
 

               平 成 ２ ８ 年 ８ 月 ２ 日 

 

 

 

 

「第１３回シーニックバイウェイ北海道推進協議会」の開催 
 

 

 

 

本会議では、シーニックバイウェイ北海道制度が始まってから１０年が経過し、現状の課題や社会情勢の変

化を踏まえ、今後１０年に向け、より柔軟に活動できるようシーニックバイウェイ北海道の各規程の見直しを審

議します。 

また、他の模範となるルート活動として、将来への発展性が高く評価される取組を表彰する「ベスト・シーニッ

クバイウェイズ・プロジェクト２０１５」の各賞及び最優秀賞を決定します。 

 

記 

 

日  時  平成２８年８月４日（木）１５：００～１７：００ 

 

場  所  札幌第１合同庁舎 ２階 講堂（札幌市北区北８条西２丁目） 

 

主な議題  シーニックバイウェイ北海道の各規程の見直しの審議 

      ベスト・シーニックバイウェイズ・プロジェクト２０１５の各賞及び最優秀賞の決定 

 

※当日、会場には記者席を用意しております。 

 

【添付資料】 

   別紙１ ： シーニックバイウェイ北海道の概要 

    別紙２ ： シーニックバイウェイ北海道 各規程の見直し検討経緯 

    別紙３ ： ベスト・シーニックバイウェイズ・プロジェクト 

 

 

【シーニックバイウェイ北海道とは・・・】 

みちをきっかけに地域と行政等が連携し、「美しい景観づくり」、「活力ある地域作り」、「魅力ある観光空間づくり」を目的

に地域ごとに特色のある様々な活動が進められ、全道で１４ルート約４００の団体が活動しています。 

 詳細は、シーニックバイウェイ北海道推進協議会ホームページを参照ください。 

    http://www.hkd.mlit.go.jp/zigyoka/z_doro/sbh/ 

シーニックバイウェイ北海道推進協議会は､下記のとおり「第１３回シーニックバイウェイ北海

道推進協議会」を開催します。 

【問合せ先】国土交通省 北海道開発局  電話（代表）011-709-2311 

       建設部   道路計画課   開発専門官     佐藤
さ と う

 茂一
しげかず

（内線 5845） 

開発監理部 開発連携推進課  開発専門官     西山
にしやま

 泰
やす

幸
ゆき

（内線 5418） 



シーニックバイウェイ北海道の概要 
 
 
 
 シーニックバイウェイ北海道は、みちをきっかけに地域が主体となって、⾏政等と連携し、
景観をはじめとした地域資源の保全・改善を進めることで「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」を図り、「愛着と誇りの持てる地域の実現」を⽬指
す制度。 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

○全道レベルの公的機関・団体との組織連携により以下を役割として位置付け 
・指定ルート及び候補ルートの指定 
・シーニックバイウェイ北海道の制度運営に関する各種決定・改善・⽀援 
・指定ルートが、持続的かつ効果的に活動できる環境に関する調査・研究 

●地域を再発見、紹介するツア
ー、イベントの開催

●流氷ウォークなど冬の観光メニュー
や冬のビューポイントの開発

●メーリングリストによる活動団体の情
報共有、意見交換

活動団体や地域間の連携など
により、沿道景観をより魅力的
にする活動。

●地域の方々の清掃・植栽活動に
よる道路景観の取組

●現地調査によるルート内の沿道
景観診断の取組

●不要な看板の撤去など

　地域資源を生かしたまちづくりの
　勉強会など、地域の誇りを育む　
　活動。

●沿道景観をテーマにしたフォトコン
テストの実施

●歴史的建造物など、地域資源を生
かしたまちづくりの勉強会

●周遊ルートづくりや気軽に立ち寄れ
る案内所の開設

旅行者の満足度向上を目指し、
観光メニューの創出、イベント
の実施、情報発信など。

みんなで再発見まちづくり勉強会植栽活動

清掃活動
　　　　　　案内所

　　　　観光資源の創出

●地域を再発見、紹介するツア
ー、イベントの開催

●流氷ウォークなど冬の観光メニュー
や冬のビューポイントの開発

●メーリングリストによる活動団体の情
報共有、意見交換

活動団体や地域間の連携など
により、沿道景観をより魅力的
にする活動。

●地域の方々の清掃・植栽活動に
よる道路景観の取組

●現地調査によるルート内の沿道
景観診断の取組

●不要な看板の撤去など

　地域資源を生かしたまちづくりの
　勉強会など、地域の誇りを育む　
　活動。

●沿道景観をテーマにしたフォトコン
テストの実施

●歴史的建造物など、地域資源を生
かしたまちづくりの勉強会

●周遊ルートづくりや気軽に立ち寄れ
る案内所の開設

旅行者の満足度向上を目指し、
観光メニューの創出、イベント
の実施、情報発信など。

みんなで再発見まちづくり勉強会植栽活動

清掃活動
　　　　　　案内所

　　　　観光資源の創出

●地域を発見、紹介するツアー、イベン
トの開催

●流氷ウォークなど冬の観光メニューや
冬のビューポイントの開発

●メーリングリストによる活動団体の情
報共有、意見交換

●沿道景観をテーマにしたフォトコン
テストの実施

●歴史的建造物など､地域資源を生
かした町づくりの勉強会

●周遊ルートづくりや気軽に立ち寄
れる案内所の開設

●地域の方々の清掃・植栽活動に
よる道路景観の取組

●現地調査によるルート内の沿道
景観診断の取組

●不要な看板の撤去など

シーニックバイウェイ北海道の主な取組 

シーニックバイウェイ北海道とは 

行 政 

○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,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向上 連携・協働

シーニックバイウェイ北海道推進協議会の役割 

別紙１



 

 

 

北海道商⼯会議所連合会、北海道経済連合会、北海道商⼯会連合会、北海道観光振興機構、 
⽇本観光振興協会北海道⽀部、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、北海道市⻑会、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（事務局） 【全１７構成団体・機関】 
 

 

 

シーニックバイウェイ北海道では、地域で組織されたルート運営代表者会議が、ルート運営活動計画
を作成し、シーニックバイウェイルートまたは、候補ルートのどちらかを選択して、ルートの提案を⾏
います。提案されたルートについて、審査委員会の意⾒を踏まえて、シーニックバイウェイ北海道推進
協議会がシーニックバイウェイルートとして指定、もしくは候補ルートとして指定します。 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

▼ シーニックバイウェイ北海道推進協議会ホームページ 
  http://www.hkd.mlit.go.jp/zigyoka/z_doro/sbh/ 

シーニックバイウェイ北海道導⼊の経緯 

平成13年8⽉   平成14年度国⼟交通省重点施策として制度要求 
平成15年2⽉   「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4〜7⽉ モデルルートの指定・活動団体の募集・認定 
        7⽉〜  モデルルートにおける活動の実施 
平成17年2⽉     検討委員会が報告をとりまとめ 
        3⽉    シーニックバイウェイ北海道推進協議会設⽴ 
平成17年度〜    本格導⼊ 

ルート指定までの流れ 

シーニックバイウェイ北海道推進協議会の構成団体・機関 



シーニックバイウェイ北海道 各規程の⾒直し検討経緯

検討経緯

別紙2

平成２７年 ３⽉
制度検討委員会

検討経緯

制度検討委員会

今後１０年に向けた提⾔（案）を取りまとめ平成２７年 ６⽉ 今後１０年に向けた提⾔（案）を取りまとめ。平成２７年 ６⽉
制度検討委員会

平成２７年 ９⽉
制度検討委員会

平成２７年１２⽉
推進協議会

制度検討委員会から推進協議会に提⾔書を⼿交。

平成２８年 ６⽉
全道ルート代表者会議 提⾔書に基づく各規程の⾒直しに関する意⾒交換。

平成２８年 ８⽉４⽇ 『シ ニックバイウ イ北海道推進の基本⽅針』及び

今回

全道ル ト代表者会議

平成２８年 ８⽉４⽇
推進協議会

『シーニックバイウェイ北海道推進の基本⽅針』及び
『シーニックバイウェイ北海道実施要綱』を改正（予定）



ベスト・シーニックバイウェイズ・プロジェクト

平成２０年度からシ クバイウ イ北海道 推進に向け 他 模範となる

別紙3

平成２０年度からシーニックバイウェイ北海道の推進に向けて、他の模範となる
ルート活動であり、将来への発展性が⾼く評価できる取組を選出し表彰する｢ベスト・
シーニックバイウェイズ・プロジェクト｣の取組を実施。

ベスト・シーニックバイウェイズ・プロジェクト2013
タカラモノプロジェクト（⽀笏洞爺ニセコルート）

ベスト・シーニックバイウェイズ・プロジェクト2014
ライフコンシェルジュ育成事業（トカプチ雄⼤空間）

ヒラメ底建網オーナーin遠別（萌える天北オロロンルート）
ベスト・シーニックバイウェイズ・プロジェクト2012 ベスト・シーニックバイウェイズ・プロジェクト2011 ベスト・シーニックバイウェイズ・プロジェクト2010
トカプチまる得めぐり券事業（トカプチ雄⼤空間） 学校シーニックバイウェイ（南⼗勝夢街道）



ベスト・シーニックバイウェイズ・プロジェクト
各賞決定までの流れ
各ルートに対し活動の募集各ル トに対し活動の募集

各ルートから活動の応募

■最優秀賞、部⾨賞 ■活動団体賞
ルート審査委員会にて審査 各ルートによる投票

推薦

活動団体賞

推進協議会にて最優秀賞及び各賞の決定

１．部⾨賞
・各部⾨毎にルート審査委員会にて審査
・推進協議会に推薦
・協議会にて決定

２．最優秀賞
・部⾨賞を対象にルート審査委員会にて審査
・推進協議会に推薦
協議会にて決定・協議会にて決定

３．活動団体賞
・各ルートによる投票
投票結果を基に推進協議会に 決定・投票結果を基に推進協議会にて決定



1 ⼤雪・富良野ルート ゴミゼロキャンペーン ①美しい景観づくり

2 東オホーツクシーニックバイウェイ シーニックデッキの設置 ①美しい景観づくり

3 宗⾕シーニックバイウェイ 彩りプロジェクト ①美しい景観づくり

4
札幌シーニックバイウェイ
藻岩⼭麓・定⼭渓ルート

札幌シーニックバイウェイ藻岩⼭麓・定⼭渓ルートカレンダー２０１６ ①美しい景観づくり

5 層雲峡・オホーツクシーニックバイウェイ 新たな景観ポイントの創出 ①美しい景観づくり

6
⽀笏洞爺ニセコルート/函館・⼤沼・噴⽕湾ルート/札幌シーニックバイウェイ 藻
岩⼭麓・定⼭渓ルート/どうなん・追分シーニックバイウェイルート

道南・道央エリアの広域周遊促進に向けた可能性調査
〜シーニックバイウェイ道南・道央五⼗三次トランプ製作による地域資源の可視化〜

②魅⼒ある観光空間づくり

7 東オホーツクシーニックバイウェイ ルート内拠点周辺観光に関する調査研究 ②魅⼒ある観光空間づくり

8 釧路湿原・阿寒・摩周シーニックバイウェイ 包括連携⺠間企業と連携したPR活動の実施 ②魅⼒ある観光空間づくり

9 函館・⼤沼・噴⽕湾ルート/どうなん・追分シーニックバイウェイルート ウェルカム北海道新幹線開業シーニックｄｅナイト ②魅⼒ある観光空間づくり

10
⼗勝シーニックバイウェイ
トカプチ雄⼤空間

トカプチ情報ボックス事業 ②魅⼒ある観光空間づくり

11 ⼤雪・富良野ルート ⼤雪ぐるっと広域事業 ③活⼒ある地域づくり

12 釧路湿原・阿寒・摩周シーニックバイウェイ そららの森の植樹活動〜地域で育てる森プロジェクト〜 ③活⼒ある地域づくり

13 萌える天北オロロンルート 萌え天『⾷』のイベントプロジェクト ③活⼒ある地域づくり

14
⼗勝シーニックバイウェイ
南⼗勝夢街道

フォトコンテスト＆カレンダー ③活⼒ある地域づくり

ベスト・シーニックバイウェイズ・プロジェクト2015 応募⼀覧
NO ルート名称 活動名称 エントリー部⾨


