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平成１９年度の活動報告 



シーニックバイウェイ北海道ＰＲ活動
～推進協議会構成機関による情報提供

北海道

・サミット向け北海道ＰＲパンフレット及びＤＶＤ 「A land of natural treasures HOKKAIDO」にて、シーニック

バイウェイ北海道を紹介 （日本語・英語・イタリア語・ドイツ語・フランス語・中国語・ロシア語・ハングル9カ国語）

〔DVD：9カ国語〕

〔パンフレット：9カ国語〕

※シーニックバイウェイ北海道の紹介



シーニックバイウェイ北海道ＰＲ活動
～推進協議会構成機関による情報提供

（仮）（仮）

北海道

・北海道発行のドライブマップ（平成19年度）にて、シーニックバイウェイ北海道及び、指定６ルートを紹介
「行駛於北海道」（海外旅行客対応：中国語_繁体字）

〔中国語_繁体字版〕



シーニックバイウェイ北海道ＰＲ活動
～推進協議会構成機関による情報提供

（仮）

北海道観光連盟

・ 北海道観光連盟発行の観光パンフレット （平成19年度）
「心も大きくなれる旅…北海道道央パレット」（日本語版・英語版）にて、

シーニックバイウェイ北海道及び支笏洞爺ニセコルート概要を紹介

〔日本語版〕 〔英語版〕



シーニックバイウェイ北海道ＰＲ活動
～推進協議会構成機関による情報提供

北海道商工会議所連合会

・社団法人北海道商工会議所連合会（岩内商工会議所森商工会議所、恵庭商工会議所） 主催
「おらがまち自慢」にて、シーニックバイウェイ北海道パネルを紹介するとともに、ガイドブックに
てシーニックドライブコースを紹介



シーニックバイウェイ北海道ＰＲ活動
～推進協議会構成機関による情報提供

（仮）

北海道商工会議所連合会

・北海道商工会議所連合会発行の手引き書（平成19年度）
北海道観光ハンドブックにて、シーニックバイウェイ北海道の概要を掲載
※2007年版北海道 光マスター検定 公式テキスト



シーニックバイウェイ北海道ＰＲ活動
～推進協議会構成機関による情報提供

（仮）（仮）

（社）日本自動車連盟

・社団法人日本自動車連盟発行 （平成20年度）
JAFツーリングマップ Hokkaido_Guide.jpgにて、シーニックバイウェイ北海道及びルートを紹介



旅行会社、レンタカー等との連携

ANAｽｶｲﾎﾘﾃﾞｰ
自由に作る自分だけの旅「私らしく」
ｼｰﾆｯｸﾊﾞｲｳｪｲモデルコース3日間
（東京発） 春夏/秋冬

近畿日本ツーリスト
ﾚﾝﾀｶｰフリーﾌﾟﾗﾝ北海道
シーニックバイウェイ対象プラン
モデルコース３日間
（東京発）

JAL STAGE
北海道～フリープラン
ｽﾃｲ札幌2日間（東京発）
人気のﾆｾｺﾘｿﾞｰﾄ、富良野の雄大
な自然を満喫

・平成20年度企画として、ANAセールス、トップツアーへの情報提供を実施



旅行会社、レンタカー会社等との連携

・レンタカー各社発行のドライブマップにて、シーニックバイウェイ及び、ルートを紹介

トヨタレンタカー マツダレンタカー

駅レンタカー日産レンタカー オリックスレンタカー/
レンタカージャパレン

ホンダレンタリース

ニッポンレンタカー
〔各平成20年度発行〕

※ルート箇所の記載

※各ルート紹介



昭文社
まっぷるマガジン「北海道ベストプラン08-09」「北海道‘09」「ベストドライブ北海道」にて、シーニックルートを紹介

「北海道‘09」
・ｼｰﾆｯｸﾊﾞｲｳｪｲ
北海道って何？

「北海道ベスト
プラン08-09」
・ｼｰﾆｯｸﾊﾞｲｳｪｲ
北海道を走る

「ﾍﾞｽﾄﾄﾞﾗｲﾌﾞ北海道」
・季節で巡るｼｰﾆｯｸﾄﾞﾗｲﾌﾞ

ドライブ観光雑誌との連携



シーニックバイウェイ北海道制度広報 2007版

制度紹介DVD2007版 全編14分

推進協議会ホームページ（リニューアル）

制度紹介パンフレット Ａ４：全8面

外国人対応パンフレット
（中国語・韓国語・英語）Ａ４：全４面

制度紹介パネル A1:9枚
・シーニックバイウェイ北海道制度説明 2枚
・指定ルート紹介6枚 ・候補ルート紹介 1枚

【英語版有り】

ルート紹介DVD 各指定ルート
（2006年制作）



（１）制度広報

大項目 分類 出版物等 時期 仕様 対応 備考 監修・主催

・制度紹介パンフレット　全編 平成19年 Ａ４：８面 -
シーニックバイウェイ北海道
推進協議会

（外国人対応パンフレット_中国語：簡体字/韓国語/英語 平成19年 Ａ４：４面 -
＊ＰＤＦ/イラスト
レータ

シーニックバイウェイ北海道
推進協議会

・制度紹介DVD 2007 平成19年 全編約14分 貸出可
＊各機関へ１部
配布

シーニックバイウェイ北海道
推進協議会

・制度紹介DVD　外国人対応DVD＿英語 平成19年 全編9分30秒 貸出可
シーニックバイウェイ北海道
推進協議会

・各ルート紹介DVD

　（シーニックバイウェイ指定６ルート） 平成18年 ３分30秒 貸出可
シーニックバイウェイ北海道
推進協議会

　（支笏洞爺ニセコルート＿３エリア） 平成18年 ３分 貸出可
シーニックバイウェイ北海道
推進協議会

　（大雪・富良野ルート） 平成18年 ５分 貸出可
シーニックバイウェイ北海道
推進協議会

　（東オホーツクシーニックバイウェイ） 平成18年 ３分 貸出可
シーニックバイウェイ北海道
推進協議会

　（宗谷シーニックバイウエイ） 平成18年 ３分 貸出可
シーニックバイウェイ北海道
推進協議会

　（函館・大沼・噴火湾ルート） 平成18年 ３分 貸出可
シーニックバイウェイ北海道
推進協議会

　（釧路湿原・阿寒・摩周シーニックバイウエイ） 平成18年 ３分 貸出可
シーニックバイウェイ北海道
推進協議会

・制度紹介パネル（制度2枚、指定6枚、候補１枚） 平成19年 A１：11枚 貸出可
＊全３セット用
意

シーニックバイウェイ北海道
推進協議会

・シーニックバイウェイ北海道環境の取組（２枚:英語表
記）

平成19年 A１：2枚 貸出可
＊全２セット用
意

シーニックバイウェイ北海道
推進協議会

ＨＰ ・推進協議会ＨＰ 平成19年リニューアル リンク可
シーニックバイウェイ北海道
推進協議会

◇シーニックバイウェイ北海道推進協議会の取り組み（平成19年度）

制度広報

パンフレッ
ト

パネル

映像
（ＤＶＤ）



（２）推進協議会構成機関による情報提供

大項目 出版物等 時期 監修・主催

平成19年
社団法人北海道商工会議所
連合会

平成19年
社団法人北海道商工会議所連合会
岩内商工会議所（森商工会議所、恵
庭商工会議所）

平成19年 北海道観光連盟

平成19年 （社）日本自動車連盟

平成19年
（平成20年度発行）

（社）日本自動車連盟

平成19年 北海道

平成19年 北海道

平成19年 北海道開発局

（３）フォーラム・協賛プロモーション等

大項目 時期 監修・主催

フォーラム
平成19年

6月2・3日開催
シーニックバイウェイ北海道
推進協議会

平成19年
7月23～29日

花フェスタ実行委員会

平成19年
8月10日

道路フェスティバル実行委員
会

平成19年
10月6日～8日

北海道ふるさと会連合会

花フェスタｉｎ赤れんが

協賛プロ
モーション

道の駅を活用した「おらがまち自慢」にて、「シーニックバイ
ウェイ北海道」の情報提供を支援

北海道観光連盟発行　2007年版北海道観光パンフレット

備考

推進協議会
構成機関に
よる情報提

供

北海道　観光マスター検定　公式テキスト
シーニックバイウェイ北海道の概要を掲載

http://www.jaf.or.jp/dguide/scenic/inde
x.htm

（社）日本自動車連盟：ＪＡＦマップ

　「行駛於北海道」（海外旅行客対応：中国語_繁体字）

（社）日本自動車連盟ホームページにて、「シーニックバイ
ウェイ北海道を走ろう！！」指定ルートおすすめドライブコー
スを掲載中

北海道フェア

道の日イベント

北海道サミット向けパンフレット（９カ国語）にて、シーニックバ
イウェイを紹介

備考

シーニックバイウェイ北海道フォーラム

催事名等

他　１２件北海道開発局道路事業概要



（３）全道的来訪促進の取り組み（情報提供等）

全道的来訪
促進

分類 出版物等 時期 監修・主催

新聞 新聞 全道紙　　13件、地域版・業界紙　　218件 平成19年

ラジオ シーニックバイウェイ北海道情報番組「more byway」 平成19年 全道コミュニティＦＭ

テレビ
えきスタ発～万歳北海道コーナー放送
（十勝平野・山麓ルート/萌える天北オロロンルート）

平成19年
5月17日/6月28日

北海道文化放送

旅行雑誌 じゃらん～初夏の絶景ドライブ 平成19年　5月号 じゃらん

ドライブ観光
雑誌

まっぷるマガジン「北海道ベストプラン08-09」「北海道
‘09」「ベストドライブ北海道」

平成19年
（平成20年４月発行）

昭文社

ニッポンレンタカー　北海道ドライブガイド 平成19年 ニッポンレンタカー

トヨタレンタカー　Hokkaido Road map 平成19年 トヨタレンタカー

駅レンタカー　北海道ドライブマップ 平成19年 ＪＲ

マツダレンタカー　北海道ドライブマップ 平成19年 マツダレンタカー

日産レンタカー　Hokkaido　Ｄｒｉｖｅ　Ｍａｐ　 平成19年 日産レンタカー

オリックスレンタカー　Hokkaido　Ｄｒｉｖｅ　Ｍａｐ　 平成19年 オリックスレンタカー

北海道道の駅ニュース 平成19年（季刊） 北海道地区「道の駅」連絡会

北海道道の駅　スタンプラリー　スタンプブックス 平成19年 北海道地区「道の駅」連絡会

はなたび北海道 平成19年
北海道ディスティネーションキャン
ペーン実行委員会

あすらんて　２００７－２００８　 平成19年
ＮＰＯ法人あすらんて制作委
員会

サーベイ北海道　２００７　 平成19年 株式会社　昭文社

札幌コンベンションサービスガイド 平成19年
ＮＰＯ法人コンベンション札ネット
ワーク

平成19年 誠文堂新光社

平成19年 株式会社　ニューズ出版

ＢＹＷＡＹ後志　 平成19年 ＢＹＷＡＹ後志発行委員会

レンタカー会
社との連携
による情報

発信

＊エアナビの北海道オリジナル情報でシーニック
景観ポイントを掲載

*道内コミュニティFM16局で放送

備考

他

他機関との
連携による
情報発信

フローリスト

旅写真

マスコミ等と
の連携によ
る情報発信



ANA ANAスカイホリデー　レンタカーで行く北海道の旅 平成19年 全日空

ANA ANAスカイホリデー　アドベンチャー北海道 平成19年 全日空

近畿日本
ツーリスト

近畿日本ツーリスト ﾚﾝﾀｶｰフリーﾌﾟﾗﾝ北海道 平成19年 近畿日本ツーリスト

JTB エースＪＴＢ 平成19年 ジェイ・ティー・ビー

JAL JALステージ 平成19年 JAL　TOURS

JAL JAL特典ブック 平成19年 JAL　TOURS

平成19年 るるぶ

平成19年6月28日(木)
～9月28日(金)

ヤフートラベル

平成19年12月 楽天トラベル

＊参考：指定支援機関　＿有限責任中間法人シーニックバイウェイ支援センター　広報配布物等　一覧

出版物 時期 仕様 対応 備考 問い合わせ先

・SCENE（年4回発行） 平成19年 A5冊子 提供可
＊配布スタンド
有り

シーニックバイウェイ支援セン
ター

・フォト倶楽部紹介　パネル
　各年間入賞作品プリント有

平成19年 A１・ほか 貸出可
シーニックバイウェイ支援セン
ター

・フォト倶楽部　会員募集チラシ 平成19年 A5 提供可
シーニックバイウェイ支援セン
ター

・ドライブマップチラシ 平成19年 A1/A４ 提供可
シーニックバイウェイ支援セン
ター

・シーニックバイウェイ北海道”みち”からはじまる地域自

立　チラシ
平成18年 A４ 提供可

シーニックバイウェイ支援セン
ター

その他 CD カイドーショーカ
平成19年
配布中

パネル

・シーニックバイウェイ対象プラン
モデルコース３日間（東京発）

・北海道～フリープラン＝ｽﾃｲ札幌2日間（東京発）
人気のﾆｾｺﾘｿﾞｰﾄ、富良野の雄大な自然を満喫

・JALTOUR参加者のみが利用できる特典ブックで、
シーニック６ルートを紹介

民間企業と
の連携によ
る情報発信

参考URL　http://www.koh-
h.tv/scenicbyway.html

るるぶコムにて
http://www.rurubu.com/season/spring/zekkei/c
olumn.asp

分類

チラシ

楽天トラベル　楽天おすすめ特集　真冬の大自然体験とドライブコース
http://travel.rakuten.co.jp/movement/hokkaido/
08/

情報紙

ヤフートラベル　寄り道しながらが楽しい　夏の爽快ドライブ厳選6コース http://www.jaf.or.jp/dguide/scenic/index.htm

・北海道夏の旅～羊蹄山の恵と港町小樽を感じて～道
南の旅５日間（四国発）ﾆｾｺｼｰﾆｯｸﾊﾞｲｳｪｲ景観観光紹
介

・レンタカープランモデルコースとして、シーニック
バイウェイを紹介（春夏/秋冬）

・レンタカーで行くオススメモデルコース
シーニックバイウェイ～支笏・ニセコ周辺～

http://www.rurubu.com/season/spring/zekkei/column.asp�
http://travel.rakuten.co.jp/movement/hokkaido/08/�


シーニックバイウェイ北海道推進協議会　平成19年度の取組

・ホームページにおける多言語情報提供の充実
　日本語・英語・中国語（繁体字・簡体字）、韓国語

※掲載イメージ

《提供情報》
各ルート代表者会議に依頼し収集

◆ルートのおすすめポイント：９ルート
シーニックバイウェイ北海道の指定ルート6ルートおよ
び、候補ルート3ルートの、おすすめポイントをご紹介
します。

◆シーニック情報拠点：22箇所　
各ルートに行ったら、まず「シーニックバイウェイ情報
拠点」へお立ち寄　りいただくことをおすすめします。
広報紙「SCENE」や、地域のパンフレットなどを入手
することができます。ルート内のイベント情報なども
チェックできます。

◆シーニックカフェ：17箇所
地域ならではの魅力を味わえるシーニックカフェ。ルー
ト内の活動団体主催の期間限定のカフェや、
ルートおすすめの飲食店などです。

◆シーニックデッキ：19箇所
地域の風景をゆったりと楽しんでもらうために、沿道に
設置した簡易デッキです。地元住民おすすめの美しい
景色が存分に堪能できます。

◆シーニックポイント（ビューポイント）：83箇所
地域住民おすすめのビューポイントです。近くに駐車
場があり、安全に美しい景観を堪能できます
。

◆シーニックロード（おすすめの道）：28箇所
ルートならではの景観を堪能できる、地域住民おすす
めのドライブルートです。

◎今後の情報提供の基礎情報とする



平成１９年度 集中活動の取り組み 

 
 
１．集中活動の主旨 
    

集中活動は、ルートにおいて様々な活動や事業を集中的に実施することにより、活動団体の連

携意識を醸成すること、シーニックバイウェイ北海道及びルートを内外に広くアピールすること、

一年を通じた北海道観光の創造を目的とする。平成 19 年度においては、各ルートがそれぞれの

地域の活動状況や固有の地域資源等を考慮して、独自の期間とテーマを設定し実施することを呼

びかけた。 
  
２．集中活動の実績 
  

 平成 19 年度の各ルートの実績は、指定６ルートの内、４ルートが期間を設定し集中活動の取組

を行った。実績は、以下の通り。 
 

ルート名 集中活動期間の設定 備考 

函館大沼噴火湾ルート 平成 20 年 2 月 ・冬期資源の活用 

・団体同士の連携を深める 

支笏洞爺ニセコルート （期間としては設定せず） ・シーニックナイト(H20.2) 

・冬期資源の活用と地域連携 

大雪・富良野ルート 平成 19 年 9 月 ・地域農産物の PR 等 

釧路湿原・阿寒・摩周 
シーニックバイウェイ 

平成 19 年 

７月 22 日～７月 29 日 

・シーニックカフェ開陽台牧場の開

催期間にカフェの取組を連携し

紹介 

東オホーツクシーニックバイウェイ 平成 20 年 2 月 ・冬期イベントを集中広報 

宗谷シーニックバイウェイ （期間としては設定せず） ・環境への配慮の取組 

（環境ﾌｫｰﾗﾑ H19.10、ｴｺﾚｰｼﾞ試

行ﾂｱｰ H19.11） 

 
 
３．取組の評価と今後の方針 
 
・各ルートでは、それぞれ安定的な活動に移行しつつあり、H19 年度の集中活動のような期間設

定の呼びかけは、あまり効果的ではなかった。 
・今後はシーニックバイウェイルートのブランド化に向けた、各ルート活動でのテーマ設定が有効

との意見がある。 
・H20 年度は、全道的なテーマとして「環境配慮型ドライブ観光のモデルづくり」を呼びかけて

いく。 



 
■ 参考資料 平成 19 年度 集中活動の総括 

①『地域文化の発掘・創出』 
［配慮すべき事項］ 

美しい景観づくりのための活動とともに、それぞれの地域に固有の文化や歴史、生活を発掘・創出

するような活動や事業を展開する。 

［総括］ 

   地域固有の文化を活かす取り組みでは、函館・大沼・噴火湾ルートにおいて、地域の子供を対象と

する縄文文化に関する体験講座が行われた。また、東オホーツクシーニックバイウェイでは、アイヌ

民族の伝統楽器（トンコリ）の演奏会が行われている。また、地域の歴史を発掘する取り組みでは、

釧路湿原・阿寒・摩周シーニックバイウェイにおいて、昨年に引き続き、懐かシーニックパネル展が

行われている。なお、地域の歴史写真は継続して収集活動が行われている。 

 

活動名 活動概要 備考（イメージ） 

夏休み体験講座 

 

 

函館市内の小中学生を対象と

し、体験発掘や遺物の整理を行

うことで、縄文文化に触れても

らうことを目的に開催した。 

 
OKITONKORI 

MOUNTAIN-HIGH TOUR’

07」 

の開催 

 

 

アイヌ民族の伝統楽器トンコリ

の演奏を聴き、音楽を通じて北

海道に先住していたアイヌ民族

の歴史や文化に触れることを目

的として、トンコリ演奏の第一

人者である OKI(加納沖)による

ソロ・トンコリライブを行った。

 
懐かシーニックパネ

ル展（釧路） 

一人の優れたアマチュアカメラ

マンのご子息との出会いから、

地域の古い写真を収集、パネル

化し、巡回展を開催。ルートの

歴史を伝えていくことを目的に

実施。 

 

 

 

 
 



②『地域の食を活かした魅力の創出』 

［配慮すべき事項］ 

北海道の豊かな自然から生み出される海の幸や山の幸、農産物など、“食”をテーマとした活動・

事業を展開する。 

［総括］ 

地域の食をテーマにした活動では、地域の産品を活かした新たなメニューづくりと販売、また、地

産地消メニューを積極的にＰＲするなどの活動が行われている。 

地域食材を活かした取り組みでは大雪富良野ルートにおいて「肉まん」の商品化に向けた検討が進

められている。また、釧路湿原・阿寒・摩周シーニックバイウェイでは鹿肉を使ったバーガーが既に

商品化されているが、地域の農業高校で作られた産品も含め、シーニックカフェを通じ、観光客に販

売されている。 
 

活動名 活動概要 備考（イメージ） 

シーニックカフェ等での

地産地消メニューの提供 

（支笏洞爺ニセコ  洞

爺湖エリア） 

 

 

シーニックバイウェイの活動団体が

経営するレストランや食堂等で地産

地消メニューを提供している。シー

ニックバイウェイ支援センターが発

行している季刊誌「SCENE」等でも紹

介されている。 

シーニックまん（大雪富良

野） 

 

シーニックまんとして、上富良野の

食材を使った「肉まん」を開発。イ

ベント等で試食会を行い、商品化に

向けての試行と検討を実施してい

る。 
 

シーニックカフェ開陽台

牧場（釧路） 

毎年恒例となっている中標津町商工

会青年部主催「シーニックカフェ開

陽台牧場」。中標津農業高校のソーセ

ージや地元牛乳をふんだんに使用し

た手作りのカフェ。 

情報提供機能も充実させ、広域的な

観光情報やシーニック情報の提供を

行った。 

シーニックカフェ（釧路） ルート内 7 箇所に設置しているのシ

ーニックカフェでは、地場の産品（鹿

肉、牛乳、じゃがいも、丹頂いちご、

湧き水）等を使用したメニューを提

供している。ホームスイートホーム

では、鹿肉バーガーの売上 12％を植

樹活動に充てている。 



③『雪や寒さ資源を活用した新しい冬期観光の創出』 
［配慮すべき事項］ 

北海道らしい美しい雪景色や、冬ならではの気象現象などを最大限活用し、北海道の新しい冬期観

光づくりのための活動・事業を展開する 

［総括］ 

冬を活かした冬季観光づくりの取り組みでは、キャンドルを使ったイベントや、雪をアートとして

活用する試み、また、冬季のエコツアーなどが行われている。キャンドルイベントでは、一昨年から

の継続事業となる支笏洞爺ニセコルートの「シーニックナイト」の他、今年は函館大沼噴火湾ルート

においても「シーニック de ナイト」として実施されている。 

雪を活かす取り組みとしては、これも昨年からの継続で行われた大雪富良野ルートの「ウィンター

サーカス」が挙げられる。今年は４つ会場で地域の方や道内アーティストと協働で事業が行われてい

る。また、冬のエコツーリングとしては東オホーツクシーニックバイウェイでウォーキング活動が行

われている。 

 
活動名 活動概要 備考（イメージ） 

シーニックナイト 2008 

（支笏洞爺ニセコ） 

 

 

ルートの連携事業として展開してから今回で３

回目となり、各エリアでも地域のイベントとして

定着しつつある。千歳から恵庭支笏湖、洞爺湖、

ニセコ羊蹄を結ぶ「支笏洞爺ニセコルート」で、

一斉点灯日を設けあかりで雪の道をつなぐ、幻想

的な美しい空間を作り出した。 

ウィンターサーカス

2008 in 大雪・富良野ル

ート 

（大雪富良野） 

冬の地域資源である「雪」を使い、アーティスト

と地域が連携し、雪のランドアートを各地で制

作。平成 19 年度は、西神楽・上富良野・砂川 SA・

輪厚 PA の４会場で展開。（写真は西神楽会場の作

品） 

シーニック de ナイト

2008 

 

 

今年 2年目を迎えた「シーニック de ナイト 2008」

は、活動団体同士の連携をさらに深め、シーニッ

クバイウェイ北海道の普及、地域住民の参加を目

的に実施した。これらの目的を達成するために、

実施日を 2008 年 2 月 1 日(金)～3 日(日)の 3 日

間で行い、各実施場所で同じキャンドル（ワック

スキャンドル）を使用した。このキャンドル作り

は小さな子供から大人までの大勢が参加し、楽し

みながら行うことができ、函館市・七飯町の計 7

箇所で合計約 5,000 本のキャンドルに火が灯さ

れた。 

冬の｢神の子池｣かんじ

きウォーキング 

 

 

地域の関係活動団体が連携し、道道 1115 号線、

摩周湖斜里線入り口から神の子池までのおよそ

2km を｢かんじき｣でウォーキングするイベント。

ガイドが道中を案内した。 



④『シーニックバイウェイエコツーリングの推進など地球環境への配慮』 
［配慮すべき事項］ 

北海道の限りある資源及び、地球環境全体への影響を考慮し、エコツーリングの推進や、環境に配

慮した活動・事業を展開する 

［総括］ 

環境に配慮した活動では、シーニックバイウェイ支援センターと地域が協働で実施されたカーボン

オフセット型ツアーを挙げることができる。これは試行もかね今年よりはじまった試みであるが、今

年は、支笏洞爺ニセコルート（洞爺湖エリア）において実施された。また、他にも環境に配慮した取

り組みが始められた地域がいくつか見られるが、宗谷シーニックバイウェイでは観光と環境の両立を

目指した「エコレージ」の試行が始まった。 

また、支笏洞爺ニセコルート（ウエルカム北海道エリア）では、支笏湖においてＣＯ２削減の視点

も含めた、持続可能な地域観光交通確保の取り組みとして、シャトルバスの試行が行われている。 

 
活動名 活動概要 備考（イメージ） 

洞爺湖エリアにおけるカ

ーボンオフセット型ツア

ーの現地受入れ 

（支笏洞爺ニセコ） 

 

 

洞爺湖エリア代表者会議等が主催

するカーボンオフセット型ツアー

が１本「国道よごさんキャンペー

ン」、シーニックバイウェイ支援セ

ンターが主催するツアーに協力し

たのが２本「月浦ワインとそうべ

つくだもの村を訪ねる旅」、「2008

サミット開催地「洞爺湖」をエコ

ドライブで楽しむ旅」が洞爺湖エ

リアにて行われた。各ツアーにて

それぞれ町有地（洞爺湖町、壮瞥

町）、民地に二酸化炭素を吸収する

植樹が参加者の手で行われた。 

支笏湖シーニックシャト

ルバスの試行 

（支笏洞爺ニセコ） 

 

地元住民がガイドとして同乗し、

地元ならではの情報を提供しなが

ら、支笏湖周辺の見所を巡るシャ

トルバスの運行。１日２便運行し、

温泉入浴や登山などを楽しめる。

今年で３年目の運行となり、昨年

より 300 円運賃を引き上げ試行し

た。 

エコレージ 

（稚内市、豊富町） 

 

 

エコレージとは、観光と環境の両

立を考えた仕組みづくりを行う試

行した。今回は、エネルギー施設

の視察、ハイブリットカーによる

移動、植樹などを通じて、環境学

習を体験しながら、環境負荷を減

らす意識啓発、環境を保全するた

めに訪問者が負担できるメニュー

（資金・活動）を調査・研究した。

 



資料５－２ 
 

 

平成２０年度の取り組み（案） 

 

１． ＣＯ２削減の取り組み 

・ 「環境配慮型ドライブ観光のモデルづくり」の呼びかけ 

・ 「ＣＯ２削減など地球環境への配慮」に向けた、調査研究 

の継続 

 

２． 全道フォーラムについて 

・ 北海道洞爺湖サミット後の活動を考えるため、秋にフォーラムを 

開催 

 

３． 改善の仕組みの強化等について 

・ 審査委員会「ルート指定後の更なる向上にむけた改善の仕組みの強

化等」について担当者会議において検討 

 

４． 北海道開発局の外国人ドライブ観光調査への対応 

 

 



北海道開発局開発調査課　
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