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ウエルカム北海道エリア



エリアの概要【ウエルカム北海道エリア】

関係市町村関係市町村

恵庭市・千歳市

主な幹線道路主な幹線道路

国道276号、国道36号、国道453号
主要道道支笏湖公園線、
道道恵庭岳公園線

特に秀でた地域資源特に秀でた地域資源

●自然
支笏湖・千歳川・漁川

●景観
支笏湖・支笏湖火山群･田園景観
花のある市街地景観・工場群

●レクリエーション
支笏湖や千歳川でのカヌー
散策など

●歴史・文化
アイヌ文化･北海道最古の遺跡
ガーデニング・石造り倉庫



エリアの活動団体【ウエルカム北海道エリア】

ＮＰＯ法人
支笏湖まちづくり機構

NEOステージ

ＮＰＯ法人
支笏湖まちづくり機構

NEOステージ

（社）千歳青年
会議所

（社）千歳青年
会議所

えにわシーニック
プロジェクト

えにわシーニック
プロジェクト

新千歳空港から千歳市
街、支笏湖に至る道道
16号

新千歳空港から千歳市
街、支笏湖に至る道道
16号

商店街やホテルとの勉強会の開催
支笏湖資源発掘マップの作成
ビジターセンターの夜間プログラムの実施
まちなか、道路、各拠点の清掃活動
オンリーワンの自然体験プログラムの企画・運営
季節や支笏湖の自然にマッチしたイベントの企画・運営
国道沿道や園地および周辺道の季節の庭づくりとルールの創出

商店街やホテルとの勉強会の開催
支笏湖資源発掘マップの作成
ビジターセンターの夜間プログラムの実施
まちなか、道路、各拠点の清掃活動
オンリーワンの自然体験プログラムの企画・運営
季節や支笏湖の自然にマッチしたイベントの企画・運営
国道沿道や園地および周辺道の季節の庭づくりとルールの創出

支笏湖周辺道路
（国道・道道・市道お
よび林道などその他の
道路）

支笏湖周辺道路
（国道・道道・市道お
よび林道などその他の
道路）

プランターの花植え事業
外国人対応のサイン設置およびマップ作成
北海道情報発信サービスの構築

プランターの花植え事業
外国人対応のサイン設置およびマップ作成
北海道情報発信サービスの構築

道道恵庭岳公園線
国道36号

道道恵庭岳公園線
国道36号

恵庭ルックルック調査隊の設置、活動展開
恵庭渓谷景観マップ、写真集の作成
シーニックレストラン等の調査
コミュニティビジネス等の創出

恵庭ルックルック調査隊の設置、活動展開
恵庭渓谷景観マップ、写真集の作成
シーニックレストラン等の調査
コミュニティビジネス等の創出

活動団体名 活動エリア 活動内容



テーマ・目標【ウエルカム北海道エリア】

ウェルカム北海道エリア

エリア名エリア名

テーマテーマ

目標目標

ここからはじまる北海道

•北海道の玄関にふさわしい「美しい景観づくり」

•地域住民による地域資源の再発見と地域資源の活用による文化と産業の醸成

•エリアの観光資源をつないだ周遊ルートの創出



活動方針【ウエルカム北海道エリア】

・来訪者をもてなすウェルカムルートの創出
・北海道らしい清らかな水を印象づけるみちづくりの促進
・花とみどりによる四季の感じられる景観形成

・来訪者をもてなすウェルカムルートの創出
・北海道らしい清らかな水を印象づけるみちづくりの促進
・花とみどりによる四季の感じられる景観形成

・地域資源の発掘と保全活用
・地域の資源を活かしたコミュニティビジネスの創出
・交流と連携による地域づくりの推進

・地域資源の発掘と保全活用
・地域の資源を活かしたコミュニティビジネスの創出
・交流と連携による地域づくりの推進

・周辺の田園地帯や水資源を活用した魅力づくり
・エリアの魅力を伝えるイベントなどの開催
・エリアの周遊性を高めるしくみと情報発信

・周辺の田園地帯や水資源を活用した魅力づくり
・エリアの魅力を伝えるイベントなどの開催
・エリアの周遊性を高めるしくみと情報発信

景観
づくり

景観
づくり

地域
づくり

地域
づくり

観光
振興

観光
振興

■シーニックバス

■シーニックコンサート

■地域の子どもたちも参加した
沿道の花植えの活動



運営方針【ウエルカム北海道エリア】

エリアの
住民・企業の
参加による
活動の推進

エリアの
住民・企業の
参加による
活動の推進

北海道玄関口として、シーニックバイウェイの活動を盛んにするた
めに、エリアの住民や沿道の企業などの協力を募り、活動を進め
ていきます。

北海道玄関口として、シーニックバイウェイの活動を盛んにするた
めに、エリアの住民や沿道の企業などの協力を募り、活動を進め
ていきます。

新たな
活動団体の

勧誘

新たな
活動団体の

勧誘

エリアでのシーニックバイウェイの活動を盛んにするために、様々な
活動を通じて新たな活動団体の勧誘を進めます。

エリアでのシーニックバイウェイの活動を盛んにするために、様々な
活動を通じて新たな活動団体の勧誘を進めます。

ニセコ羊蹄エリアや洞爺湖エリアとの連携を強化し、ルート
としての魅力を高めるようにします。
エリアの魅力を高めるために周辺地域の連携を進めます。

ニセコ羊蹄エリアや洞爺湖エリアとの連携を強化し、ルート
としての魅力を高めるようにします。
エリアの魅力を高めるために周辺地域の連携を進めます。

他のエリア
との

連携強化

他のエリア
との

連携強化



ニセコ羊蹄エリア



エリアの概要【ニセコ羊蹄エリア】

関係市町村関係市町村

蘭越町、岩内町、共和町、
倶知安町、ニセコ町、京極町、
真狩村、喜茂別町、留寿都村

主な幹線道路主な幹線道路

特に秀でた地域資源特に秀でた地域資源

国道5号、国道276号、国道230号
道道岩内洞爺線、
道道豊浦京極線
道道京極倶知安線、
道道蘭越ニセコ倶知安線

●自然
尻別川･湧水・雪

●景観
秀峰羊蹄山・ニセコ連峰
田園景観

●レクリエーション
スキー・カヌー・ラフティングなど

●歴史・文化
各町にあるミュージアム



エリアの活動団体【ニセコ羊蹄エリア】

共和町商工会青年部共和町商工会青年部

活動団体名 活動エリア 活動内容

共和町の観光資源でもある神仙沼周辺道路の清掃、神仙沼の遊歩道整備の推進
パノラマラインのビューポイントの発掘調査

共和町の観光資源でもある神仙沼周辺道路の清掃、神仙沼の遊歩道整備の推進
パノラマラインのビューポイントの発掘調査

国道276号
道道岩内洞爺線

国道276号
道道岩内洞爺線

きもべつWAOきもべつWAO

村づくり研究会村づくり研究会

NPO法人

しりべつリバーネット

NPO法人

しりべつリバーネット

ニセコ広域観光委員会ニセコ広域観光委員会

ニセコ21世紀

まちづくり実行委員会

ニセコ21世紀

まちづくり実行委員会

NPO法人

WAO

NPO法人

WAO

（株）ニセコリゾート
観光協会

（株）ニセコリゾート
観光協会

京極町景観を考える会京極町景観を考える会

フラワーロード事業、フォトコン、真狩ウインターフェスティバルの情報発信支援

市街地再整備・街並み景観整備への提言、農産物直売農家の情報発信支援

フラワーロード事業、フォトコン、真狩ウインターフェスティバルの情報発信支援

市街地再整備・街並み景観整備への提言、農産物直売農家の情報発信支援

喜茂別町から蘭越町ま
での尻別川流域区間

喜茂別町から蘭越町ま
での尻別川流域区間

ニセコ観光国際の会ニセコ観光国際の会

ひらふネット研究会ひらふネット研究会

尻別川流域の自然景観と文化の保全・維持・復元活動

流域文化の調査研究、ホームページで活動内容を発信

尻別川流域の自然景観と文化の保全・維持・復元活動

流域文化の調査研究、ホームページで活動内容を発信

道道343号と沿線道道343号と沿線 フリーペーパーの発行、マスコミ招聘事業の実施、農産物をテーマにしたニセコの魅力

の掘り起こし、道道343号沿い、尻別川沿いの遊歩道の整備

フリーペーパーの発行、マスコミ招聘事業の実施、農産物をテーマにしたニセコの魅力

の掘り起こし、道道343号沿い、尻別川沿いの遊歩道の整備

ニセコ町、国道5号
道道岩内洞爺線

ニセコ町、国道5号
道道岩内洞爺線

花苗移植・管理を行い、道路沿道環境整備、花フェスタの開催

産地直送システムの構築、農業者との連携による「ニセコ地場産品土産」の企画・販売

花苗移植・管理を行い、道路沿道環境整備、花フェスタの開催

産地直送システムの構築、農業者との連携による「ニセコ地場産品土産」の企画・販売

ニセコ羊蹄山麓エリアニセコ羊蹄山麓エリア

エリア情報満載のホームページや観光マップ、メディアとタイアップした観光情報発信

情報提供とイベント開催、地域資源を利用した体験型プログラムの作成

エリア情報満載のホームページや観光マップ、メディアとタイアップした観光情報発信

情報提供とイベント開催、地域資源を利用した体験型プログラムの作成
ニセコ町を中心とした
近隣市町村

ニセコ町を中心とした
近隣市町村

自然景観に調和した道路名称の検討
道路標識、マップのデザイン

自然景観に調和した道路名称の検討
道路標識、マップのデザイン

国道5号、国道276号
道道343号、倶知安町道

国道5号、国道276号
道道343号、倶知安町道

景観をテーマにしたタウンウォッチング、景観づくりの提言
国道沿いのビューポイント・噴出しの沢川の散策路沿いの清掃や草刈

景観をテーマにしたタウンウォッチング、景観づくりの提言
国道沿いのビューポイント・噴出しの沢川の散策路沿いの清掃や草刈

国道276号、京極町市
街、噴出し公園周辺

国道276号、京極町市
街、噴出し公園周辺

ニセコアンヌプリを中
心に20km

ニセコアンヌプリを中
心に20km

エリア飲食店等への英語メニューの作成、観光案内所での海外客の対応

海外雑誌などへの取材協力、英語版ＨＰによる観光情報発信、海外客の誘致活動

エリア飲食店等への英語メニューの作成、観光案内所での海外客の対応

海外雑誌などへの取材協力、英語版ＨＰによる観光情報発信、海外客の誘致活動

国道276号、国道230号
喜茂別町内

国道276号、国道230号
喜茂別町内

国道276・230号交差点場所を情報発信基地として整備、ネット・携帯電話で発信

地域と連携したフラワーストリート・駐車場の整備、地域農産物の体験・販売への協力

国道276・230号交差点場所を情報発信基地として整備、ネット・携帯電話で発信

地域と連携したフラワーストリート・駐車場の整備、地域農産物の体験・販売への協力

真狩村内
道道岩内洞爺湖線

真狩村内
道道岩内洞爺湖線

景観改善への普及啓発活動、景観写真を利用した商品開発・販売

地域おこし・まちづくり情報の総合的集約、勉強会・講演会の開催

景観改善への普及啓発活動、景観写真を利用した商品開発・販売

地域おこし・まちづくり情報の総合的集約、勉強会・講演会の開催



ニセコ羊蹄エリア

エリア名エリア名

テーマテーマ

目標目標

羊蹄山とニセコの自然が与える感動のみち

・羊蹄山・尻別川・田園景観を大切にした「美しい景観づくり」

•地域の人材を活用した新たなビジネスの創出などによる「誇れる地域づくり」

•ニセコの自然と人とのふれあいによる「観光の振興」

テーマ・目標【ニセコ羊蹄エリア】



活動方針【ニセコ羊蹄エリア】

・エリアのシンボルの羊蹄山を彩り美しく見せる
・四季折々の表情を見せる田園景観を保全する
・尻別川など自然豊かな水辺の景観をつくる

・エリアのシンボルの羊蹄山を彩り美しく見せる
・四季折々の表情を見せる田園景観を保全する
・尻別川など自然豊かな水辺の景観をつくる

・歴史や文化資源も含めた地域資源の発掘と活用
・地域コミュニティを大切にした地域づくりの推進
・地域の人材の育成と活用

・歴史や文化資源も含めた地域資源の発掘と活用
・地域コミュニティを大切にした地域づくりの推進
・地域の人材の育成と活用

・農産物など地場産品を活用した
魅力づくり

・エリアのきめ細かな情報の発信
・地域とのふれあいを大切にした

観光の推進

・農産物など地場産品を活用した
魅力づくり

・エリアのきめ細かな情報の発信
・地域とのふれあいを大切にした

観光の推進

景観
づくり

景観
づくり

地域
づくり

地域
づくり

観光
振興

観光
振興

■住民による花植え

■タウンミーティング

■まきバスの運行 ■シーニックカフェ



運営方針【ニセコ羊蹄エリア】

地域住民
の参加を

大切にします

地域住民
の参加を

大切にします

美しい羊蹄山の景観づくりや尻別川の自然環境の保全など、シー
ニックバイウェイに関連する活動は、地域コミュニティとも大きく関
わることから、地域住民の理解を得ながら連携して進めます。

美しい羊蹄山の景観づくりや尻別川の自然環境の保全など、シー
ニックバイウェイに関連する活動は、地域コミュニティとも大きく関
わることから、地域住民の理解を得ながら連携して進めます。

広域的な
視点で

エリアづくりを
考えます

広域的な
視点で

エリアづくりを
考えます

美しい羊蹄山の景観づくりや尻別川の自然環境の保全など、シー
ニックバイウェイに関連する活動は、行政単位ではなくエリアとして
対応することが必要です。
また、エリアのシーニックバイウェイとしてのブランド形成もニセコ羊
蹄エリアとして、戦略的に行うことが求められます。
こうしたことから、ニセコ羊蹄エリアとして広域的な取り組みを進め
ます。

美しい羊蹄山の景観づくりや尻別川の自然環境の保全など、シー
ニックバイウェイに関連する活動は、行政単位ではなくエリアとして
対応することが必要です。
また、エリアのシーニックバイウェイとしてのブランド形成もニセコ羊
蹄エリアとして、戦略的に行うことが求められます。
こうしたことから、ニセコ羊蹄エリアとして広域的な取り組みを進め
ます。



洞爺湖エリア



エリアの概要【洞爺湖エリア】

関係市町村関係市町村

蘭越町、大滝村、壮瞥町、虻田町
洞爺村、伊達市、豊浦町

主な幹線道路主な幹線道路

特に秀でた地域資源特に秀でた地域資源

国道453号、国道230号、
主要道道洞爺登別線、
主要道道洞爺公園洞爺線、
道道洞爺虻田線

●自然・景観
洞爺湖・有珠山・昭和新山

●レクリエーション
温泉

（洞爺湖温泉・壮瞥温泉・北湯沢温泉）



エリアの活動団体【洞爺湖エリア】

（社）洞爺湖温泉
観光協会

（社）洞爺湖温泉
観光協会

活動団体名 活動エリア 活動内容

そうべつ
くだもの村

そうべつ
くだもの村

壮瞥町観光協会壮瞥町観光協会

大滝冒険倶楽部大滝冒険倶楽部

NPO法人

洞爺にぎわいネットワーク

NPO法人

洞爺にぎわいネットワーク

「レイクトピア21」推進協議会

エコミュージアム
構想推進部会

「レイクトピア21」推進協議会

エコミュージアム
構想推進部会

ゆったリズム
体験倶楽部

ゆったリズム
体験倶楽部

ロングラン花火大会／旅客誘致キャラバン、洞爺湖温泉のゴミ拾い植栽、道路沿線の植
樹・植栽、周辺の看板や建物の景観に調和した整備花和地区における花畑整備
洞爺湖畔沿いの草刈、清掃、植樹

ロングラン花火大会／旅客誘致キャラバン、洞爺湖温泉のゴミ拾い植栽、道路沿線の植
樹・植栽、周辺の看板や建物の景観に調和した整備花和地区における花畑整備
洞爺湖畔沿いの草刈、清掃、植樹

虻田町虻田町

ホームページ、パンフレット等による情報発信、住民組織の検討、米国（ハワイ）調査

エコミュージアムのプロモーション、清掃活動

ホームページ、パンフレット等による情報発信、住民組織の検討、米国（ハワイ）調査

エコミュージアムのプロモーション、清掃活動
伊達市、虻田町
豊浦町、洞爺村
大滝村、壮瞥町

伊達市、虻田町
豊浦町、洞爺村
大滝村、壮瞥町

りんご祭りの開催、統一サインへの建て替え
花壇植裁運動

りんご祭りの開催、統一サインへの建て替え
花壇植裁運動

国道453号を中心と
する支笏湖から洞爺
湖周辺エリア

国道453号を中心と
する支笏湖から洞爺
湖周辺エリア

花壇、フラワープランターの整備、道道沿道の花畑整備事業（ひまわり）

サクラの植栽、管理／街灯の維持管理、協会内道路沿線の清掃委託事業

地域PR事業、昭和新山火まつり･湖畔祭り、昭和新山国際雪合戦

花壇、フラワープランターの整備、道道沿道の花畑整備事業（ひまわり）

サクラの植栽、管理／街灯の維持管理、協会内道路沿線の清掃委託事業

地域PR事業、昭和新山火まつり･湖畔祭り、昭和新山国際雪合戦

壮瞥町壮瞥町

馬の歩く道景観づくり
ホームページによる情報発信

馬の歩く道景観づくり
ホームページによる情報発信

大滝村大滝村

ゆったりマップの作成・配布ゆったりマップの作成・配布洞爺湖を中心とする
周辺市町村

洞爺湖を中心とする
周辺市町村

沿道の植栽、花いっぱいロードづくり、隠れ名所・達人バンクなどの地域資源調査

情報発信・パンフレットの作成、スタンプラリー・清掃活動

沿道の植栽、花いっぱいロードづくり、隠れ名所・達人バンクなどの地域資源調査

情報発信・パンフレットの作成、スタンプラリー・清掃活動
洞爺湖温泉を中心と
したエリア

洞爺湖温泉を中心と
したエリア



洞爺湖エリア

エリア名エリア名

テーマテーマ

目標目標

美しい洞爺湖と火山がおりなすエコミュージアムルート

•洞爺湖の印象を高める「美しい景観づくり」

•エコミュージアムとしての地域づくりの推進

•人との出会い・ふれあいのある観光地づくり

テーマ・目標【洞爺湖エリア】



活動方針【洞爺湖エリア】

・洞爺湖に彩りを添える
・温泉街らしさを演出する
・果樹園などの田園景観を整える

・洞爺湖に彩りを添える
・温泉街らしさを演出する
・果樹園などの田園景観を整える

・エリアの資源の発掘と保全活用
・エリアの産業の活性化
・エリアの人材育成

・エリアの資源の発掘と保全活用
・エリアの産業の活性化
・エリアの人材育成

・「もてなし」による洞爺湖エリアのイメージ向上
・資源と人材を活かしたエコミュージアムの形成
・洞爺湖エリアの観光サービス機能の充実

・「もてなし」による洞爺湖エリアのイメージ向上
・資源と人材を活かしたエコミュージアムの形成
・洞爺湖エリアの観光サービス機能の充実

景観
づくり

景観
づくり

地域
づくり

地域
づくり

観光
振興

観光
振興



運営方針【洞爺湖エリア】

洞爺湖エリアは、良好な景観資源を有しています。
その景観資源を活かし、エリアの魅力を高めるように、各団体が持
続的に活動ができる体制を整えます。

洞爺湖エリアは、良好な景観資源を有しています。
その景観資源を活かし、エリアの魅力を高めるように、各団体が持
続的に活動ができる体制を整えます。

持続的に
美しい景観

づくりができる
体制を整える

持続的に
美しい景観

づくりができる
体制を整える

連携による

洞爺湖エリア

の新たな魅力

をつくる

連携による

洞爺湖エリア

の新たな魅力

をつくる

人材の育成
を進める

人材の育成
を進める

これまでの活動を基本にしながら、シーニックバイウェイのルートと
して連携を進め、エリアとしての魅力を高めることができるようにし
ます。
地域外の専門家や大学などとの連携も検討しながら、新たな魅力
づくりを進めます。

これまでの活動を基本にしながら、シーニックバイウェイのルートと
して連携を進め、エリアとしての魅力を高めることができるようにし
ます。
地域外の専門家や大学などとの連携も検討しながら、新たな魅力
づくりを進めます。

地域づくり・観光振興は、人材によるところが大きいため、各活動
などを通じて積極的に人材育成を進めます。
シーニックバイウェイの活動には、地元の子どもたちの参加を積極
的に呼びかけて人材育成を行います。

地域づくり・観光振興は、人材によるところが大きいため、各活動
などを通じて積極的に人材育成を進めます。
シーニックバイウェイの活動には、地元の子どもたちの参加を積極
的に呼びかけて人材育成を行います。
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