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第１章 調査概要 
 

１．調査の目的 

第８期北海道総合開発計画（平成 28 年 3 月 29 日閣議決定）においては、『世界の北海道』を

目指し、北海道の強みである「食」、「観光」を戦略的産業として位置づけており、引き続き食と

観光を担う「生産空間」の維持・発展に取り組んでいく必要がある。 

また、世界に目を向けた戦略的産業の振興の観点から、急増する外国人旅行者の受入を可能と

するゲートウェイ機能の強化、観光地や主要な空港・港湾等との交通アクセスの円滑化を進める

とともに、道内各地の地域資源を活かした魅力ある観光メニューの創出を支援し、道内地方部へ

の誘客促進や世界水準の観光地の形成を目指している。 

一方、北方領土隣接地域は、かつて行政的にも経済的にも北方領土と一体の社会経済圏を形成

して発展してきたが、北方領土問題が未解決であるため、戦後はその望ましい地域社会としての

発展が阻害されてきた地域であることから、第８期北海道総合開発計画には当該地域の安定振興

も位置づけられている。 

このような背景をふまえ、当該地域の産業の振興を図る観点から、インバウンド観光による地

域活性化の取組を進めることが重要であるが、 

 

・自然景観や野生生物等の魅力的な観光資源が存在するが、外国人旅行者が少ないこと 

・外国人旅行者は個人旅行化が進み、公共交通機関が脆弱なため、レンタカー以外の移動手段で 

は点在する観光地への円滑な移動が困難であること 

・情報源としてＷｅｂメディアが活用されるようになっており、多様化するニーズへ対応した 

情報発信が求められること 

 

等の当該地域の現状を踏まえ、インバウンド観光による経済効果を拡大し、広く波及させるため

には地域内に循環させる仕組みを構築するとともに、旅行者を分散・周遊させることが必要とな

っている。 

このため、本調査では、北方領土隣接地域の観光振興を図るため、外国人旅行者のドライブ観

光の促進に資する観光情報に関連する交通安全等の情報の発信を行うとともに、外国人旅行者の

動態データの取得により北海道における外国人ドライブ観光の実態を把握し、北方領土隣接地域

及びその周辺地域における外国人ドライブ観光客の動態等の分析を行うことにより、当該地域の

観光資源の魅力や安全・安心なドライブ観光に資する情報の一元的な情報発信方策の確立等を目

指すものである。 

 なお、本調査の実施にあたっては、地域の関係機関との連携が不可欠であることから、そのた

めの枠組みとして、国土交通省北海道開発局が主体となって、地域行政や観光協会等の連携によ
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り外国人旅行者の誘客に係る課題整理、発信すべき情報の検討・収集等を実施する根室地域ドラ

イブ観光促進協議会（事務局：北海道開発局）を令和元年７月に設置し、当該協議会における検

討を踏まえて情報発信等に取り組んだ。 
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２．調査の内容 

  本調査における実施内容は以下のとおりである。 

 

  ① 北方領土隣接地域への誘客等に向けた情報発信 

   ⅰ．根室ドライブ観光促進協議会 

   ⅱ．情報発信 

   ⅲ．多様な機関の取り組みとの連携 

 

  ② 北方領土隣接地域及びその周辺地域の分析 

   ⅰ．閲覧状況（アプリ、Web、SNS） 

   ⅱ．ドライブ動向 

 

  ③ 今後の北方領土隣接地域のドライブ観光促進方策の検討 
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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 

 
（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

て交通安全､災害時対応等に係る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 令和元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。また、北海道のドライブをサポ

ートする訪日外国人向け観光アプリ「Drive Hokkaido!」から取得したデータを活用した根室地

域の動態分析等を実施した。実施体制と協議会の構成員については、下記のとおりである。 

 

 

図 実施体制 
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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  北海道根室振興局 

12  国土交通省 北海道運輸局 釧路運輸支局 

13  国土交通省 北海道局 

14  国土交通省 北海道開発局（事務局） 
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（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。 

 

 

図 『Drive Hokkaido!』のサービス設計とコンセプト 
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２.情報発信 

 
（１） 概要 

『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の方策を検討した。 

  なお、根室特集の内容は、２段階に分けて実施した。 

第１段階は、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令和元年 10 月 31 日から訴求した。 

第２段階は、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令和２年 1月 20 日から訴求した。 

  また、観光資源、ドライブ観光等の情報発信にあわせて、交通安全、災害時対応等に係る情

報を効果的に発信した。 

 

 

 

図 情報配信のイメージ 

 

  

SNS で情報発信しつつ特集記事へ誘導 
アプリケーションでプッシュ通知による 

特集記事へ誘導 
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（２） 旅前：SNS、Web を活用した根室特集への誘導 

『Drive Hokkaido!』の Facebook を活用し、集中的に根室の新規記事を発信し、情報発信の

主なターゲットとする国・地域の方々に対して、広告を活用した根室特集への誘導を実施した。

また、SNS から根室特集に誘導する一連の流れからニーズ把握等を行った。 

 

 

 

図 誘導の流れ 
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（３） 旅中：『Drive Hokkaido!』アプリを活用した根室地域への誘導 

スマートフォン用訪日外国人向け観光アプリ『Drive Hokkaido!』のドライブデータの分析結

果を活用し、根室圏域に到達可能な範囲でプッシュ配信を行った。なお、具体的には下図に示

す３つのジオフェンスでプッシュ配信を実施した。 

 

 

図 プッシュ配信のジオフェンスの設定 

 

表 通知数と開封数                表 開封の詳細 

通知ステータス 件数   開封日 開封時遷移先 件数 

通知表示 40 2019/12/06 冬季自然編 1 

通知開封 12 2020/01/05 冬季動物編 1 

      2020/01/14 冬季自然編 1 

      2020/01/19 冬季動物編 2 

      2020/02/08 春季酪農編 1 

      2020/02/14 春季ネイチャーウォッチング編 2 

      2020/02/21 春季酪農編 1 

      2020/02/25 春季ネイチャーウォッチング編 1 

      2020/02/29 春季ネイチャーウォッチング編 2 

         計 12 
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３.多様な機関の取り組みとの連携 

  観光情報の発信に取り組んでいる多様な機関の取り組みと連携して『Drive Hokkaido!』の

Web・アプリでの根室特集の配信の閲覧を促進した。 

 

表 多様な機関の取り組みとの連携 

機関 実施内容 

北海道観光振興機構 9 月 22 日～26日に実施した、台湾のメディアや旅行会社を招請した

中標津、別海、根室、羅臼のファムトリップにおいて、招請者に「DRIVE 

HOKKAIDO!」の根室特集記事を紹介 

1 月 22 日～24日に実施した、中華系ランドオペレーター、ツアーガ

イドを招請した別海、標津、羅臼のファムトリップにおいて、招請

者に「DRIVE HOKKAIDO!」の根室特集記事を紹介 

根室観光連盟 2 月 13 日～17日に実施した、台湾のブロガーを招請したファムトリ

ップにおいて、招請者に「DRIVE HOKKAIDO!」の根室特集記事を紹介 
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４.根室地域のドライブ観光促進の取り組みモデルの検討 

  Web、アプリ、SNS による情報発信やニーズ把握、動態分析等により、ターゲットとする国・

地域の方のニーズに即した効果的な情報発信方策等を検討し、レンタカー以外の交通手段では

訪問が難しい地域を含む根室地域の特性を踏まえたドライブ観光促進の取り組みモデルを確立

した。 

 

 
図 根室地域のドライブ観光促進の取り組み 

 

 

データ等の収集・分析

効果的な情報発信方策等
の検討

情報発信の試行と
ニーズの把握

根室地域のドライブ観光
促進の取組モデルの確立

（第１回協議会）
●月別・国地域別観光入込状況や
アプリGPSデータ等から情報発信の
仮想ターゲットを検討

●情報発信すべき観光情報等を検討

（R2年4月以降）
●協議会や情報発信等の連携拡大

●外国人ドライブ観光客のモデルルートを踏まえた
情報発信等の強化

●外国人ドライブ観光客のニーズや流動等のさらなる
把握により、効果的な情報発信方策やその他必要
な取組等を検討

DRIVE HOKKAIDO!を
活用したマーケット調査

（R1.10.31～）
●DRIVEHOKKAIDO！【根室特集】
を発信開始（10月～3月）
・WEB・アプリ特集記事の掲載
・SNS広告により特集記事へ誘導
（第３回協議会）
●根室特集のコンテンツ閲覧回数、アク
セス解析等によるニーズの把握

●アプリGPSデータから外国人ドライブ
観光客の流動をさらに分析（属性に
応じた流動や立ち寄り地などの実態
把握）

令和元年度 令和２年度

観光入込観光客及び
外国人レンタカーの動向

（第２回協議会）
●根室特集記事（第1弾）の検討
●最新の根室管内の観光入込状況や
訪日外国人レンタカー動向から、
情報発信の仮想ターゲットをさらに検討

仮想ターゲット等の仮説をふまえて
情報発信（第１弾）を用意

ニーズ把握やGPSデータ分析等により
仮説の検証・更新と次年度の取組を検討

情報発信と外国人ドライブ観光客の流動把握等
により今後の地域の取組に活きる知見を整理
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第３章 外国人ドライブ観光客の位置情報データの取得 
 

１.データの諸条件 

 
（１） データの取得期間 

平成 31 年 1 月から令和元年 12月 

 

（２） データの取得サンプル数 

 

表 通年及び四半期別の取得サンプル数 

データ期間 サンプル数 

通年（2019 年 1 月～2019 年 12 月） 2,166 人 

2019 年 1月～2019 年 3月    89 人 

2019 年 4月～2019 年 6月   535 人 

2019 年 7月～2019 年 9月 1,199 人 

2019 年 10 月～2019 年 12 月   428 人 

※各四半期を跨いで北海道に訪れている方もいるため各四半期の合計値は通年の数に一致しない 

 

（３） データ項目 

表 データ項目と内容 

データ項目 内容 

① 測位・滞在データ 測位者数、10分以上の滞在者数及び 30分以上の滞在者数を、全数、

国・地域別、昼夜別及び来道回数別に 1km メッシュ、10km メッシュ、

市町村メッシュにて表示できるもの 

② 流動データ 測位者及び滞在者の流動を 10km メッシュ及び市町村メッシュ間流

動にて表示できるもの 

③ 相関データ 30 府に上の滞在者の 1km メッシュ、10km メッシュ及び市町村メッ

シュ間の相関を表示できるもの 

④ 点列データ ID、入道日から経過日数、日時（分単位）、経度（10 進表記で小数

点以下 6桁以上、WGS84）及び経度（10進表記で小数点以下 6桁以

上、WGS84）、国・地域および把握できる範囲での来道回数、入出道

空港等に関する情報が付されている個々の点列 

⑤ 宿泊地／滞在地データ データを取得した者ごとに、宿泊地及び滞在地をエクセルファイル

にて整理したもの 

 

 

 


