
●エリア別 ●季節別

エリア名 資源数 季節 資源数

空知 28資源 春 166資源

石狩 15資源 夏 150資源

後志 25資源 秋 150資源

胆振 18資源 冬 53資源

日高 15資源 通年 56資源

渡島/檜山 25資源

上川 44資源

留萌 17資源 ●カテゴリ別

宗谷 25資源 エリア名 資源数

オホーツク 49資源 景観 250資源

十勝 31資源 体験 82資源

釧路 26資源 文化 50資源

根室 21資源 イベント 63資源

計 339資源 食 34資源

「観光資源(339資源）」一覧

※複数の季節に該当する観光資源があるため、

総数と一致していない。

※複数のカテゴリに該当する観光資源があるため、

総数と一致していない。
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平成29年度「北海道ドライブ観光促進社会実験」 観光資源一覧

エリア 季節 市町村 観光資源 エリア 季節 市町村 観光資源

秋 夕張市 滝の上公園 通年 札幌市 定山渓温泉街

春夏秋 岩見沢市 あやめ公園/岩見沢公園バラ園 通年 札幌市 北海道博物館/北海道開拓の村

春夏秋 岩見沢市 玉泉館跡地公園 春夏秋 千歳市 支笏湖

夏秋

岩見沢市

三笠市

滝川市

浦臼町

空知ワイン 秋 千歳市 さけのふるさと 千歳水族館

秋 岩見沢市 ふるさと百餅まつり 冬 千歳市 支笏湖 氷濤まつり

春 美唄市 東明公園 秋 恵庭市 恵庭渓谷

春秋 美唄市 宮島沼 通年 北広島市 くるるの杜

通年 美唄市 アルテピアッツァ美唄 春 石狩市 戸田記念墓地公園

春 芦別市 旭ヶ丘公園 冬 新篠津村 しのつ湖

春秋 芦別市 三段滝公園 春夏秋
小樽市

積丹町
青の洞窟

夏秋
芦別市

深川市
絶景ビューポイント 秋 小樽市 オタルナイ湖

夏秋
芦別市

深川市
果物狩り 冬 小樽市 雪あかりの道

春 三笠市 三笠あすか梅の杜 通年 小樽市 手宮公園

春 滝川市 菜の花畑 通年 小樽市 小樽の市場

春夏秋 滝川市 たきかわスカイパーク 通年 小樽市 小樽の伝統 製作体験

夏 砂川市 黒瀬ラベンダー園 通年 小樽市 天狗山

春秋 歌志内市 かもい岳の雲海 春夏秋 島牧村 ”飛竜”賀老の滝

春夏秋 深川市 彩りの丘 春夏秋

蘭越町

ニセコ町

共和町

岩内町

ニセコパノラマライン

春 奈井江町 にわ山森林自然公園 秋

蘭越町

ニセコ町

倶知安町

イワオヌプリ

春夏秋 由仁町 ゆにガーデン 春夏秋 ニセコ町 川下り体験

通年 栗山町 小林酒造 夏 真狩村 真狩フラワーロード

春夏秋 月形町 月形樺戸博物館 通年
真狩村

京極町
羊蹄山麓の湧水

春 浦臼町 浦臼神社 春夏秋 喜茂別町 相川ビューポイントパーキング

夏 秩父別町 ローズガーデンちっぷべつ 春夏秋 喜茂別町 中里ビューポイントパーキング

夏 雨竜町 雨竜沼湿原 秋 共和町 神仙沼

夏 北竜町 ひまわりの里 夏 岩内町 岩内神社例大祭/浄土宗帰厚院

夏 沼田町 ほたるの里 春夏 積丹町 神威岬

夏 沼田町 夜高あんどん祭 春夏 積丹町 島武意海岸

春 札幌市 北海道神宮/円山公園 春夏 積丹町 黄金岬

春 札幌市 平岡公園 夏 積丹町 積丹半島のウニ

春夏秋 札幌市 国営滝野すずらん丘陵公園（夏） 春夏秋 仁木町 果物狩り

冬 札幌市 国営滝野すずらん丘陵公園（冬） 春 余市町 余市川桜並木

通年 札幌市 藻岩山 通年 余市町 余市のウイスキー

通年 札幌市 大通公園 通年 余市町 余市のワイン
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エリア 季節 市町村 観光資源 エリア 季節 市町村 観光資源

春夏 室蘭市 イルカ・クジラウォッチング 春 北斗市 北斗桜回廊

春夏 室蘭市 室蘭地球岬 春夏秋 北斗市 きじひき高原

通年 室蘭市 工場夜景 冬 北斗市 トラピスト修道院

春夏秋 苫小牧市 樽前山 春 松前町 松前公園/松前さくらまつり

冬 苫小牧市 ウトナイ湖 冬 木古内町 佐女川神社/寒中みそぎ祭り

春 登別市 登別桜並木 春夏秋 七飯町 大沼公園 

春夏秋 登別市 登別温泉天然足湯 春夏秋 七飯町 城岱牧場

秋 登別市 新登別大橋 春夏秋 七飯町 果物狩り

春 伊達市 有珠善光寺 冬 七飯町 冬の大沼公園

春夏秋 伊達市 北黄金貝塚公園 通年 鹿部町 しかべ間歇泉公園

春夏秋
壮瞥町

洞爺湖町
洞爺湖有珠山ジオパーク 春 森町 青葉ヶ丘公園

秋
壮瞥町

洞爺湖町
洞爺湖 通年 八雲町 噴火湾パノラマパーク 

春 壮瞥町 壮瞥公園 通年 長万部町 長万部のカニ

春夏秋 壮瞥町 有珠山 春夏秋 江差町 いにしえ街道

春夏秋 壮瞥町 くだもの狩り 春夏秋 奥尻町 あわび狩り体験

通年 白老町 しらおいポロトコタン/アイヌ民族博物館 春 せたな町 玉川公園

通年 白老町 白老牛 春 旭川市 旭山公園

秋冬 洞爺湖町 洞爺湖温泉 春夏秋 旭川市 西神楽就実の丘

春 日高地域 日高の春ウニ 春夏秋 旭川市 上野ファーム～北海道ガーデン街道～

通年 日高地域 日高の馬文化 秋 旭川市 神居古潭

春夏秋 日高町 沙流川のラフティング 冬 旭川市 旭山動物園

春 平取町 芽生すずらん群生地 冬 旭川市 旭川の日本酒

春 平取町 オプシヌプリに沈む太陽 冬 旭川市 旭川冬まつり

通年 平取町 平取のアイヌ文化 通年 旭川市 旭川市博物館

通年 平取町 びらとり和牛 通年 旭川市 北の嵐山

春夏秋 新冠町 太陽の森ディマシオ美術館 通年 旭川市 常磐公園/買物公園

春 浦河町 優駿さくらロード 冬 士別市 スノーモビルランドイン士別

秋 浦河町 翠明橋公園 通年 士別市 羊と雲の丘

春夏秋 様似町 アポイ岳ジオパーク 夏 名寄市 ひまわり畑

春 えりも町 庶野さくら公園 冬 名寄市 なよろ国際雪像彫刻大会ジャパンカップ

春夏秋 えりも町 豊似湖 春夏秋 富良野地域 空知川のラフティング

通年 えりも町 襟裳岬 春夏秋 富良野地域 花人街道

春 新ひだか町 二十間道路桜並木 夏 富良野地域 ラベンダー畑

春 函館市 桜が丘通桜並木 夏 富良野地域 富良野メロン

春 函館市 函館八幡宮 春 富良野市 朝日ヶ丘公園

春 函館市 活火山恵山 春夏秋 富良野市 風のガーデン～北海道ガーデン街道

夏 函館市 函館のイカ 春夏秋
富良野市

中富良野町
野菜収穫体験

秋 函館市 見晴公園/はこだてMOMI－Gフェスタ 秋 富良野市 富良野ロープウェー

冬 函館市 冬の函館山 冬 富良野市 ふらの歓寒村

通年 函館市 五稜郭公園 冬

富良野市

上富良野町

中富良野町

スノーシューツアー

通年 函館市 函館市縄文文化交流センター 冬
富良野市

南富良野町
犬ぞりツアー

通年 函館市 函館元町の西洋教会群と和洋折衷建築物 通年 富良野市 ふらのワイン
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エリア 季節 市町村 観光資源 エリア 季節 市町村 観光資源

夏 幌加内町 そばの花展望台 春秋冬 稚内市 大沼

秋 幌加内町 幌加内そば/幌加内町新そば祭り 通年 稚内市 ノシャップ岬

春夏秋 当麻町 当麻鐘乳洞 春夏 幌延町 トナカイ観光牧場

春夏秋 上川町 大雪 森のガーデン～北海道ガーデン街道～ 春夏秋 幌延町 オトンルイ風力発電所

秋 上川町 銀河流星の滝/大函 春夏秋
幌延町

豊富町
利尻礼文サロベツ国立公園

秋 上川町 大雪山層雲峡黒岳ロープウェイ 春夏秋 猿払村 猿払のホタテ

冬 上川町 層雲峡温泉 氷瀑まつり 春夏 浜頓別町 ウソタンナイ砂金採掘公園

夏 東川町 大雪山旭岳/裾合平 春夏冬
浜頓別町

枝幸町
神威岬

秋 東川町 大雪山旭岳ロープウェイ 通年 浜頓別町 クッチャロ湖

春 美瑛町 青い池 春夏秋 中頓別町 中頓別鍾乳洞自然ふれあい公園

秋 美瑛町 十勝岳望岳台 春夏 枝幸町 枝幸のカニ

秋 美瑛町 美瑛の丘 春夏秋 豊富町 大規模草地牧場

冬 美瑛町 白ひげの滝/青い池 冬 豊富町 サロベツ原野のスノーシューハイク

夏 南富良野町 かなやま湖 通年 豊富町 豊富温泉

春夏秋 占冠村 トマム山の雲海 春 礼文町 レブンアツモリソウ群生地

春夏秋 占冠村 鵡川のラフティング 春夏 利尻町 神居海岸

春夏秋 美深町 トロッコ王国美深 春夏秋
利尻町

利尻富士町
利尻の生ウニ

春夏秋 美深町 天塩川カヌー、ラフティング体験 春夏秋
利尻町

利尻富士町
利尻昆布

春 留萌市 礼受牧場 春夏秋
利尻町

利尻富士町
利尻島サイクリングロード

春夏秋 留萌市 黄金岬海浜公園 春
オホーツク海

沿岸地域
流氷明けのカニ

冬 留萌市 日本海の”けあらし” 春夏 北見市 ワッカ原生花園

春夏秋 増毛町 雄冬岬展望台 秋 北見市 きたみ菊まつり

通年 増毛町 増毛の歴史的建造物群 通年 北見市 北の大地の水族館

秋 小平町 おびらしべ湖 通年 北見市 北見ハッカ記念館

通年 小平町 旧花田家番屋 春夏秋 網走市 クジラ、イルカ、ウミドリウォッチング

春 苫前町 古丹別緑ヶ丘公園と桜まつり 夏秋
網走市

大空町
感動の径

夏 苫前町 丘の上の白い風車 秋 網走市 能取岬/能取湖

春夏 羽幌町 天売島 秋
網走市

小清水町
濤沸湖

春夏 羽幌町 羽幌の甘エビ 冬 網走市 流氷

春夏秋 羽幌町 はぼろサンセットビーチ 冬
網走市

大空町
網走湖

春夏秋 羽幌町 焼尻島 通年 網走市 オホーツク流氷館

夏 羽幌町 はぼろバラ園 夏 紋別市 北海道立オホーツク流氷公園

春夏秋 初山別村 金比羅神社 夏秋 紋別市 コムケ湖

通年 初山別村 しょさんべつ天文台 冬 紋別市 流氷

春夏秋 遠別町 富士見ヶ丘公園 通年 紋別市
オホーツクとっかりセンター

（ゴマちゃんランド）

春 稚内市 稚内公園 通年 紋別市 オホーツク流氷科学センター「GIZA」

春夏秋 稚内市 北防波堤ドーム 通年 紋別市 氷海展望搭オホーツクタワー

春夏秋 稚内市 夕日が丘パーキングエリア 秋 美幌町 美幌峠

春夏秋 稚内市 浜勇知展望休憩施設（こうほねの家） 春夏 津別町 ノンノの森

春夏秋 稚内市 宗谷岬 春夏秋 津別町 津別峠展望施設

春夏秋 稚内市 宗谷丘陵 秋 津別町 チミケップ湖
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エリア 季節 市町村 観光資源 エリア 季節 市町村 観光資源

春夏 斜里町 知床五湖 春夏秋 清水町 十勝千年の森 ～北海道ガーデン街道

春夏 斜里町 知床岬 冬 清水町 美蔓パノラマパーク

春夏秋 斜里町 オロンコ岩とゴジラ岩 春夏秋 芽室町 新嵐山スカイパーク展望台

春冬 斜里町 オシンコシンの滝 春夏秋 中札内村 六花の森 ～北海道ガーデン街道

秋 斜里町 天に続く道 春夏秋 中札内村 札内川園地/ピョウタンの滝

冬 斜里町 流氷アクティビティ 通年 広尾町 大丸山森林公園

冬 斜里町 フレペの滝 通年 広尾町 黄金道路

冬 斜里町 プユニ岬 春夏秋 幕別町 十勝ヒルズ ～北海道ガーデン街道

春夏 清里町 さくらの滝 夏秋 幕別町 シーニックカフェちゅうるい

春夏秋 清里町 宇宙展望台 通年 池田町 十勝ワイン/ワイン城

秋 清里町 神の子池 冬 豊頃町 ジュエリーアイス

春夏 小清水町 小清水原生花園 春 本別町 本別公園

春夏秋 小清水町 ハイランド小清水725 春夏 足寄町 ラワンぶき鑑賞ほ場

夏 小清水町 リリーパーク 春夏秋 足寄町 オンネトー

秋 佐呂間町 サロマ湖 春夏秋 陸別町 鉄道運転・乗車体験

春 遠軽町 まるせっぷ藤園 通年 陸別町
りくべつ宇宙地球科学館

（銀河の森天文台）

春夏秋 遠軽町 丸瀬布森林公園 いこいの森 春 釧路市 阿寒湖 破氷帯観光遊覧

秋 遠軽町 太陽の丘えんがる公園 春夏秋

釧路市

釧路町

標茶町

弟子屈町

釧路川カヌー体験

春 湧別町 かみゆうべつチューリップ公園 春夏秋
釧路市

釧路町
釧路湿原国立公園（展望台）

冬 湧別町 龍宮台展望台/アイスブーム 秋 釧路市 世界三大夕日

春 滝上町 芝ざくら滝上公園 冬 釧路市 あいすランド阿寒

夏 滝上町 香りの里ハーブガーデン 冬
釧路市

標茶町
釧路湿原国立公園（蒸気機関車）

秋 滝上町 錦仙峡 春夏秋 釧路市阿寒町 阿寒湖

通年 雄武町 日の出岬展望台 秋冬
釧路市阿寒町

鶴居村
タンチョウ

春 大空町 東藻琴芝桜公園 冬 釧路市阿寒町 フロストフラワー

春夏秋 大空町 メルヘンの丘 通年 釧路市阿寒町 阿寒湖アイヌコタン

秋 大空町 朝日ヶ丘公園 春 厚岸町 子野日公園

通年 十勝地域 十勝のスイーツ 春夏秋 厚岸町 アザラシウォッチングツアー

春夏秋 帯広市 眞鍋庭園 ～北海道ガーデン街道～ 秋冬 厚岸町 厚岸湖/別寒辺牛湿原

春夏秋 帯広市 紫竹ガーデン ～北海道ガーデン街道 通年 厚岸町 厚岸の牡蠣

通年 帯広市 ばんえい競馬 春夏秋 浜中町 霧多布岬

夏秋冬 音更町 十勝牧場（白樺並木） 夏 浜中町 霧多布湿原琵琶瀬展望台

秋 音更町
オータムフェスタin十勝川

（十勝エコロジーパーク）
春夏秋 弟子屈町 川湯エコミュージアムセンター

冬 音更町 十勝川温泉「彩凛華」 夏 弟子屈町 池の湯

冬 音更町 十勝川の雲龍 夏秋 弟子屈町 屈斜路湖砂湯

通年 音更町 十勝川温泉 秋 弟子屈町 硫黄山

春夏秋 上士幌町 ナイタイ高原牧場 秋 弟子屈町 摩周湖

春冬 上士幌町 タウシュベツ川橋梁 冬 弟子屈町 屈斜路湖

秋 上士幌町 三国峠 春夏秋 鶴居村 鶴居どさんこ牧場

冬 上士幌町 ぬかびら源泉郷 春夏秋 鶴居村 釧路湿原国立公園（温根内木道）

秋 鹿追町 然別湖 冬 鶴居村 音羽橋

冬 鹿追町 しかりべつ湖コタン 夏 白糠町 恋問海岸
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エリア 季節 市町村 観光資源

春 根室市 明治公園

春 根室市 清隆寺

春夏秋 根室市 花咲ガニ

春夏秋 根室市 根室フットパス

夏秋 根室市 根室のサンマ

秋冬 根室市 春国岱/風蓮湖

冬 根室市 納沙布岬

春夏 別海町 野付半島 トドワラ

春夏秋 別海町 牛のいる風景

春夏秋 別海町 野付半島北海シマエビ漁

冬 別海町 四角い太陽

春夏秋 中標津町 開陽台展望館

春夏秋 中標津町 中標津ミルクロード

通年 中標津町 道立ゆめの森公園

春夏 標津町 ポー川史跡自然公園

秋 標津町 標津サーモンパーク

春 羅臼町 セセキの滝

夏秋 羅臼町 羅臼の秘湯

冬 羅臼町 羅臼国後展望塔

冬 羅臼町 流氷

通年 羅臼町 羅臼ビジターセンター/羅臼の間欠泉
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