活動団体、ﾙｰﾄ運営組織

ブランド
活用 情報提供

集客
誘導

資金
収集

ノウハウ
提供

人材育成

連携

支援体制支援体制
推進協議会、行政、推進協議会、行政、
支援センター、企業支援センター、企業

連携促進



１ シーニックバイウェイに関わる情報共有・発信・連絡

２ シーニックバイウェイに関わる各種調査・研究

３ シーニックバイウェイに関わる広報・プロモーション

４ シーニックバイウェイに関わる人材育成・教育・資格認定

５ 各種団体の連携を促進するためのコーディネーション

６ 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

シーニックバイウェイ北海道ＨＰ

シーニックバイウェイ支援センターシーニックバイウェイ支援センター（略称：リソースセンター）（略称：リソースセンター）

有限責任中間法人有限責任中間法人

Scenic Byways Resource Center, JapanScenic Byways Resource Center, Japan

設設 立立 ：： ２００５年７月１日２００５年７月１日
代表理事代表理事 ：： 森地茂森地茂 政策研究大学院大学教授政策研究大学院大学教授
目目 的的 ：： 日本におけるシーニックバイウェイの持続的な推進・普及・発展を支援日本におけるシーニックバイウェイの持続的な推進・普及・発展を支援
事業内容：事業内容：

広報物の作成
スロードライブHokkaido倶楽部カード「SCENE」

シーニックドライブマップ
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集客誘導集客誘導 旅行企画の実施旅行企画の実施

◆ワイナリーバスツアー 2006年10月３日
「２つのワイナリーを訪ねる秋のシーニックツアー」
◆米国シーニックバイウェイ視察ツアー

2006年10月６日～10月13日
「紅葉が美しいニューヨーク州を訪ねる
シーニックバイウェイ視察ツアーアメリカ東部８日間」
◆シーニックナイトバスツアー 2007年2月 3, 4日
◆ウィンターサーカス、富良野塾ＪＲツアー

2007年2月17,18日
◆第１回カーボンオフセット型実験ツアー
日本海の「食」と「景観」を楽しむ旅 2007年7月21,22日
◆国道よごさん＆ｶｰﾎﾞﾝｵﾌｾｯﾄ型ﾓﾆﾀｰﾂｱｰin洞爺湖

2007年9月 9日

地域が取り組む活動の集客のため、ツアーを企画し、
シーニックバイウェイ活動のＰＲを実施。
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集客誘導 旅行企画の実施
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６．シーニックバイウェイ北海道と
地球環境問題
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シーニックバイウェイには
「環境」という

キーワードがない！

シーニックバイウェイにはシーニックバイウェイにはシーニックバイウェイには
「環境」という「環境」という「環境」という

キーワードがない！キーワードがない！キーワードがない！
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北海道新聞 全道（読者の視点・声）

シーニックバイウェイの取り組みに対する意見

出版：北海道新聞（平成18年10月30日）

出版：北海道新聞（平成18年11月1日）
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ドライブ観光で想定される効果と環境への影響

■環境への影響
➣ ＣＯ２の排出（交通混雑の増加等）
➣ 野生動物への影響
（ロードキル、人との接触、エキノコックス等）
➣ 森林、河川等自然への侵入
➣ ゴミの排出 ｅｔｃ

■環境への影響
➣ ＣＯ２の排出（交通混雑の増加等）
➣ 野生動物への影響
（ロードキル、人との接触、エキノコックス等）
➣ 森林、河川等自然への侵入
➣ ゴミの排出 ｅｔｃ

■効果
➣ 地域への経済波及効果
➣ 国内外との人的交流の促進と相互理解
➣ 地産地消の促進と農水産業の高付加価値化

ｅｔｃ

■■効果効果
➣➣ 地域への経済波及効果地域への経済波及効果
➣➣ 国内外との人的交流の促進と相互理解国内外との人的交流の促進と相互理解
➣➣ 地産地消の促進と農水産業の高付加価値化地産地消の促進と農水産業の高付加価値化

ｅｔｃｅｔｃ
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・平成15年における北海道のCO2排出量は2,0472,047万ｔ万ｔ

・全体に占める自動車運輸（乗用車類）の排出割合は9.29.2％％

・目的別ODによる観光目的の排出割合は23.523.5％％

23.5%

18.3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

平成11年 平成17年

資料：H17道路交通センサス

・平・休平均は平日（・平・休平均は平日（55日間）、日間）、
休日（休日（22日間）で荷重平均日間）で荷重平均

観光交通のCO2排出



69

『『シーニックバイウェイ・エコツーリングシーニックバイウェイ・エコツーリング』』の提案の提案

シーニックバイウェイ北海道では、エコツーリングを覚え
やすい７つのポイントにし、自然環境に配慮したドライブを提
案しています。冬期間は『冬の安全・エコツーリング』として、
北海道ならではのツーリングの注意を喚起しています。

シーニックバイウェイ北海道のCO2削減の取り組み
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■シーニックバイウェイ北海道推進協議会に環境検討会
を設置
■レンタカー会社、旅行会社の協力によるハイブリッド車
の利用促進
■カーボンオフセット・・・「シーニックの森」構想
■シーニックバイウェイ支援センターの諸活動

「不都合な真実」翻訳者枝廣淳子氏勉強会(5月22日)
カーボンオフセット型ツアー（7月21日、22日,9月9日）

■エコツーリング運動の推進（H17.9～)
など

シーニックバイウェイ北海道における
地球環境対策への当面の具体的行動

観光交通のCO2排出



地球温暖化対策で大きな課題が「CO2の排出量削
減」。運輸部門のCO2排出量は全体の約２割で、そ
の中でも乗用車からの排出量が約半分をしめます。

エコツーリングを推進してきたシーニックバイ
ウェイ北海道では、ガソリンから排出したCO2を樹
木を植えることにより積極的に吸収する『カーボ
ンオフセット』という取組をスタートしました。

カーボンオフセット型ツアーの企画・提案・実施カーボンオフセット型ツアーの企画・提案・実施

シーニックバイウェイ北海道－環境への取組－シーニックバイウェイ北海道－環境への取組－
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全国では「日本風景街道（SCENIC BYWAY JAPAN)」

日本風景街道戦略会議
（委員長：奥田経団連名誉会長）で検討

９月１０日から登録受け付け開始！
全国の風景街道地方協議会（事務局：地方整備局）が登録窓口
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シーニックバイウェイ北海道の

ロゴマークは、「みち」をきっか

けにつながる地域を愛する人た

ちの気持ちを表現しています。

Σ地域＝地球 です。

ご静聴ありがとうございました。


	背　景　～　「道の駅」から
	これまでの経緯
	シーニックバイウェイ北海道の役割と理念
	ルート指定の流れ�地域発案型、行政参加型のシステム
	制度運営の連携組織の役割�シーニックバイウェイ北海道推進協議会
	風景の活用～視点場づくり～ビューポイント駐車場整備
	風景の活用～視点場づくり～�京極町更新ビューポイントパーキング整備
	◆屋外広告物の撤去
	景観の改善　　公共物看板色塗り替え
	キャンドルナイト　―　灯りで繋ぐ雪の道　―
	制作過程
	ウインターサーカス２００６
	旅行会社、レンタカーとの連携
	旅行会社、レンタカー会社との連携
	シンガポールからのドライブツアー
	「シーニックバイウェイ」のブランド化による効果�民間企業との連携
	集客誘導　旅行企画の実施

