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第２章 北方領土隣接地域への誘客等に向けた情報発信 
 

１.根室地域ドライブ観光促進協議会概要 

 
（１）協議会設置目的と取り組み 

根室地域ドライブ観光促進協議会は、関係機関の連携のもと、根室地域の観光情報の多言語

での発信等及びその効果の検証を行うことにより、根室地域への外国人旅行者の更なる誘客及

び周遊による滞在の拡大を図ることを目的として設置した。各構成員が自主的かつ相互の連携

を重視しつつ、①根室地域への外国人旅行者の誘客及び周遊の促進に向けた情報発信に関する

こと、②①の効果の検証に関すること、③その他、目的達成に必要な活動に関することの取り

組みを実施する。 

今年度は、根室地域の観光振興の観点から、レンタカーを利用した安全安心な外国人旅行者

のドライブ観光の促進のため、地域の関係機関との連携により、根室地域の観光情報と合わせ

て、ドライブルートや新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からの安全・安心情報を外国

人旅行者に対して発信し効果的な方策を検討した。 

 

図 令和２年度取り組みの概要 
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（２）実施体制と構成員 

  各機関の保有する情報や知見を持ち寄り、課題や取り組むべき方向性を検討しつつ、根室地

域の各機関が発信したい内容を既存の情報資源も活用しながら、国土交通省北海道開発局が株

式会社ナビタイムジャパンとの連携のもと情報配信を実施した。実施体制と協議会の構成員に

ついては、より多くの国外の方に根室地域の観光資源の魅力や安全・安心ドライブ観光に資す

る情報を知っていただくため、交通機関の利用者に本取り組みを発信していくために関係機関

を拡大した。構成員は下記のとおりである。 

 

図 実施体制 

 

 

表 根室地域ドライブ観光促進協議会 構成員名簿 

No. 構成員名 

１  根室市 

２  根室市観光協会 

３  別海町 

４  別海町観光協会 

５  中標津町 

６  一般財団法人 なかしべつ観光協会 

７  標津町 

８  標津町観光協会 

９  羅臼町 

10 知床羅臼町観光協会 

11 知床ねむろ観光連盟 
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12 釧根地区レンタカー協会 

13 釧路湿原・阿寒・摩周シーニックバイウェイ 

14 知床根室・北太平洋シーニックバイウェイ 

15 全日本空輸株式会社ひがし北海道支店 

16 日本航空株式会社釧路支店 

17 東日本高速道路株式会社北海道支社 

18  北海道根室振興局 

19  国土交通省 北海道運輸局 釧路運輸支局 

20  国土交通省 北海道局 

21  国土交通省 北海道開発局（事務局） 

※下線は令和２年８月に新たに協議会に参画した構成員を表す。 

 

（３）活用する情報発信ツール 

  根室地域のターゲットを踏まえ、旅前から旅中の外国人旅行者に英語と中国語（繁体字）を

中心に、『Drive Hokkaido!』のスマートフォン用訪日外国人向け観光アプリ、ウェブページ及

び SNS を用いて根室地域の観光情報や安全・安心なドライブ観光に資する情報等を配信した。

なお、『Drive Hokkaido!』が担う役割は、北海道観光に興味・関心を持った「旅前から旅中」

の外国人を対象としている。令和２年度はデジタルマーケティングの一環として、樂吃購(ラ

ーチーゴー)！日本を台湾・香港向け対象ツールに追加した。 

 

図 『Drive Hokkaido!』のサービス設計とコンセプト 

 

２.情報配信の概要 

『Drive Hokkaido!』の Web・アプリでの根室特集配信（英字、繁体字、ハングル）と SNS

の記事投稿（英字、繁体字）等を行い、根室地域のドライブ観光のターゲットとする国・地域

の方のニーズ把握と更なる誘客に向けた情報発信を行った。 
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  令和元年度は、動物編・自然編として、特色ある地域や多様な動物や自然に係る観光資源を

有する地域であることを表現した根室地域のイメージを訴求し、エコツーリズム編として、根

室エリアに存在する自然環境や歴史文化などの側面から、さらなる地域の魅力をサブテーマ

（①動物と共生する酪農王国、②ネイチャーウォッチング、③根室の歴史と自然）とした根室

観光のイメージを訴求した。 

  令和２年度は、主に３つの種類に分けて情報配信を実施した。１つ目は、１市４町について

の自然、歴史、文化等の深掘りを行った特集記事、①2020/10/30『ユネスコ世界遺産手つかず

の大自然が残る北海道-知床』、②2020/12/22『根室市の自然豊かな湿原（根室市）』、③

2021/1/14『サケとの共生の歴史（標津町）』、④2021/1/14『趣のある小さな町に大都市の快適

さ（中標津町）』、⑤2021/1/14『豊富な自然に恵まれた牧歌的な町（別海町）』）を 2020 年 10

月 30 日から情報発信した。観光情報に加え、空港アクセス、地域の気候、歴史、地理等を基

礎情報も掲載した記事を協議会メンバーと調整を図りながら特集記事を作成した。 

２つ目は、地域協議会の意見や DriveHokkaido!アプリで入手した外国人ドライブＧＰＳ  

データ分析結果から４つのモデルルート（新千歳空港ルート、女満別空港ルート、たんちょう

釧路空ルート、たんちょう釧路空港ルート-中標津空港ルート）を作成し 2020/12/22 から配信

を開始した。Drive Hokkaido!の外国人ドライブ観光データ分析から、主要ルートや立ち寄り

地を選定し、新千歳空港、釧路空港、女満別空港を玄関口等としたモデルルートを作成した。   

 釧路空港と中標津空港の往路の到着地と復路の出発地が異なるオープンジョーもモデルルー

トに加えたほか、地域協議会での意見を踏まえ、モデルルートに即した地域観光資源もスポッ

トリストとしてルート付近の観光情報を紹介した。 

また、根室ドライブ観光のターゲットである台湾・香港を対象にした樂吃購(ラーチーゴ

ー)！日本（Web）により、モデルルート及び『Drive Hokkaido!』の紹介も情報発信を行っ

た。加えて Facebook においては、フォロワー80万人を超える「日本人の日本旅遊指南／吉田

皓一」アカウントから投稿を行い、『樂吃購(ラーチーゴー)！日本』（Web）への誘導も行っ

た。 

３つ目は、2020 年 10 月 30 日に『根室地域の新型コロナウイルス安全情報』として、新北

海道スタイル、空港、航空会社、レンタカー、観光スポット等での感染症拡大防止対策事例等

を情報発信した。 

このように、地域固有の自然環境等を活かした３密を回避できる観光を中心に、コロナ禍で

の新しい生活様式でも安全安心な観光が可能な地域であることも加味しつつ、さらに深いテー

マで情報を発信した。また、『Drive Hokkaido!』の Web・アプリでの根室特集配信と SNS の集

中的な記事投稿等を行い、ターゲットとする国・地域の方のニーズ把握と更なる誘客に向けた

情報発信を実施している。 
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図 情報配信のイメージ 

 

 

図 根室地域（１市４町）の配信バナー 
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３.デジタルマーケティング 

 

（１） Drive Hokkaido!（Web、アプリ） 

  『Drive Hokkaido!』の Web、アプリを活用し、集中的に根室の観光記事等を発信し、訪日

需要の喚起を訴求した。情報発信に関して根室の観光情報とともに安心安全情報を配信する

ことでドライブ観光をターゲットとした誘客を実施した。言語は、英語、中国語（繁体字）、

韓国語の３か国である。 

 

① ユネスコ世界遺産 手つかずの大自然が残る北海道-知床（2020.10.30 ～） 

 『Drive Hokkaido!』の web サイトには、令和２年 10月 30 日から掲載を行った。 

 
図 「Drive Hokkaido」web サイトイメージ（知床・羅臼町） 
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② 自然豊かな湿原-根室市（2020.12.22 ～） 

  『Drive Hokkaido!』の web サイトには、令和２年 12 月 22 日から掲載を行った。 

 

 

 
図 「Drive Hokkaido」web サイトイメージ（根室市） 
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③ サケとの共生の歴史-標津町（2021.1.14 ～） 

  『Drive Hokkaido!』の web サイトには、令和３年１月 14 日から掲載を行った。 

 

 

 
図 「Drive Hokkaido」web サイトイメージ（標津町） 
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④ 趣ある小さな町に大都市の快適さ-中標津町（2021.1.14 ～） 

  『Drive Hokkaido!』の web サイトには、令和３年１月 14 日から掲載を行った。 

 

 
 

図 「Drive Hokkaido」web サイトイメージ（中標津町） 
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⑤ 豊富な自然に恵まれた牧歌的な町-別海町・野付半島（2021.1.14 ～） 

  『Drive Hokkaido!』の web サイトには、令和３年１月 14 日から掲載を行った。 

 

 

 
図 「Drive Hokkaido」web サイトイメージ（別海町） 
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⑥ 女満別空港ルート 

 

図 「Drive Hokkaido」web サイトイメージ（モデルルート） 

 

⑦ たんちょう釧路空港ルート 

 

 

図 「Drive Hokkaido」web サイトイメージ（モデルルート） 
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⑧ たんちょう釧路空港から根室中標津空港ルート 

 

図 「Drive Hokkaido」web サイトイメージ（モデルルート） 

 

⑨ 新千歳空港ルート 

 

図 「Drive Hokkaido」web サイトイメージ（モデルルート） 
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（２）SNS（Facebook） 

『Drive Hokkaido!』の Facebook を活用し、集中的に根室の観光記事等を発信し、訪日需要

の喚起を訴求した。記事広告のターゲットとした国・地域はアメリカ、イギリス、香港、台

湾、タイ、シンガポールを対象とした。言語は、英語、中国語（繁体字）の２か国である。

Web 版への遷移に関して、URL を記事内で対応した。 

 

①  配信（公開）日と配信記事一覧 

根室地域の特集記事への誘導として、知床（羅臼町）関連記事の Facebook は令和２年 12

月 22 日、令和３年１月 11 日、2 月 22 日の計３回、根室市関連記事への誘導として、

Facebook は令和２年 12月 22 日、令和３年１月 11 日、2 月 22 日の計３回、標津町関連記事

の誘導として Facebook は令和３年 1月 22 日、２月８日の計２回、別海町関連記事への誘導

として Facebook は令和３年 1月 25日、２月 12 日の計２回の配信を行った。 

また、ドライブルートについては、令和２年 12月 28 日から令和３年 2月 1 日迄に４ル

ート等、計５回の配信を行った。 

 

表 令和元年度における Facebook（SNS）での記事配信 

 

1 2019年4月26日 知床半島 The Shiretoko Peninsula is located in eastern Hokkaido and is listed as a World Natural Heritage site. 

2 2019年10月25日 北海シマエビ The shrimp known as "Hokkai Shimaebi" (北海シマエビ in Japanese) is a rare delicacy caught…

3 2019年10月31日 鶴（風蓮湖・春国岱） The red-crowned crane is the largest bird in Japan, and many have wingspans that extend…

4 2019年11月7日 知床横断道路 The Shiretoko Peninsula is Hokkaido's only World Natural Heritage. Route 334…

5 2019年11月14日 根室の野生動物（冬）① Drift ice can be seen in Japan only in Hokkaido along the coastline of the Okhotsk Sea.

6 2019年11月28日 野付半島（冬） The Notsuke Peninsula spreads across Betsukai Town and Shibetsu Town; is Japan's largest sandbar…

7 2019年12月5日 根室の野生動物（冬）② Nemuro is located on the eastern side of Hokkaido, and is considered a paradise of wild birds…

8 2019年12月19日 開陽台 Kaiyodai is located on a small hill with an altitude of 270 m, and is a 15 minute ride from…

9 2020年1月1日 謹賀新年（納沙布岬） Happy New Year from Cape Nosappu, the eastern most point of Japan.
10 2020年1月9日 根室の野生動物（冬）③ There are many marine animals living off the waters of the Nemuro area.
11 2020年1月20日 別海町（酪農） The milk produced in Betsukaicho are considered to be so special, it has been given nicknames such as…

12 2020年2月3日 中標津町（酪農） Nakashibetsu is surrounded by a series of roads nicknamed the “milk roads”, which, with their gentle…

13 2020年2月18日 ネイチャーウォーク The Nemuro area is without a doubt, one of the most scenic, pristine, and beautiful areas of Hokkaido…

14 2020年3月2日 落石岬フットパス Cape Ochiishi offers breath-taking ocean views and boasts several important ruins of historical relevance. 

15 2020年3月16日 ポー川史跡自然公園 The Pogawa Ruins River Park is proud of its ancient ruins that date back 10,000 years ago…

投稿冒頭テーマ公開日No.
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表 令和２年度における Facebook（SNS）での記事配信

 

 

 

 

 

図 令和２年度における Facebook（SNS）での記事配信（１市４町） 

 

1 2020年11月2日 【根室】知床記事の告知① There is no doubt that Shiretoko should be on everyone’s bucket-list of
2 2020年11月16日 【根室】知床記事の広告② Rausu is the southern gateway to the Shiretoko Peninsula and located in

3 2020年11月30日 【根室】知床記事の広告③ Shiretoko was added to UNESCO's list of natural world heritage sites in
4 2020年12月14日 【根室】知床記事の広告① Volcanos line the center of the peninsula, with most in the range of 1,500 meters

5 2020年12月22日 【根室】根室記事の広告① The Nemuro area of Hokkaido is roughly 70 kilometers long, a part of
6 2020年12月28日 【根室】ドライブ中標津ルートの広告 Nemuro Road Trip: Kushiro to Nakashibetsu Full of scenic spots! Trave
7 2021年1月4日 【根室】ドライブ女満別ルートの広告 Nemuro Road Trip: Memanbetsu Airport Route Lakes! Volcanoes! Hot
8 2021年1月8日 【根室】ドライブ新千歳ルートの広告 [Nemuro Road Trip: New Chitose Airport Route] What is the charm of Hokkaido? 

9 2021年1月11日 【根室】根室記事の広告② [Nemuro Peninsula region] Surrounded by Sea of Okhotsk and Pacific Ocean, Nemur

10 2021年1月15日 【根室】ドライブ釧路ルートの広告 [Nemuro Road Trip: Tancho Kushiro Airport Route] et's depart Kushiro City and head to the easternmost

11 2021年1月18日 【根室】別海町記事の広告① The Notsuke Peninsula is located in the eastern coast of Betsukai Town,

12 2021年1月22日 【根室】標津町記事の広告① Shibetsucho is a town located near the foot of the Shiretoko Peninsula.
13 2021年1月25日 【根室】中標津町記事の広告① Nakashibetsu is a town in the eastern side of Hokkaido with a population of around 23,000,

14 2021年1月29日 【根室】１市４町記事の広告 The Nemuro area is located on the eastern coast of Hokkaido,  the northernmost prefecture of Japan.

15 2021年2月1日 【根室】ドライブルート4本の記事 When visiting Hokkaido, consider a road trip as it will give you access to unbeaten paths and freedom to

16 2021年2月4日 【根室】ラーチーゴー ラーチーゴーアカウントによる広告投稿（DHアカウントでもリツート）
17 2021年2月5日 【根室】別海町② Notsuke Peninsula: About Todowara
18 2021年2月8日 【根室】標津町② Shibetsucho is a town located near the foot of the Shiretoko Peninsula.
19 2021年2月12日 【根室】中標津町② If you go to Nakashibetsu, head to Kaiyodai Observatory, where they have a spectacular view of the town. 

20 2021年2月22日 【根室】根室市③ Nemuro is located on the eastern side of Hokkaido, and is considered a paradise of wild birds

No. 公開日 テーマ 投稿冒頭
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図 令和２年度における Facebook（SNS）での記事配信（１市４町） 
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図 令和２年度における Facebook（SNS）での記事配信（ドライブルート） 

 

②2021 年新型コロナウイルス安全情報（2020.10.30 ～） 

レスポンシブル・ツーリズム（責任ある観光）として、根室地域の新型コロナウイルス感

染症の現状や観光に関する施設等の対策を情報発信した。地域特有の観光情報の配信をする

とともに、根室は新型コロナウイルス感染者数が少ない地域であることを配信した。 

 

 

図 令和２年度における Facebook（SNS）での記事配信 
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（３）樂吃購(ラーチーゴー)！日本（Web） 

 令和２年度は、根室ドライブ観光のターゲットに訴求するため、デジタルマーケティングの

Web 版ツールの追加として、『樂吃購(ラーチーゴー)！日本』を活用した。人口当たりの訪日比

率が高く、地方部にも数多く訪問がある台湾・香港を対象に、ドライブモデルルートや Drive 

Hokkaodo!を紹介した。新型コロナウィルス感染症の影響から入国規制が実施されており、訪

日旅行の再開に向けてショートホールの市場を対象に情報配信を実施した。 

 調査期間は、入国規制により訪日需要を喚起するＷＥＢページの閲覧が限りなく減少している

状況ではあったが、約１ヶ月間で 726 件の閲覧があり、平均滞在約７分と記事を閲覧するには

十分の時間で訴求ができた。また、国・地域ごとにターゲットに訴求できるツールは有効である

ことは本調査からも確認できた。 

 

 
（１）実施概要 

 

記載日 2021 年 1 月 28 日～ 

合計 PV 726 件（2021.1.28～2021.3.2 までを集計） 

記事平均滞在時間 約 7 分 

 
（２）プロモーション内容 
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