令 和 ３ 年 ７ 月 １ ５ 日

魅力的な道内各地の「みち」を新たな観光資源に！
～シーニックバイウェイ「秀逸な道」の本格開始～
シーニックバイウェイ北海道推進協議会（事務局：北海道開発局）は、地域の活動団体がお薦
めする、特に魅力的な景観の道路12区間をシーニックバイウェイ「秀逸な道」に認定しました。
当該区間の良好な景観の維持・形成や誘客・周遊の促進に向けた情報発信を展開し、シーニッ
クバイウェイ「秀逸な道」をきっかけに道内各地を訪れていただくための取組を進めてまいりま
す。
シーニックバイウェイ北海道推進協議会は、地域の活動団体がお薦めする特に魅力ある景観等を有す
る道路を認定し、多様な主体の連携の下、良好な景観の維持・形成や誘客・周遊の促進に向けた情報発
信等を重点的に実施するシーニックバイウェイ「秀逸な道」制度を令和２年度に創設しました。
この度、道内各地の12区間の道路をシーニックバイウェイ「秀逸な道」として認定し、取組を本格開
始することとしましたので、お知らせいたします。（詳細は別紙）
本取組により、道路を地域の観光資源として活用することで、北海道のドライブ観光をより一層促進
してまいります。

※

シーニックバイウェイ北海道は、
「みち」をきっかけに地域と行政等が連携し、
『美しい景観づくり』
『活力ある地域づくり』
『魅力ある観光空間づくり』に取り組むものです。道内で 13 の指定ルート、
３つの候補ルートがあり、約 460 の団体が、地域ごとに特色のある様々な活動に取り組んでいます。
詳細は以下のホームページを参照ください。
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/kn/dou_kei/ud49g7000000n0ut.html

※

北海道開発局は、北海道総合開発計画（平成28年３月閣議決定）に基づき、「世界水準」の魅力ある観
光地域づくりを進めています。

【問合せ先】

国土交通省

北海道開発局

電話（代表）011-709-2311

建設部

道路計画課

道路調査官 宮﨑 貴雄（内線 5353）

開発監理部

開発連携推進課 開発企画官 鈴木 武彦（内線 5433）
北海道開発局ホームページ https://www.hkd.mlit.go.jp/

シーニックバイウェイ「秀逸な道」の本格展開

別紙

○道内各地の活動団体がお薦めする特に魅力ある景観等を有する道路を認定し、景観の維持形成や誘客に
向けた情報発信等を重点的に実施するシーニックバイウェイ「秀逸な道」を創設
○令和３年度に12区間を認定して本格展開を開始し、多様な関係主体の連携のもと、道路を地域の観光
資源として活用することにより、北海道のドライブ観光をより一層促進
地域の方々と行政の協働で 良好な景観の維持・形成

道内各地に「訪れたい」をつくるための情報発信例

道路管理者による景観改善の取組例
役割を終えた道路附属物の撤去又は他の物への代替により景観を改善
①門型標識柱の撤去

門型標識柱の撤去前

魅力ある「みち」を知って､訪れていただくための 情報発信
ホームページの開設、SNSへの投稿、道の駅等でのポスター提示、札幌圏・首都圏で
のイベントにおけるPR、多様な主体と連携した取組など誘客に向けた情報発信を実施

撤去後

②矢羽根の代替・撤去

ポスター
撤去後

矢羽根撤去前

地域の活動団体による取組例

札幌圏でのイベント

多様な主体との連携

地域を「周遊したい」をつくるための情報発信例
地域の活動団体等と連携して、各地の地域資源や施設とパッケージにした観光ルート
の提案など、地域を訪れた方の周遊を促進する情報発信を実施

沿道の除草、除雪、清掃活動で景観を維持・改善

これまでの経緯
試行
制度創設
除草

除雪

清掃活動

※本資料における写真はイメージ（試行期間における事例等の写真を使用）

区間の認定

平成30年度からシーニックバイウェイ｢秀逸な道｣の試行開始
試行結果をふまえシーニックバイウェイ北海道推進協議会が
シーニックバイウェイ「秀逸な道」制度要綱を制定（令和２年度）
各ルートからの応募を踏まえ、シーニックバイウェイ北海道
推進協議会が選定区間を認定（令和３年度）

シーニックバイウェイ「秀逸な道」選定区間
宗谷シーニック
バイウェイ
国道238号
道道889号、市道
（延長：18.5km）

7

大地の息吹を感じる
宗谷周氷河（宗谷丘陵）の
道（稚内市）

釧路湿原・阿寒・摩周
シーニックバイウェイ
国道243号
（延長：18.1km）

8

空と湖に囲まれた心地よ
い風が吹き抜ける道
（弟子屈町）
釧路湿原・阿寒・摩周
シーニックバイウェイ
町道 武佐北19号道路
町道 開陽台観光道路
（延長：7.8km）

9
大雪・富良野ルート

十勝シーニックバイウェイ
十勝平野・山麓ルート

国道237号
町道西11線道路

国道273号

（延長：14.4km）

4
支笏洞爺ニセコルート
（洞爺湖エリア）
国道230号

2

1
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5

札幌シーニックバイウェイ
藻岩山麓・定山渓ルート

国道334号

国道230号

一面の流氷が織りなすグ
レートネイチャーを体感す
る道（斜里町）

支笏洞爺ニセコルート
（ニセコ羊蹄エリア）

宗谷シーニック
バイウェイ

国道453号

国道276号

国道238号

（延長：9.0km）

（延長：22.0km）

（延長：8.0km）

支笏湖ブルーに出逢う道
（千歳市）

美しく変化する羊蹄山の稜
線に寄り添う道
（倶知安町）

秀峰・利尻山を望む道
（稚内市）

6

樹海に佇む天空の道
（上士幌町）

東オホーツク
シーニックバイウェイ

支笏洞爺ニセコルート
（ウェルカム北海道エリア）

3

（延長：13.0km）

（延長：18.8km）

（延長：13.9km）

洞爺湖の美しさ、火山の迫
力を感じる道（洞爺湖町）

十勝岳と四季を彩る花々
に出会う道（上富良野町）

大自然の中を一直線に貫
く中標津ミルクロード
（中標津町）

（延長：10.0km）

11

森を抜ける公園のような道
（札幌市）

天塩川シーニック
バイウェイ
国道275号
町道 新成生南三号線
平和基線
（延長：4.6km）

12 日本一のそば畑を走る道
（幌加内町）
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秀逸な道
全12 区 間 。

北海 道の風 景といえばなんといっても「道」。

素敵な道は沢山あるけど、

地元自慢のとびきりな道があるんです。

その名も「秀 逸な道」。

まぁ、とにかく行ってみて！

行ってみたらわかるべさ。

秀 逸な道

シーニックバイウェイ

シーニックバイウェイ北海道推進協議会

みたら
行って
べさ ︒
わかる

秀 逸な道 に会いにゆこう。

！
？

Instagramで
あなたの通った
“秀逸な道”を
シェアしよう!
秀逸な道がどこにあるのかは
ウェブサイトでチェック！
キーワードは

参加

方法

秀逸な道

公式アカウント
hokkaido̲roads をフォロー
秀逸な道で撮った写真に
#秀逸な道 をつけて投稿！

参 考
halno（ハルノ）さんと連携したシーニックバイウェイ「秀逸な道」
の情報発信の取組
１．概要
シーニックバイウェイ「秀逸な道」の取組に共感いただいている人気インスタグ
ラマーhalno（ハルノ）さんと一般社団法人シーニックバイウェイ支援センター※
が試行的に連携して、道内各地のシーニックバイウェイ 「秀逸な道」の美しい景
観等を国内外の方々に情報発信する取組です。
halno さんは、ほうきに乗って世界中で撮影を敢行しており、合成せず、浮遊感の
ある演出（jump）がファンタジーな世界を作り上げています。halno さんの取組
は、特に魅力ある景観等を有する道路を地域の観光資源として活用するシーニッ
クバイウェイ「秀逸な道」の取組と親和性が高いと考えています。

halno（ハルノ）さん
・ フォトグラファー・インスタグラマー
・ 世界中の空を飛び、ファンタジーな作品を撮影する写真家
・ ＴＶなどのメディアにも多数出演
・ インスタグラムのフォロワー数は約 27 万人

２．取組内容
halno さんが見て感じて頂いたシーニックバイウェイ「秀逸な道」や周辺の観光ス
ポット等の写真を「シーニックバイウェイ北海道」等のタグを付けてインスタグ
ラムにより情報発信します。

写真（昭和新山）
※ 一般社団法人シーニックバイウェイ支援センターは、シーニックバイウェイの理念の浸透や、活動の活
性化を図るための広報活動を行う団体です。

