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外国人ドライブ観光客の周遊・滞在実態を公表！ 

～ＧＰＳデータに基づく、移動経路・立ち寄りスポット分析～ 

 

 

 

 

北海道開発局は、北海道におけるインバウンド観光の課題である閑散期の旅行需要の喚起と地

方部への誘導を図るため、関係機関で構成する「北海道ドライブ観光促進社会実験協議会」を設

置し、レンタカーで北海道内を周遊する外国人ドライブ観光客を対象とした社会実験を実施しま

した（平成２９年９月１日～１１月３０日の３か月間）。 

社会実験は、株式会社ナビタイムジャパン（本社：東京都港区）が開発したスマートフォン向

けアプリケーション「Drive Hokkaido!」を活用して実施しました。 

アプリユーザーから取得されたＧＰＳデータに基づき、北海道全域における外国人ドライブ観

光客の移動経路や立ち寄りスポットを分析しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※社会実験実施概要・結果概要については、添付資料を御覧ください。 

※社会実験の結果（北海道内１７エリアの詳細分析結果を含む）は、以下の北海道開発局ホーム  

ページに記載しています。 

  http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ki/renkei/splaat0000017w61.html 

 

 

スマートフォン向けアプリケーションを活用した社会実験にて取得されたＧＰＳデータに基づ

き、外国人ドライブ観光客の周遊・滞在実態を把握しました。 

今回の実験により、外国人の北海道地方部への誘導にあたり、ドライブ観光の促進が有効であ

ることが分かりました。 

【問合せ先】  国土交通省 北海道開発局  電話（代表）011-709-2311 

開発監理部 開発連携推進課 開 発 企 画 官 本田  肇（内線 5433） 

開発監理部 開発連携推進課 開 発 専 門 官 横田 弘史（内線 5441） 

北海道開発局ホームページ http://www.hkd.mlit.go.jp/ 

 

電話 011－709－2311 

内線 5 2 2 7・ 5 2 2 8  

■ＧＰＳデータ取得状況 

データ期間：2017年 9月 1日～2017年 11月 30日（3か月） 
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「北海道ドライブ観光促進社会実験」実施概要

○北海道ドライブ観光促進社会実験協議会（事務局：北海道開発局）では、地域間・季節間の旅行需要の偏在緩和

活動等を推進。

○北海道ドライブ観光促進社会実験協議会（事務局：北海道開発局）では、地域間・季節間の旅行需要の偏在緩和
に向け、主に外国人ドライブ観光客を北海道の地方部へ誘導する社会実験を実施。

○平成29年度社会実験では、スマートフォン用アプリケーション（(株)ナビタイムジャパン提供）を活用して、北
海道、特に地方部の魅力的な観光資源や割引等の特典を提供する施設の情報等を発信するとともに、外国人ドラ
イブ観光客の移動経路や立ち寄りスポット等を分析。検証結果の活用により、今後の観光施策やプロモーション
活動等を推進。

スマホアプリで北海道の観光情
報を入手、ドライブ観光を選択

クーポンを利用して
地方部をお得に観光

レンタカーを利用して北海道
の地方部へ

移動経路・立ち寄り
スポット等の把握

空港などでレンタカーを借り、
ドライブ観光スタート

社会実験の概要

社会実験のイメージ

実 験 期 間： 平成29年9月1日～11月30日（91日間）

対 象 地 域： 札幌市を除く北海道全域

対 象 者 ： 主にレンタカーを利用する外国人観光客及び外国永住権を保有する日本人

観 光 情 報： 339資源

特典提供施設： 249施設（札幌市を除く北海道全域から募集）

特 典 媒 体： スマートフォン用アプリケーション「Drive Hokkaido!」
※社会実験協働実施者（パートナー）(株)ナビタイムジャパンの開発・提供

対 象 言 語： 英語/中国語（繁体字）

ホームページ ： https://hokkaido.japandrive.com（日本語/英語/中国語（繁体字））

フェイスブック ： https://www.facebook.com/japandrivecom/ （英語）

インスタグラム： https://www.instagram.com/japandrivecom/ （英語）

旅行需要の偏在緩和と
新たな観光施策の推進

埋もれている
地域資源の活用・
空白期における

需要の創出

外国人ドライブ
観光客の移動
経路等の把握

観光客を地方へ
誘導する仕組み

の構築
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「北海道ドライブ観光促進社会実験」実施結果 ①

■レンタカー以外の交通手段では訪問が難しい地域も含めて、北海道内各地を広く
周遊している状況を確認。（図２）

■滞在については、札幌・小樽・登別など道央の主要観光地や函館・旭川・美瑛・
富良野で多いほか、道東では網走・知床・阿寒摩周・釧路・帯広などで比較的多
い。旭川・網走より北では、紋別・稚内・利尻島で滞在を確認。（図３）

周遊・滞在の概況

N≧3を表示

凡
例

10 以下

11 以上 30 以下

31 以上 100 以下

101 以上 300 以下

301 以上

特典提供施設

観光資源

10kmメッシュ別

「滞在」について
取得した外国人旅行者GPSデータのうち、
同一1kmメッシュ内に30分以上滞在した
人を「滞在」と定義

■実験期間中、1,211人の外国人観光客が北海道内でアプリ「Drive Hokkaido!」を
利用｡ (実験期間中の全道の外国人レンタカー貸渡台数19,543台の約6％に相当)

■国・地域別では香港、シンガポール、台湾、マレーシアの方が多く利用。（図１）

アプリ利用者の属性

ＧＰＳデータ取得状況

図２．ＧＰＳデータ測位者数（10kmメッシュ表示） 図３．滞在者数（10kmメッシュ表示）

香港

22.7%

シンガポール

18.2%

台湾

14.3%

マレーシア

13.4%

韓国

9.6%

タイ 7.3%

オーストラリア

4.5%

中国 2.6%

カナダ 1.8%

米国 1.7%
その他・不明3.9%

図１．アプリ利用者の国・地域別構成割合

N＝1,211人
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「北海道ドライブ観光促進社会実験」実施結果 ②

【地方部への誘導（道央圏集中の偏在緩和）】

■外国人ドライブ観光客（本実験におけるアプリ利用者、以

下同じ）の宿泊地について、地方部（道央圏以外）への宿泊

割合は42.5%であり、他の移動手段も含む全旅行者データ

（平成28年度北海道庁調査：29.5%）よりも高い結果となっ

た。（図４、図５）

またリピーターと初来道者の宿泊地について、リピーター

は道東エリア（オホーツク圏、十勝圏、釧路・根室圏）で割

合が高くなった。（リピーター：17%、初来道者：10%）

■平成28年度社会実験対象地域である「ひがし北海道」※地域

において、当該市町村を訪れた旅行者が30分以上滞在する割

合を比較すると、今回は34%であり、平成28年度(27%)より

も高い結果となった。（平成28年度社会実験：クーポンブッ

クによる特典提供）

■全道的な周遊が見られ、特に主要観光地や幹線道路沿線で

GPSデータの測位を多く確認。一方、移動途中の立ち寄りが

少なく、一気に広域移動している状況も見られた。(図２､図３)

■地方部の一部において、宿泊地と同一振興局内の市町村で

の滞在が少なく、近隣市町村への周遊が少ない状況が見られ

た。（図６）

（渡島、宗谷、十勝、釧路管内。例えば、稚内市宿泊者は直

前の宗谷管内市町村への滞在が5.3%。）

周遊・滞在の実態 図４．外国人ドライブ観光客の圏域別宿泊割合

本社会実験結果（GPSデータ） 【参考】北海道庁調査（H28.9～11月）

出典：「北海道観光入込客数調査報告書」
（平成28年度）

「宿泊」について
本社会実験では、21時～翌3時の間にGPSデータが測位
された最後の市町村を「宿泊」とみなしている

空知
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後志

10.5%上川

21.1%

留萌

5.3%

宗谷

5.3%

ｵﾎｰﾂｸ

10.5%

根室5.3%

なし

15.8%

N＝19

道央圏
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地方部

42.5%

札幌市

32.7%
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市を除く）

3.1%
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0.3%

後志

10.8%胆振

10.4%
日高 0.3%

道南圏

9.1%

道北圏

20.5%

オホーツク圏

5.7%

十勝圏 2.5%
釧路・根室圏 4.7%

道央圏

70.5%

地方部

29.5%

札幌市

41.3%

石狩（札幌市

を除く） 2.7%

空知 0.5%

後志 6.6%

胆振

18.7%

日高

0.6%

道南圏

10.1%

道北圏

12.5%

オホーツク圏 2.3%
十勝圏 1.9%釧路・根室圏 2.7%

図６．宿泊する直前に滞在した
市町村（振興局別割合）

稚内市宿泊者

※ ひがし北海道：上川・オホーツク・十勝・釧路・根室管内

図５．地方部（道央圏以外）
への宿泊割合
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29.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

外国人ドライブ
観光客

（H29年9～11月
本実験における
アプリ利用者）

全旅行者
（レンタカー以外の他の移動

手段を含む、H28年9～11
月北海道庁調査より）
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「北海道ドライブ観光促進社会実験」実施結果 ③

【旅行日数】
■外国人ドライブ観光客の平均旅行日数は5.8日であった。

他の移動手段も含む全旅行者データ（平成28年度北海道庁調査：3.8日）よりも長い

結果となった。（図７）

【利用空港】
■北海道へ到着する空港（入道空港）、北海道から出発する空港（出道空港）が特定

できたアプリ利用者について、大部分が新千歳空港を利用していた。

（入道時：408人中402人(99%)、出道時：331人中317人(96%)）

【「道の駅」への滞在状況】
■「道の駅」全119駅のうち、91駅で30分以上の滞在がなく、69駅では10分以上の滞在

がなく、立ち寄りが少ない結果となった。一方、外国人モニターへのヒアリングにて、

「道の駅」が提供する地域特産品、地域の旬の観光情報は魅力的、という意見があった。

周遊・滞在の実態

■利用者アンケートにて、アプリを閲覧して立寄った施設がある、

と回答した方が７割。（図８）

■アプリで紹介した特典提供施設（計249施設）へのアンケートに

よると、48施設で特典が利用され、延べ600人以上の利用があっ

た。入場料・利用料が割引となる特典の利用が多かった。

■本実験ではWebサイト、チラシ、SNSを活用して北海道の観光資

源や特典提供施設等の情報を発信。フェイスブックでは３万以上

のフォロワーを獲得した。

アプリ等による情報発信・特典利用

11箇所以上

23.3%

6-10箇所

16.3%

1-5箇所

29.1%

立ち寄りなし

31.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N=86

図８．アプリを利用して立寄った施設数
（アプリ利用者へのアンケート）

5.8日

3.8日

0

2

4

6

8 （日）

図７．平均旅行日数

外国人ドライブ
観光客

（H29年9～11月
本実験における
アプリ利用者）

全旅行者
（レンタカー以外の他の移動

手段を含む、H28年北海道
庁調査より）
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「北海道ドライブ観光促進社会実験」まとめ

■地方部への誘導効果

・他の移動手段も含む全旅行者データと比較して、外国人ドライブ観光客の地方部への宿泊割合は高く、また旅行日数も長い。

⇒ドライブ観光の促進は、地域偏在の緩和に有効

・「ひがし北海道」地域の市町村に訪れた旅行者のうち、当該市町村に滞在した旅行者の割合は昨年度よりも高くなった。
広域観光周遊ルート等の関係機関の取組とともに、本社会実験におけるアプリ等による情報提供が同エリアへの誘客に寄与。

⇒継続的な取組により、更に地方へ誘導できる可能性

■地域への一定の経済波及効果

・アプリを閲覧して立寄った施設がある方が約７割。アプリで紹介した特典提供施設では、48施設にて延べ600人以上が特典を利用。

⇒来日後でも適切な情報提供により、観光地や施設への立ち寄りを促す可能性

■潜在的な旅行需要の形成

・フェイスブックにおいて短期間で３万以上のフォロワーを獲得。今後も継続して運用。

⇒来道観光客となる可能性がある対象者に効果的な情報発信が可能

＜今後に向けて＞＜今後に向けて＞

＜社会実験の効果＞＜社会実験の効果＞

・継続したデータ取得と分析が必要。

⇒季節変動や経年変化を継続的に把握し、具体的な施策検討や効果検証へ結びつけることが重要

・外国人ドライブ観光客は新千歳空港の利用が多く、地方部への周遊のため広域に移動しているものの、移動途中の滞在は少ない。

⇒移動ルートに沿った観光資源を磨き上げ、情報発信を強化することが必要

・地方部では有名な主要観光地を訪れているものの、近隣市町村への周遊は少ない。

⇒地方部における外国人旅行者の滞在を地域全体で更に増加させる仕組みづくりが必要

・現状では「道の駅」への滞在は少ない一方、「道の駅」が提供する地域特産品、地域の旬の観光情報などを外国人は高く評価。

⇒「道の駅」には、立ち寄りや地域の情報発信の拠点となる可能性がある



1Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

平成29年度「北海道ドライブ観光促進社会実験」
実施結果について

平成30年3月23日

国土交通省北海道開発局

資料１

本社会実験は㈱ナビタイムジャパンの
協力のもと実施したものです。
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１．平成29年度 「北海道ドライブ観光促進社会実験」実施概要

○北海道ドライブ観光促進社会実験協議会（事務局：北海道開発局）では、地域間・季節間の旅行需要の偏在緩和
に向け、主に外国人ドライブ観光客を北海道の地方部へ誘導する社会実験を実施。

○平成29年度社会実験では、スマートフォン用アプリケーション（(株)ナビタイムジャパン提供）を活用して、北
海道、特に地方部の魅力的な観光資源や割引等の特典を提供する施設※の情報等を発信するとともに、外国人ドラ
イブ観光客の移動経路や立ち寄りスポット等を分析。検証結果の活用により、今後の観光施策やプロモーション
活動等を推進。 ※特典を提供していただく施設は札幌市を除く北海道全域から募集

スマホアプリで北海道の観光情
報を入手、ドライブ観光を選択

クーポンを利用して
地方部をお得に観光

レンタカーを利用して北海道
の地方部へ

移動経路・立ち寄り
スポット等の把握

空港などでレンタカーを借り、
ドライブ観光スタート

社会実験の概要

社会実験のイメージ

実 験 期 間： 平成29年9月1日～11月30日（91日間）

対 象 地 域： 札幌市を除く北海道全域

対 象 者 ： 主にレンタカーを利用する外国人観光客及び外国永住権を保有する日本人

観 光 情 報： 339資源 （参考資料１）

特典提供施設： 249施設 （参考資料２）

特 典 媒 体： スマートフォン用アプリケーション「Drive Hokkaido!」
※社会実験協働実施者（パートナー）(株)ナビタイムジャパンの開発・提供

対 象 言 語： 英語/中国語（繁体字）

ホームページ ： https://hokkaido.japandrive.com（日本語/英語/中国語（繁体字））

フェイスブック ： https://www.facebook.com/japandrivecom/ （英語）

インスタグラム： https://www.instagram.com/japandrivecom/ （英語）

旅行需要の偏在緩和と
新たな観光施策の推進

埋もれている
地域資源の活用・
空白期における

需要の創出

外国人ドライブ
観光客の移動
経路等の把握

観光客を地方へ
誘導する仕組み

の構築
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２．社会実験の流れ

実施月 実施項目

2017年2月 ・社会実験協働実施者（パートナー：アプリの提供等）として（株）ナビタイムジャパンを選定

・特典提供施設の公募（～5月）

2017年5月 ・社会実験広報用チラシ（予告版）の配布開始

2017年6月 ・第1回社会実験協議会（6/30）：社会実験実施概要（案）、広報計画（案）ほか

2017年7月 ・アプリ「Drive Hokkaido!」英語版リリース（（株）ナビタイムジャパン）

・社会実験広報用チラシ（告知版）の配布開始

・社会実験ウェブサイト・Instagramの開設、配信開始

2017年8月 ・アプリ「Drive Hokkaido!」繁体字版リリース（（株）ナビタイムジャパン）

・Facebookの開設、配信開始

・NEXCO東日本広報誌「Hokkaido Drive GUIDE」でのPR

・第2回社会実験協議会（8/22）：社会実験実施概要、広報計画、データ分析（案）ほか

2017年9月 ・社会実験開始（9/1～11/30）、外国人ドライブ観光客アンケート調査実施（社会実験期間中）

・JAL機内誌「skyward」でのPR（9月・10月）

・新千歳空港国際線ターミナルビルでの広報活動（9～11月、計46日）

2017 10月 ・台湾人ブロガーによる情報発信 ・ドライブ動画の配信

・北大留学生モニター調査（10月・11月、2名3回）

・北海道情報誌「HO」台湾2017～2018版（ぶらんとマガジン社）でのPR

・シンガポール南洋理工大学SWT Talk（Study, Work and Travel Talk2017）でのPR

2017 11月 ・台湾人ブロガーによる情報発信（北海道観光振興機構招請）

2017 12月 ・特典提供施設アンケート調査実施

・第3回社会実験協議会（12/15）：社会実験実施状況、社会実験結果の分析（案）ほか

2018年3月 ・第4回社会実験協議会（3/9）：社会実験実施結果ほか

・調査結果の取りまとめ（3/23）
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国土交通省北海道開発局（事務局）
国土交通省北海道運輸局
北海道
札幌エアラインズアソシエーション
一般社団法人札幌地区レンタカー協会新千歳空港レンタカー協議会
一般社団法人シーニックバイウェイ支援センター
一般社団法人全国旅行業協会北海道支部
一般社団法人日本自動車連盟北海道本部
一般社団法人日本旅館協会北海道支部連合会
一般社団法人日本旅行業協会北海道支部
東日本高速道路株式会社北海道支社
ひがし北海道観光事業開発協議会
きた北海道広域観光周遊ルート推進協議会
公益社団法人北海道観光振興機構
新千歳空港ターミナルビルディング株式会社
北海道経済連合会
北海道商工会連合会
一般社団法人北海道商工会議所連合会
北海道地区「道の駅」連絡会
北海道地区レンタカー協会連合会
株式会社ナビタイムジャパン
【オブザーバー】

国土交通省北海道局

３．社会実験の実施体制 ～北海道ドライブ観光促進社会実験協議会～

「北海道ドライブ観光促進社会実験協議会」構成員
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４．社会実験の利用媒体 ～「アプリ「Drive Hokkaido！」～

■本社会実験は、外国人に向けた情報配信及びドライブ観光客のデータ取得等をスマートフォン用アプリケーション

で実施することとして、これらにご協力いただける民間企業等を社会実験の「協働実施者（パートナー）」として

公募（H29.1.25～2.14）した結果、条件に見合うアプリを提供できる者として㈱ナビタイムジャパンを選定しま

した。

■㈱ナビタイムジャパンは、外国人ドライブ観光客向けのアプリ「Drive Hokkaido!」（英語/繁体字）を開発し、

7月から提供を開始。このアプリは、北海道内の魅力的な観光スポットやパノラミックドライビングルート（景観

の良いオススメドライブルート）、「特典（クーポン）」を提供する観光施設等の情報をMap Code※1付きで配信

するほか、周辺のガソリンスタンドや道の駅、北海道の道路情報・天気情報などの情報も配信しています。

■本アプリは社会実験終了時点で7千人以上、2月末時点で1万人以上の方にダウンロードされています。※2

●TOP画面 ●パノラミック
ドライビングルート

●観光スポット情報 ●特典（クーポン）画面

※1 Map Codeは(株)デンソーの登録商標です。 ※2 ダウンロード数には日本人を含んでいます。

◆ アプリ『Drive Hokkaido!』
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4．社会実験の利用媒体 ～ Webサイト・SNS ～

Webサイトやチラシ、SNSを活用して北海道の観光資源や特典施設等の情報を発信するとともに、

アプリのダウンロード促進を図りました。

Webサイト チラシ

北海道観光への意識醸成を図るべく、北海道の観光資源等を紹介する

サイト。Facebookやinstagramからの送客の受け皿となり、かつ、ア

プリダウンロードへの誘導を行う役割を担う。

・北海道ドライブ観光の意識醸成とともに、WebサイトやFacebook、

Instagramへ送客する役割を担う。

・海外でのプロモーションのほか、実際のドライブ観光でも活用いた

だけるチラシをコンセプトに作成。

Facebook Instagram

北海道ドライブ観光の意識醸成とWebサイトへの送客に加え、タイム

リーな情報提供を目的にFacebookを活用。また、Facebook広告を行

い来道が想定されるユーザーにリーチする。

3月2日時点で3万6千人以上のフォロワーを獲得。

アプリのブランド認知や北海道観光へのインスピレーション醸成を目

的にInstagramを活用。ファンをWebサイトへ送客する役割を担う。

3月２日時点で1800人以上のフォロワーを獲得。

URL:https://hokkaido.japandrive.com

URL:https://www.facebook.com/japandrivecom/

URL:https://www.instagram.com/japandrivecom/
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５．社会実験の広報

社会実験協議会構成員をはじめ、多くの方にご協力をいただき広報活動を実施しました。

■ドライブ動画（フランス人ユーチューバー、Gonzaque Gay-Bouchery氏)

■ブログ（台湾の人気ブロガー､【吉米】 旅行攝（アカウント名）・傑菲亞娃（Ms.Jeffia Fang））

■機内誌（JAL機内誌「skyward」9,10月号）

■北海道情報誌【HO】（台湾版、ぶらんとマガジン社 ）

■NEXCO東日本【Hokkaido Drive GUIDE】

■バナーリンク（在外公館、北海道観光振興機構、NEXCO東日本）

■Facebook（在外公館、JNTO)

■トークイベントでの紹介（北海道ASEAN事務所）

■チラシ配布

・海外旅行博（5か国･地域/計7回） ・在外公館（29か国・地域）

・JNTO海外事務所（3か国・地域） ・北海道庁海外事務所（2か国）

・新千歳空港国際線ターミナルビル、羽田空港、成田国際空港

・JAL・ANA海外空港カウンター(4か国・地域）

・各レンタカー店舗 ・観光案内所（３か所）

・JAF札幌支部

・FOOD HOKKAIDO2017(札幌商工会議所)

・商談会・セミナー（フード特区機構）
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６．データ分析 (1)留意事項

■ GPSデータはアプリユーザーの同意を得て取得しています

■ 外国人ドライブ観光客のGPSデータを全て測位できるものではありません
・「Drive Hokkaido!」アプリでは、携帯端末がオフライン、スリープ状態でもGPSデータを取得できますが、位置情報の利

用を許可しない限りデータを取得できません。また、携帯端末の位置情報の利用を許可していても、地下街やトンネルなど

GPS電波が届かない場所ではGPSデータは取得されません。従って、分析結果は測位されたGPSデータに基づき判定したも

のです。

■ 全てのGPSデータを外国人ドライブ観光客のデータとみなしています
・ 取得したGPSデータには外国人ビジネス客・日本在住外国人等観光客以外のデータやレンタカー以外の交通機関を利用す

る外国人観光客のデータが含まれていることが想定されますが、レンタカーを利用する外国人ドライブ観光客以外のデータ

を完全に取り除くことは不可能なため、取得した全てのGPSデータを外国人ドライブ観光客のデータとみなして分析してい

ます。

■ 取得したGPSデータは、通信環境や携帯端末により数十ｍ程度の誤差が生じていることがあります

■ 匿名処理を施しています
・ GPSデータの分析では、匿名処理の関係により（一部のデータを除き）サンプル数（n）が3人以上のデータのみを表示

しているものがあります。

■ 以下に掲げるデータは除外しています
・ アプリ初回起動時アンケートで、国・地域を「日本」と回答したアプリ利用者のデータ

・ 北海道での滞在期間が31日以上となるアプリ利用者のGPSデータ

・ 航空機利用と想定される「時速400km以上」のGPSデータ

■ 各種比率の集計に当たっては、小数第2位を四捨五入しているため合計が合わない場合があります
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６．データ分析 (2)アプリユーザーの状況

● アプリ測位者の国・地域別構成割合

サンプル数 1,211 UU 

調査期間 2017年9月1日～11月30日（3ヵ月間）

● 外国人レンタカー貸渡台数の国・地域別構成割合

サンプル数 19,534台

調査期間 2017年9月1日～11月30日（3ヵ月間）

北海道地区レンタカー協会連合会提供資料

※ダウンロードした方が必ずしも来道したとは

限らないことに留意が必要

●（参考）11/30までの外国人アプリダウンロード数

サンプル数 2,835人（ほか日本人346人）

調査期間 2017年8月23日～11月30日

・３か月間で全道の外国人レンタカー利用者の約６％にあたるサンプル数を確保。
・アプリ測位者は香港とシンガポールからの観光客が多い。レンタカー貸渡台数の国・地域別割合と比較すると

シンガポールとマレーシアの割合が高く、台湾と韓国の割合が低い。
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６．データ分析 (2)アプリユーザーの状況

● アプリユーザーの来道回数

香港
シンガ
ポール

台湾
マレーシ

ア
韓国 タイ 豪州 中国 カナダ 米国 英国 ドイツ フランス スペイン

その他・
不明

計

なし 64 104 35 85 39 30 27 4 9 8 4 3 3 3 10 428

1回 57 62 46 53 33 26 9 10 10 6 0 2 2 0 9 325

2回 61 37 32 8 10 16 7 5 1 3 1 0 0 0 2 183

3回 29 10 23 5 12 9 3 1 1 0 0 0 0 0 2 95

4回 21 3 6 2 8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 44

5回 5 1 7 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 22

6-9回 26 2 17 4 6 3 4 1 1 0 0 0 0 0 1 65

10-19回 8 0 5 1 4 3 0 3 0 3 0 0 0 0 2 29

20回以上 4 1 2 2 2 0 3 4 0 1 0 0 0 0 1 20

計 275 220 173 162 116 89 55 31 22 21 5 5 5 3 29 1,211

アプリユーザーの来道回数
（n=1,211）

（アプリダウンロード時点）

（参考）北海道への来道回数
（n=519）

※移動手段は問わない 出典：北海道経済部観光局
「観光客動態・満足度調査（平成28年度）」

・アプリユーザーに占めるリピーター※の割合は約４割であり、北海道の調査結果と比べて高い割合を示す結果。

・4回以上の来道経験があるアプリユーザーも15％程度いることからも、ドライブ観光客はリピーターが多いと推測される。

※ アプリユーザーの回答はダウンロード時点のものであるため、来道後にダウンロードした場合は初来道

であっても「１回」と回答している可能性がある。

このため、「なし」及び「１回」の回答を合わせて「初めて」の来道とみなしている。
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６．データ分析 (3)GPSデータの取得状況

データ期間：2017年9月1日～2017年11月30日（3か月）

• GPSデータは、携帯端末の位置情報利用を許可

しているなど、一定の条件を満たしている限

り、2分間に1回の頻度で取得される。

• 取得された1,211UU分のGPSデータを重ね合わせ

ると左図のとおりとなり、3か月間のデータなが

ら、レンタカー以外の交通手段では訪問が難し

い地域も含めて、北海道内各地をドライブして

いることがうかがえる。

◆GPSデータの取得状況
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６．データ分析 (4)動態分析 ～全道における測位・滞在の状況～

■測位者数とは

特定のメッシュ内に存在していた訪日外国人旅行者のGPS

データ測位者数をカウントしています。メッシュ内の数字が

人数を表しており、色が濃いエリアほど人数が多いメッシュ

となります。本分析では、匿名処理の関係によりサンプル数

（n）が3人以上のメッシュのみ表示しています。

N≧3を表示

• 檜山地域を除いて、全道的な周遊が見られる。

• 特に多いのは

札幌・千歳～小樽、登別温泉・洞爺湖、旭川

旭川～美瑛・富良野

• 道東地域（層雲峡や富良野・美瑛から東方面）

への周遊はやや減少するものの、帯広、釧路市

街、阿寒・摩周、網走、知床などに至るルート

沿線で周遊が見られる。

凡
例

10 以下

11 以上 30 以下

31 以上 100 以下

101 以上 300 以下

301 以上

特典提供施設

観光資源

10kmメッシュ別 測位者数

① 全道におけるGPSデータ測位者数（10kmメッシュ）

データ期間：2017年9月1日～2017年11月30日（3ヶ月）
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■滞在分析とは

取得した訪日外国人旅行者のGPSデータのうち、同一1km

メッシュ内に30分以上滞在した人を「滞在」と定義し、カ

ウントを行います。メッシュ内の数字が人数を表してお

り、色が濃いエリアほど人数が多いメッシュとなります。

本分析では、匿名処理の関係によりサンプル数（n）が3人

以上のメッシュのみ表示しています。

• 札幌や千歳、小樽、登別温泉、洞爺湖といった

道央圏の主要観光地で特に多く、函館や旭川で

も多くの滞在を確認。

• 道東地域では旭川～美瑛・富良野、網走、知

床、阿寒・摩周、釧路、帯広など滞在地が点

在。

• 旭川・網走以北で滞在を確認できたのは、紋

別、稚内及び利尻島のみ。

N≧3を表示

凡
例

10 以下

11 以上 30 以下

31 以上 100 以下

101 以上 300 以下

301 以上

特典提供施設

観光資源

10kmメッシュ別 滞在者数

データ期間：2017年9月1日～2017年11月30日（3ヶ月）

② 全道における滞在者数（10kmメッシュ）

６．データ分析 (4)動態分析 ～全道における測位・滞在の状況～
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・測位者数は、主要観光地を有する市町村のほか主要観光地を結ぶ幹線道路沿線の市町村で多い傾向にある。

・滞在率の高い市町村のうち、測位率と比べて滞在率が高い市町村は道東地域に多く、目的地として訪問されて

いることがうかがえる結果。

順 市町村名 測位者数 測位率

1 札幌市 788 65.1%

2 千歳市 692 57.1%

3 小樽市 450 37.2%

4 北広島市 439 36.3%

5 恵庭市 431 35.6%

6 旭川市 427 35.3%

7 美瑛町 378 31.2%

8 苫小牧市 370 30.6%

9 登別市 361 29.8%

10 洞爺湖町 357 29.5%

11 富良野市 343 28.3%

12 中富良野町 313 25.8%

13 伊達市 305 25.2%

14 上富良野町 304 25.1%

15 白老町 300 24.8%

16 岩見沢市 287 23.7%

17 江別市 283 23.4%

18 函館市 274 22.6%

19 三笠市 266 22.0%

20 壮瞥町 248 20.5%

順 市町村名 滞在者数 測位者数 滞在率

1 函館市 231 274 84.3%

2 帯広市 94 115 81.7%

3 小樽市 366 450 81.3%

4 札幌市 640 788 81.2%

5 斜里町 71 91 78.0%

6 釧路市 115 154 74.7%

7 上川町 162 228 71.1%

8 登別市 250 361 69.3%

9 網走市 69 102 67.6%

10 富良野市 230 343 67.1%

11 弟子屈町 64 97 66.0%

12 東川町 65 104 62.5%

13 旭川市 255 427 59.7%

14 美瑛町 220 378 58.2%

15 千歳市 366 692 52.9%

16 ニセコ町 58 110 52.7%

17 洞爺湖町 187 357 52.4%

18 中富良野町 161 313 51.4%

19 壮瞥町 113 248 45.6%

20 余市町 63 141 44.7%

◆測位者数の多い上位20市町村 ◆滞在率の高い上位20市町村

※いずれも測位数50未満の市町村を除く。

測位者数は上位2０以内だが、滞在率上位
2０以内に入っていない市町村

滞在率は上位2０以内だが、測位率上位
2０以内に入っていない市町村

・測位率
市町村別で測位されたUU数を北海道全
体で測位されたUU数（1,211UU）で
除した値。

・滞在率
市町村別で滞在判定されたUU数を各市
町村の測位者数で除した値。
当該エリアを通過せずに立ち寄った比
率を示す。

６．データ分析 (4)動態分析 ～全道における測位・滞在の状況～

※全市町村における測位・滞在の状況は、
参考資料３に掲載しています。
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６．データ分析 (4)動態分析 ～滞在市町村相関分析～

・小樽市、千歳市、登別市、洞爺湖町といった道央圏の主要観光地間や、旭川市、上川町、美瑛町、富良野市といった道北圏の主要

観光地間の相関が強くみられる。

・また、道央圏主要観光地と道北圏主要観光地間の相関や、道央圏主要観光地と函館市の相関も強くみられる。

データ期間：2017年9月1日～2017年11月30日（3ヶ月）

札幌市が関連する組み合わせを除く

順 市町村名A 市町村名B 滞在者数
北海道滞在者
に占める割合

1 小樽市 千歳市 166 15.8％
2 小樽市 登別市 135 12.9％
3 千歳市 登別市 127 12.1％
4 富良野市 美瑛町 124 11.8％
5 旭川市 美瑛町 114 10.9％
6 小樽市 富良野市 112 10.7％
7 小樽市 旭川市 109 10.4％
8 旭川市 富良野市 106 10.1％
8 千歳市 美瑛町 106 10.1％

10 千歳市 富良野市 105 10.0％
11 函館市 登別市 104 9.9％
11 小樽市 美瑛町 104 9.9％
13 富良野市 中富良野町 102 9.7％
14 函館市 小樽市 100 9.5％
14 旭川市 千歳市 100 9.5％
16 小樽市 洞爺湖町 99 9.4％
17 美瑛町 中富良野町 97 9.2％
18 登別市 洞爺湖町 96 9.2％
19 旭川市 上川町 88 8.4％
20 函館市 千歳市 83 7.9％
20 函館市 洞爺湖町 83 7.9％

※札幌市が関連する組み合わせを除く。

◆相関関係の強い主な市町村（札幌市が関連する組み合わせをを除く）
（北海道滞在者数1,049UU）

滞在者数3以上の市町村のみ表示 ■相関分析とは

同じ旅行者が滞在先として訪問した２つの市町村の組み合わせを示

します。これにより全体の滞在者の何割が当該市町村の両方に訪れ

ているか把握することができます。
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道央圏

70.5%

道南圏

10.1%

道北圏

12.5%

オホーツク圏

2.3%

十勝圏

1.9%
釧路・根室圏

2.7%

圏 域

ドライブ観光客宿泊割合
（本社会実験結果）

全観光客宿泊割合
（H28道庁統計データ）

宿泊客延べ数 割合 宿泊客延べ数 割合

北海道全体 3,583人 100.0% 1,157,390人 100.0%
道央圏 2,060人 57.5% 816,152人 70.5%

空知総合振興局管内 9人 0.3% 6,081人 0.5%
石狩振興局管内（札幌市除く） 110人 3.1% 31,817人 2.7%

札幌市 1,170人 32.7% 478,104人 41.3%
後志総合振興局管内 388人 10.8% 76,880人 6.6%
胆振総合振興局管内 371人 10.4% 216,604人 18.7%
日高振興局管内 12人 0.3% 6,666人 0.6%

道南圏 325人 9.1% 116,830人 10.1%
渡島総合振興局管内 323人 9.0% 116,698人 10.1%
檜山振興局管内 2人 0.1% 132人 0.0%

道北圏 733人 20.5% 144,408人 12.5%
上川総合振興局管内 685人 19.1% 139,700人 12.1%
留萌振興局管内 1人 0.0% 110人 0.0%
宗谷総合振興局管内 47人 1.3% 4,598人 0.4%

オホーツク圏 204人 5.7% 26,467人 2.3%
オホーツク総合振興局管内 204人 5.7% 26,467人 2.3%

十勝圏 91人 2.5% 22,481人 1.9%
十勝総合振興局管内 91人 2.5% 22,481人 1.9%

釧路・根室圏 170人 4.7% 31,052人 2.7%
釧路総合振興局管内 153人 4.3% 29,296人 2.5%
根室振興局管内 17人 0.5% 1,756人 0.2%

本社会実験結果（GPSデータ）

• ドライブ観光客データ【本社会実験結果】は、（レンタカー以外の移動交通手段を含む）全旅行者データ【道庁統計データ】よりも

道央圏・札幌市に宿泊する割合が低く、道北圏やオホーツク圏、釧路・根室圏に宿泊する割合が高い。外国人ドライブ観光客が地方

部を周遊していることがうかがえる結果。

（1）外国人ドライブ観光客の「宿泊地」

（参考）道庁統計データ

◎圏域別宿泊割合(圏域内宿泊客延べ数/北海道宿泊客延べ数）※9～11月

道央圏

57.5%

道南圏
9.1%

道北圏
20.5%

オホーツク圏
5.7%

十勝圏

2.5%
釧路・根室圏

4.7%

・ 本社会実験では、21時～翌3時の間にＧＰＳデータが測位された最後の市町村を「宿泊」とみなしている

・ 道庁統計データは「北海道観光入込客数調査報告書（平成28年度）」における9～11月の宿泊客延べ数を基に算出
※赤字はドライブ観光客の宿泊割合が1％以上高いエリア

宿泊データ取得ユーザー数 943UU

６．データ分析 (5)社会実験の効果
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◎市町村別宿泊割合（宿泊者数／測位者数）（上位10市町村） ◎市町村別平均宿泊日数（上位10市町村）

６．データ分析 (5)社会実験の効果

※全市町村における宿泊の状況は、参考資料３に掲載しています。

市町村名
宿泊者数

(B) 
延べ宿泊者数

(C)
平均宿泊日数

(C/B)
（参考）
測位者数

札幌市 561 1,170 2.09 788

ニセコ町 32 60 1.88 110

倶知安町 22 37 1.68 138

網走市 47 77 1.64 102

函館市 194 297 1.53 274

斜里町 53 75 1.42 91

旭川市 171 231 1.35 427

釧路市 90 121 1.34 154

中富良野町 24 31 1.29 313

富良野市 111 142 1.28 343

※宿泊者数20人未満の市町村を除く

市町村名
測位者数

(A)
宿泊者数

(B) 

宿泊割合
（宿泊者数／

測位者数）

(B/A)

札幌市 788 561 71.2%

函館市 274 194 70.8%

釧路市 154 90 58.4%

斜里町 91 53 58.2%

網走市 102 47 46.1%

小樽市 450 196 43.6%

旭川市 427 171 40.1%

帯広市 115 46 40.0%

上川町 228 91 39.9%

登別市 361 122 33.8%

• 宿泊割合（当該市町村への測位者のうち宿泊した者の割合）では、札幌市、小樽市、函館市、旭川市など測位者数が多い主要観光地

が上位にあがる。釧路市、斜里町、網走市、帯広市など道東地域の市町村も上位にあがっており、これらの市町村は地域観光の拠点

として利用されていることがうかがえる。

• ニセコ町や倶知安町、網走市などは平均宿泊日数も長く、連泊する者も多いことがうかがえる。
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圏 域

ドライブ観光客宿泊割合
（来道経験２回以上）

ドライブ観光客宿泊割合
（来道経験なし・１回）

宿泊客延べ数 割合 宿泊客延べ数 割合

北海道全体 1,467人 100.0% 2,116人 100.0%
道央圏 811人 55.3% 1,249人 59.0%

空知総合振興局管内 5人 0.3% 4人 0.2%
石狩振興局管内（札幌市除く） 49人 3.3% 61人 2.9%

札幌市 451人 30.7% 719人 34.0%
後志総合振興局管内 165人 11.2% 223人 10.5%
胆振総合振興局管内 135人 9.2% 236人 11.2%
日高振興局管内 6人 0.4% 6人 0.3%

道南圏 100人 6.8% 225人 10.6%
渡島総合振興局管内 100人 6.8% 223人 10.5%
檜山振興局管内 0人 0.0% 2人 0.1%

道北圏 307人 20.9% 426人 20.1%
上川総合振興局管内 275人 18.7% 410人 19.4%
留萌振興局管内 1人 0.1% 0人 0.0%
宗谷総合振興局管内 31人 2.1% 16人 0.8%

オホーツク圏 106人 7.2% 98人 4.6%
オホーツク総合振興局管内 106人 7.2% 98人 4.6%

十勝圏 58人 4.0% 33人 1.6%
十勝総合振興局管内 58人 4.0% 33人 1.6%

釧路・根室圏 85人 5.8% 85人 4.0%
釧路総合振興局管内 79人 5.4% 74人 3.5%
根室振興局管内 6人 0.4% 11人 0.5%

本社会実験結果
（来道経験なし・１回）

• リピーター（来道経験２回以上）と初来道者（来道経験なし・１回）の「宿泊地」を比較すると、初来道者よりもリピーターの方が

道東エリア（オホーツク圏、十勝圏、釧路・根室圏）に宿泊する割合が高い傾向となった。

◎圏域別宿泊割合(圏域内宿泊客延べ数/北海道宿泊客延べ数）※9～11月

・ 本社会実験では、21時～翌3時の間にＧＰＳデータが測位された最後の市町村を「宿泊」とみなしている

・ 道庁統計データは「北海道観光入込客数調査報告書（平成28年度）」における9～11月の宿泊客延べ数を基に算出

・ 小数第2位を四捨五入しているため、合計が合わない場合がある ※赤字は来道経験２回以上の宿泊割合が1％以上高いエリア

宿泊データ取得ユーザー数 943UU

本社会実験結果
（来道経験２回以上）

（2）外国人ドライブ観光客（リピーター）の「宿泊地」

６．データ分析 (5)社会実験の効果

道央圏

55.3%
道南圏

6.8%

道北圏

20.9%

オホーツク圏

7.2%

十勝圏 4.0%
釧路・根室圏 5.8%

道央圏

59.0%道南圏

10.6%

道北圏

20.1%

オホーツク圏

4.6%

十勝圏 1.6% 釧路・根室圏 4.0%

※ アプリユーザーの回答はダウンロード時点のものであるため、来道後にダウンロードした場合は初来道

であっても「１回」と回答している可能性がある。

このため、「なし」及び「１回」の回答を合わせて「初めて」の来道とみなしている。
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（3）外国人ドライブ観光客の「滞在地」

エリア
H29実験(20170901-20171130)結果(Ａ） n=690 H28実験等(20161001-20161130)結果（Ｂ）n=137
測位市町村

延べ数
滞在市町村

延べ数
滞在市町村率

測位市町村
延べ数

滞在市町村
延べ数

滞在市町村率

ひがし北海道合計 5480 1876 34.2% 2154 578 26.8%

上川総合振興局管内 3292 1222 37.1% 1087 346 31.8%

オホーツク総合振興局管内 689 228 33.1% 337 80 23.7%

十勝総合振興局管内 978 198 20.2% 491 59 12.0%

釧路総合振興局管内 436 198 45.4% 187 80 42.8%

根室振興局管内 85 30 35.3% 52 13 25.0%

・「測位市町村」とは、アプリ利用者の測位データが確認された市町村（同一旅行者の測位データが同一市町村で複数確認されても１でカウント）。

・「滞在市町村」とは、アプリ利用者の滞在データが確認された市町村（同一旅行者の滞在データが同一市町村で複数確認されても１でカウント）。

・「滞在市町村率」は、アプリ利用者が「通過」した市町村（測位市町村）のうち、「滞在」もした市町村の割合を示す。

• 外国人ドライブ観光客の「滞在地」に関して、本社会実験データをＨ28社会実験データ及び北海道運輸局提供データ（H28）と比較

（H28社会実験は「ひがし北海道」を訪問する観光客が対象であったため、本社会実験データから「ひがし北海道」を訪問した外国

人観光客のデータを抽出。)。

• 本社会実験データは、H28データよりも滞在市町村率が高くなっており、訪れた旅行者が単に通過するだけではなく滞在する割合が

増えた結果となった。広域観光周遊ルート形成促進事業をはじめとする各種事業の成果の一端といえる。

６．データ分析 (5)社会実験の効果



20

（4）外国人ドライブ観光客の「旅行日数（宿泊日数）」

国籍

ドライブ観光客宿泊日数（Ａ）
（本社会実験結果）

全観光客宿泊日数（Ｂ）
（平成28年度北海道観光入込客数調査報告書） 平均宿泊日数の

差（Ａ－Ｂ）

宿泊客延べ数 来道者数 平均宿泊日数 宿泊客延べ数 来道者数 平均宿泊日数

全国籍/地域 4,554 943 4.83 6,351,883 2,301,200 2.76 2.07

香港 983 224 4.39 659,312 170,800 3.86 0.53

シンガポール 1,047 177 5.92 337,136 60,700 5.55 0.36

台湾 603 133 4.53 1,545,385 529,600 2.92 1.62

マレーシア 634 120 5.28 274,140 125,800 2.18 3.10

韓国 297 89 3.34 871,016 424,300 2.05 1.28

タイ 326 69 4.72 385,195 168,700 2.28 2.44

出典：北海道観光入込客数調査報告書（平成28年度）

• 外国人ドライブ観光客の「旅行日数（宿泊日数）」に関して、本社会実験データにおける平均宿泊日数と全旅行者データにおける平

均宿泊日数（平成28年度北海道観光入込客数調査報告書における「宿泊客延べ数」/「訪日外国人来道者数」）を比較。

• ドライブ観光客の宿泊日数は、全国籍/地域で全旅行者データよりもおよそ2泊程度多い結果。

• いずれの国/地域でもドライブ観光客の宿泊日数の方が多く、特にマレーシア、タイ、台湾はその傾向が顕著。

・「ドライブ観光客宿泊日数」は、主にレンタカー利用者が対象となるH29.9～11月のデータ

・「全観光客宿泊日数」は、移動交通手段を問わないH28年度通年のデータ

６．データ分析 (5)社会実験の効果
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H28年度 香港 韓国 台湾 シンガポール タイ マレーシア 合計

HEP構成割合 25.5% 23.4% 19.2% 8.3% 7.5% 7.2% 100.0%
HEP平均日数 6.5 4.0 5.9 6.7 5.3 5.9 5.6

（参考）平成２８年度「Hokkaido Expressway Pass」利用日数

• 北海道が公表している「北海道観光入込客数調査報告書（平成28年度）」では、外国人観光客の平均旅行日数（通年）は「3.76

日」（平均宿泊日数2.76日＋1日）。また、「平成28年度観光客動態・満足度調査」では、外国人観光客の旅行日程の中心層は

「4泊5日」。

• 本社会実験データの平均旅行日数は「5.83日」（平均宿泊数4.83日+1日）であり、外国人ドライブ観光客の方が旅行日数がや

や長いと推測できる。

• なお、北海道の高速道路が乗り放題となる「Hokkaido Expressway Pass(HEP)」の利用日数は平均5.6日であり、本社会実験

データとほぼ同様の結果となっている。

（本社会実験結果は取得できたGPSデータを基に算出しているため、実際の旅行日数は更に長い可能性がある。）

（参考）観光客動態・満足度調査（平成28年度）

出典：東日本高速道路株式会社北海道支社提供データ

国/地域 平均旅行日数

全国籍 5.83

香港 5.39

シンガポール 6.92

台湾 5.53

マレーシア 6.28

韓国 4.34

タイ 5.72

◎平均旅行日数（本社会実験結果）

1泊2日
1.1%

2泊3日
5.8%

3泊4日
13.8%

4泊5日
34.1%5泊6日

13.8%

6泊7日
13.3%

7日以上
17.2%

日帰り
0.7%

(n=1,655)

※移動交通手段を問わない

６．データ分析 (5)社会実験の効果
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• アプリユーザーの北海道へ到着する空港（入道）、北海道から出発する空港（出道）について、空港利用が把握できた旅行者の大部

分が新千歳空港を利用。（本社会実験中にアプリダウンロード促進広報を新千歳空港で実施しており、特に入道時の新千歳空港利用

者数は高くなっている）

• 新千歳空港以外の空港利用も確認したが、数は少ない。（入道・出道のいずれかで地方部空港を利用したのは19ユーザーのみ。）

• 一方、入道時に新千歳空港を利用したユーザーについて、出道時も新千歳空港を利用している状況が見られており、北海道の調査結

果（移動手段問わず）より高い割合となっている。 （※ただし取得データの半数以上が利用空港が「不明」であることに留意）

空港 入道者数 出道者数

新千歳空港 402人 317人

函館空港 1人 8人

釧路空港 1人 4人

稚内空港 1人 1人

女満別空港 1人 －

旭川空港 2人 1人

計 408人 331人

◎入道・出道空港

・ 入道、出道空港の不明者を除く。

943UU

データ取得ユーザー数

◎入道時に新千歳空港利用

出道時の
利用空港

出道者数
把握数に対
する割合

新千歳空港 187人 97.9%

函館空港 2人 1.0%

稚内空港 1人 0.5%

旭川空港 1人 0.5%

把握数 計 191人 －

不明 211人 －

【参考】
平成28年度 観光客動態・満足度調査
（北海道経済部観光局）

北海道で最後に利用した空港・駅・港
新千歳空港 77.0%

６．データ分析 (5)社会実験の効果

（5）外国人ドライブ観光客が利用する空港
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以下の17エリアについては、より詳細な分析を実施しています。

分析結果は北海道開発局ホームページに掲載しています。

1．測位/滞在分析：1kmメッシュ図を用いてより詳細に分析

2．流動分析：隣接するメッシュ間の移動の方向を分析

3．相関分析：同一の旅行者が滞在先として訪問した市町村の組み合わせを分析

4．宿泊地/滞在地分析：取得したGPSデータについて宿泊・滞在を判定し、周遊実態を分析

【基本分析項目】

【当資料のホームページ掲載先】

http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ki/renkei/splaat0000017w61.html

（ＴＯＰページ －「まちづくり・観光・建設産業・用地」－「観光」－

「北海道ドライブ観光促進社会実験」 －「平成29年度「北海道ドライブ観光促進社会実験」実施結果」）

６．データ分析 (6)地域分析

【実施エリア】
1．支笏湖エリア 10．稚内エリア
2．南空知エリア 11．留萌エリア
3．羊蹄山周辺エリア 12．函館市街地エリア
4．積丹半島エリア 13．網走エリア
5．登別エリア 14．知床エリア
6．洞爺湖エリア 15．帯広エリア
7．旭川エリア 16．釧路市街地エリア
8．層雲峡エリア 17．阿寒摩周エリア
9．美瑛・富良野エリア
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６．データ分析 (6)地域分析（阿寒摩周エリアの例（一部））

阿寒湖温泉

藻琴山展望駐車公園・弟子屈・摩周湖の眺望を楽しめる観光施設では、レストハウスが

ある摩周湖第一展望台で30分以上の滞在、摩周湖第三展望台では

30分未満の短い滞在を確認。裏摩周展望台では滞在を確認できな

かった。

・高台から屈斜路湖を望める観光施設では、道の駅がある美幌峠で

滞在を確認。藻琴山展望駐車公園では、30分未満の短い滞在のみ

であった。
・弟子屈町と最も相関が強い市町村は釧路市だが、釧路市（全域）

から見た弟子屈町への相関はそこまで強くはない。

藻琴山展望駐車公園

順 市町村名
滞在
者数

滞在者全体に
占める割合

1 釧路市 50 78.1%
2 札幌市 37 57.8%
3 斜里町 34 53.1%
4 網走市 29 45.3%
4 千歳市 29 45.3%
6 旭川市 27 42.2%
6 上川町 27 42.2%
8 帯広市 25 39.1%
8 富良野市 25 39.1%

10 美瑛町 19 29.7%
11 北見市 18 28.1%
12 中富良野町 16 25.0%
13 小樽市 13 20.3%
13 洞爺湖町 13 20.3%

順 市町村名
滞在
者数

滞在者全体に
占める割合

1 札幌市 69 60.0%
2 弟子屈町 50 43.5%
3 帯広市 45 39.1%
3 千歳市 45 39.1%
5 斜里町 41 35.7%
6 富良野市 40 34.8%
7 上川町 39 33.9%
8 網走市 36 31.3%
9 旭川市 35 30.4%

10 美瑛町 28 24.3%
11 小樽市 27 23.5%
12 中富良野町 26 22.6%
13 北見市 23 20.0%

●弟子屈町滞在者（n=64)の
その他滞在先（上位20％以上）

●釧路市（全域）滞在者（n=115)
のその他滞在先(上位20％以上）

●測位図（1kmメッシュ）

●滞在図（1kmメッシュ）
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10.5%

15.8%

10.5%

21.1%
5.3%

宗谷
5.3%

10.5%

5.3%

15.8%

稚内市宿泊者の直前滞在地

・宿泊地/滞在地分析では、宿泊する前後で滞在した市町村について、後志、胆振、上川管内などでは、宿泊地と同一
(総合)振興局内の市町村で多くの滞在が見られた。（例：富良野市への宿泊前後の滞在地は上川管内市町村が多い）

・一方、渡島、宗谷、十勝、釧路管内では、宿泊地と同一(総合)振興局内の市町村への滞在が少なかった。（例：稚内
市への宿泊前後の滞在地は宗谷管内は少なく、札幌市や砂川市、旭川市などから広域に移動する者が見られた。）
これらの地域では、移動ルートに沿った観光資源の磨き上げや情報発信の強化が必要。

n＝19人n＝111人

5.3%

31.6%

宗谷
21.1%

21.1%

15.8%

5.3%

稚内市宿泊者の直後滞在地

空知

石狩

後志

胆振

日高

渡島

檜山

上川

留萌

宗谷

オホーツク

十勝

釧路

根室

なし
n＝111人 n＝19人

６．データ分析 (6)地域分析（宿泊地/滞在地分析の例）

0.9%

18.9%

2.7%

5.4%

2.7%
0.9%

26.1%

富良野市宿泊者の直前滞在地

3.6%

20.7%

0.9%
4.5%

0.9%

0.9%
2.7%
2.7%

17.1%

上川
45.9％

上川
42.3％

富良野市宿泊者の直後滞在地
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• 外国人ドライブ観光客へのアンケート調査では、約７割が「アプリを使って立ち寄った施設がある」と回答。

「11箇所以上」と回答した者も23％にのぼる。

• 特典提供施設へのアンケート調査では、48件が「特典の利用があった」と回答。延べ600回以上の特典利用が

あり、そのうち4施設で50回以上利用された。最も多い施設で100回の利用があった。

• 本社会実験において、アプリ・ウェブサイトにより特典提供施設の基礎情報、特典情報、施設のPRポイント等

を発信。これらの情報発信により施設をPRしたことで、一定の誘客効果・経済効果があったと推察される。

◎特典利用の有無（特典提供施設アンケート）◎アプリを使って立ち寄った施設数（外国人ドライブ観光客アンケート）

11箇所以上

23.3%

6-10箇所

16.3%

1-5箇所

29.1%

立ち寄りなし

31.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=86) (n=186)

利用があった

48件

（25.8%）

利用が

なかった

138件

（74.2%）

７．アンケート調査 (1)アンケート調査まとめ
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Q：運転手の国籍（SA,n=109） Q：海外でのドライブ旅行の経験（MA,n=109）

33人
(30.3%)

0人(0.0%)
3人 (2.8%)

12人
(11.0%)

23人
(21.1%)

29人
(26.6%)

52人
(47.7%)

0 10 20 30 40 50 60

なし
アフリカ
中南米
オセアニア

欧州
北米
アジア

・「香港」が最も多く33.9％、次いで「台湾」が27.5％であり、
上位2ヵ国で全体の約6割を占める。

・また、それらに「シンガポール」「マレーシア」を加えた
上位4か国・地域で約8割を占める。

・約7割は自国以外のいずれかの地域でドライブ旅行の経験があり、
うち47.7%は「アジア」、26.6%は「北米」、21.1%は「欧州」で経験が
あると回答。

・海外でのドライブ旅行を北海道で初めて経験する外国人観光客は30.3%で
あった。

７．アンケート調査 (2)訪日外国人アンケート調査

香港

37人

(33.9%)

台湾

30人

(27.5%)

シンガポール

13人

(11.9%)

マレーシア

12人

(11.0%)

タイ

5人

(4.6%)

韓国

4人

(3.7%)

その他

8人

(7.3%)

Q：レンタカーを利用した理由（MA,n=109）

4人 (3.7%)

6人 (5.5%)

17人 (15.6%)

49人 (45.0%)

70人 (64.2%)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

E：その他

D：移動支援が必要な同伴者がいるため

C：公共交通機関を利用するより安価で済むため

B：公共交通機関で行きにくい場所が多いため

A：景観を楽しむため

・64.2%が「景観を楽しむため」、45.0%が「公共交通で行きにくい場所が多いため」と回答しており、北海道の地方部を自由に移動して
観光地を巡るにはレンタカーが便利であるという認識が広まってきていると考えられる。
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７．アンケート調査 (2)訪日外国人アンケート調査

Q：「Drive Hokkaido!」アプリを使って立ち寄った施設数（SA, n=86）

20人
(23.3%)

11箇所以上

14人
(16.3%)

6-10箇所

25人
(29.1%)

1-5箇所

27人
(31.4%)

変更なし

86

回答数

0% 20% 40% 60% 80% 100%

・「アプリをダウンロードしなかった」（23人）
を除くと、約7割がアプリを使って立ち寄った施
設が「ある」と回答。うち「11箇所以上の立ち
寄り」が23.3％であった。

・アプリでの情報提供が、景勝地や観光施設等への
立ち寄りを促した可能性がある。

Q：今回の旅行の満足度（SA,n=103～107）

67人
(63.8%)

40人
(37.7%)

36人
(35.0%)

41人
(38.3%)

満足

25人
(23.8%)

31人
(29.3%)

28人
(27.2%)

30人
(28.0%)

やや満足

10人
(9.5%)

25人
(23.6%)

23人
(22.3%)

28人
(26.2%)

普通

8人
(7.5%)

14人
(13.6%)

8人
(7.5%)

やや不満足 不満足

105

106

103

107

回答数

0% 50% 100%

D：道路沿線の景観

C：カーナビの使い方

B：道の駅、PA等ドライブ中の休憩の取りやすさ

A：観光地、道の駅等への案内看板

項目

・4つの項目全てで「満足」「やや満足」を合
わせた割合が6割を超えた。特に「道路沿線の
景観」については9割を占めた。

・「道の駅、パーキングエリア等ドライブ中の休
憩の取りやすさ」では、「やや不満足」の占め
る割合がやや高かった。

Q：再度のドライブ観光意向（SA,n=109）

・109人中108人が「また北海道をドライブしたい」と回答。
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Q：社会実験に参加した理由（MA,n=187） ※アンケート回収率：93.5%

Q：昨年同時期における外国人訪問者数（SA,n=186）

・北海道のインバウンド観光の課題である「地方部に外国人観光客が増えれば良いと
考えたため」が42.8％であった。

・「閑散期に外国人観光客が増えれば良いと考えたため」は13.9％、「アプリ等で海
外に向けて情報発信してもらえるため」は12.8％であった。

・「増えた」は30.6%であった。
・最も多かったのは「変わらなかった」で、54.3%を占める。

8件 (4.3%)

24件 (12.8%)

58件 (31.0%)

26件 (13.9%)

80件 (42.8%)

0 20 40 60 80 100

増えた

57件
(30.6%)

変わらなかった

101件
(54.3%)

減った

13件
(7.0%)

わからない

15件
(8.1%)

７．アンケート調査 (3)特典提供施設アンケート調査
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Q：外国人の特典（クーポン）利用の有無（SA,n=186）

Q：特典（クーポン）利用件数（SA,n=48）

※利用件数：約600件

・特典利用が「あった」と回答したのは、参加
施設全体の25.8％であった。

・特典が利用された施設は186の回答のうちの48件
・上位2施設はロープウェイで、それぞれ約100回利用された。
・種別で見ると、入場料・利用料が割引となる特典の利用が多い。

13

5 5

2

6

1 1

4

1

3

1 1 1 1 1 1 1

0

5

10

15

1 2 3 4 5 6 7 10 12 20 22 26 29 60 70 95 100

施

設

数
␟

施

設
␠

特典（クーポン）利用数（件）

利用があった

48件

（25.8%）

利用が

なかった

138件

（74.2%）

７．アンケート調査 (3)特典提供施設アンケート調査

大雪山層雲峡
黒岳ﾛｰﾌﾟｳｪｲ

有珠山ﾛｰﾌﾟｳｪｲ

ｱｲﾇ民族博物館

三井ｱｳﾄﾚｯﾄﾊﾟｰｸ
北広島

豚丼くまうし
北海道ｱｲｽﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ

釧路和商市場
ホテル大雪
観月苑

金森赤ﾚﾝｶﾞ倉庫
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８．ヒアリング・モニター調査

社会実験の実施に際し、外国人の北海道ドライブ観光や社会実験への満足度、今後の北海道ドライブ観光の発展可
能性等を把握して受入環境整備等の参考とするため、ヒアリング・モニター調査を実施

【調査対象者（4名）】
●ブロガー（台湾）

アプリ「Drive Hokkaido!」を利用しながら北海道をドライブしていただき、ご自身のブログやFacebookで紹介
●動画クリエイター（フランス）

北海道でのドライブ動画を制作し、ウェブサイトやYouTubeで紹介
●留学生モニター（台湾、マレーシア）

北海道大学のご協力のもと、北海道でのドライブ観光やアプリ「Drive Hokkaido!」についてご意見をいただく

■主な意見

○ 北海道の広大な風景や四季には訴求力がある

○ レンタカーは利便性・自由度や金銭面で他の交通機関より優位性が高い

○ 景観スポットを訪問するためにはMAP CODEが便利

○ 日没情報や野生動物との遭遇など、実際にドライブしたからこそ必要と感じた情報があった

○ 案内看板や道路標識、信号がわかりにくい

○ 観光案内の看板が少なく、また看板があっても多言語表記が少ない

○「道の駅」には訴求力があるものも、外国人にはその特徴が十分に伝わっていない

○ 左側通行などに不安を覚える観光客もいるが、実際に運転するとそれほど問題はない

安心してドライブできる環境があることを発信していくことも重要
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９．まとめ

地方部への誘導効果
• （他の移動手段も含む）全外国人旅行者のデータと比較して、ドライブ観光客が地方部（道央圏以外）に

宿泊する割合は高く、旅行日数も長いことが判明

⇒ドライブ観光の促進は、地域偏在の緩和に有効
• 「ひがし北海道」地域では平成28年度に引き続き社会実験を実施。訪れた旅行者が単に通過するだけでな

く滞在する割合が増加。広域観光周遊ルート等の関係機関の取組成果とともに、本社会実験が同エリアへ
の誘客に寄与

⇒継続的な取組により、更に地方へ誘導できる可能性

地域への一定の経済波及効果
• (株)ナビタイムジャパンが提供する「Drive Hokkaido!」アプリを用いて地方部の観光情報や特典情報等

を発信するとともに、関係機関の協力による多方面での広報活動を行った結果、アンケート回答者の７割
がアプリを閲覧して立ち寄った施設があると回答。また、特典を提供した施設のうち48施設で延べ600人
分以上の特典が利用された。（最も多い施設では100回の利用）

⇒来日後でも適切な情報提供により、観光地や施設への立ち寄りを促す可能性

潜在的な旅行需要の形成
• Facebookにおいて短期間で3万フォロワーを獲得（今後も継続運用）

⇒来道観光客となる可能性がある対象者に効果的な情報発信が可能

北海道における観光施策の企画立案に寄与
• GPSデータやアプリ・Webサイトの閲覧履歴、アンケートやヒアリング結果などから、北海道を訪れる旅

行客の詳細かつ具体的な旅行動態分析を実施
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10．今後に向けて

継続したデータ取得と分析
• 本社会実験は3か月という短い期間で実施したものであり、3か月分のデータ分析により明らかになった

ことも多いが、今後も継続的なデータ取得と分析が必要。

⇒季節変動や経年変化を継続的に把握し、具体的な施策検討や効果検証へ結びつけることが重要

地方部での滞在促進
• 外国人ドライブ観光客は新千歳空港の利用が多く、地方部への周遊のため広域に移動しているものの、

移動途中の滞在は少ない状況がみられた。

⇒移動ルートに沿った市町村等の観光資源を磨き上げ、情報の発信を強化することが必要

地方部における周遊観光の促進
• 外国人旅行者は、地方部では有名な主要観光地を訪れているものの、近隣市町村への周遊が少ない。地方

部における外国人旅行者の滞在を増加させるためには、主要観光地への来訪を契機として域内周遊を促進
する仕組みをつくることが課題。

⇒地方部における外国人旅行者の滞在を地域全体で更に増加させる仕組みづくりが必要

道の駅の更なる有効活用
• 測位/滞在の分析では、道の駅全119駅の4分の3以上に当たる91駅で30分以上の滞在を確認できず、ま

た、69駅では30分未満の滞在も確認できなかった。

• ブロガー等へのヒアリングでは「道の駅」がどのような施設か分からないという意見がある一方で、道の
駅が提供している地域の特産品やローカルフード、ローカルな情報の提供などは外国人に高く評価される
ことが判明した。

⇒「道の駅」には、立ち寄りや地域の情報発信の拠点となる可能性がある



●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。

参考資料１

1



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 ⼾⽥記念墓地公園

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
⻘の洞窟

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 ⿊瀬ラベンダー園 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 ”⾶⻯”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 ⽉形樺⼾博物館 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 ⾬⻯町 ⾬⻯沼湿原 秋 共和町 神仙沼

夏 北⻯町 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 ⻩⾦岬

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 北⻩⾦⾙塚公園 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 ⻘葉ヶ丘公園

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 ⻑万部町 ⻑万部のカニ

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/アイヌ⺠族博物館 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 ⻄神楽就実の丘

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 函館元町の⻄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 ⼤雪⼭層雲峡⿊岳ロープウェイ 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 ⻘い池 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/⻘い池 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 ⻩⾦岬海浜公園 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

4

⑨

宗

谷

⑩

オ

ホ

ー

ツ

ク

⑨

宗

谷

⑦

上

川

⑧

留

萌



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 ⻩⾦道路

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 硫⻩⼭

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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●エリア別 ●特典種類別

エリア名 施設数 エリア名 施設数

空知 7施設 観光・文化 59施設

石狩 10施設 宿泊・入浴 59施設

後志 12施設 飲食 60施設

胆振 21施設 物販 66施設

日高 9施設 体験 22施設

渡島/檜山 12施設 道の駅 29施設

上川 34施設

留萌 18施設

宗谷 42施設

オホーツク 23施設

十勝 28施設

釧路 26施設

根室 7施設

計 249施設

「特典提供施設」一覧表

※複数の種類に該当する施設があるため、
総数と一致していない。

参考資料２
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●H29社会実験 特典施設一覧
番号 振興局 市町村名 施設名称

1 空知 岩見沢市 イオン岩見沢

2 空知 三笠市 イオン三笠

3 空知 滝川市 イオン滝川

4 空知 月形町 月形樺戸博物館

5 空知 長沼町 ハイジ牧場

6 空知 栗山町 蔵元 北の錦記念館

7 空知 秩父別町 秩父別温泉 ちっぷ・ゆう＆ゆ

8 石狩 江別市 イオン江別

9 石狩 千歳市 新千歳モーターランド

10 石狩 千歳市 サケのふるさと千歳水族館

11 石狩 千歳市 千歳観光物産サテライト「ミル」

12 石狩 千歳市 イオン千歳

13 石狩 千歳市 回転寿司北々亭 千歳店

14 石狩 北広島市 三井アウトレットパーク 札幌北広島

15 石狩 恵庭市 道の駅 花ロードえにわ

16 石狩 石狩市 イオン石狩緑苑台

17 石狩 新篠津村 しんしのつ温泉たっぷの湯

18 後志 小樽市 小樽海鮮丼エン

19 後志 小樽市 イオン小樽

20 後志 余市町 イオン余市

21 後志 倶知安町 木ニセコ

22 後志 倶知安町 ニセコセントラル

23 後志 倶知安町 割烹肴座 花鯛

24 後志 倶知安町 ニセコHanazonoリゾート

25 後志 ニセコ町 道の駅 ニセコビュープラザ

26 後志 岩内町 木田金治郎美術館

27 後志 岩内町 荒井記念美術館

28 後志 赤井川村 道の駅あかいがわ

29 後志 仁木町 仁木町観光管理センター

30 胆振 室蘭市 イオン室蘭

31 胆振 苫小牧市 ノーザンホースパーク

32 胆振 苫小牧市 オートリゾート苫小牧アルテン

33 胆振 苫小牧市 海の駅 ぷらっとみなと市場

34 胆振 苫小牧市 イオン苫小牧

35 胆振 苫小牧市 道の駅ウトナイ湖

36 胆振 登別市 イオン登別

37 胆振 伊達市 ホテル ローヤル

38 胆振 伊達市 イオン伊達

39 胆振 伊達市 史跡 北黄金貝塚公園
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番号 振興局 市町村名 施設名称

40 胆振 伊達市 伊達市観光物産館

41 胆振 壮瞥町 有珠山ロープウェイ

42 胆振 壮瞥町 昭和新山熊牧場

43 胆振 洞爺湖町 洞爺湖越後屋

44 胆振 洞爺湖町 洞爺湖芸術館

45 胆振 白老町 アイヌ民族博物館（しらおいポロトコタン）

46 胆振 白老町 白老和牛王国上村牧場「ファームレストランウエムラ」

47 胆振 白老町 キンペンカフェ

48 胆振 厚真町 こぶしの湯あつま

49 胆振 室蘭市 室蘭市立室蘭水族館

50 胆振 室蘭市 道の駅「みたら室蘭」

51 日高 平取町 平取町立二風谷アイヌ文化博物館

52 日高 新冠町 新冠温泉 レ・コードの湯 ホテルヒルズ

53 日高 新ひだか町 イオン静内

54 日高 様似町 アポイ岳ジオパークビジターセンター

55 日高 様似町 アポイ山荘

56 日高 えりも町 襟裳岬「風の館」

57 日高 えりも町 森と湖の里ふれ愛館

58 日高 えりも町 田中旅館

59 日高 えりも町 えりも町郷土資料館

60 渡島/檜山 函館市 ヤマチュウ食品

61 渡島/檜山 函館市 Dinning & Bar シンガポールナイト

62 渡島/檜山 函館市 イオン湯川

63 渡島/檜山 函館市 五稜郭タワー

64 渡島/檜山 函館市 新鮮喰味

65 渡島/檜山 函館市 SEOUL GARDEN HOTEL

66 渡島/檜山 函館市 函館山ロープウェイ

67 渡島/檜山 函館市 回転寿司北々亭 函館店

68 渡島/檜山 函館市 金森赤レンガ倉庫

69 渡島/檜山 函館市 北海道立函館美術館

70 渡島/檜山 北斗市 イオン上磯

71 渡島/檜山 松前町 道の駅 北前船松前

72 上川 旭川市 淳工房

73 上川 旭川市 三浦綾子記念文学館

74 上川 旭川市 クラフトブラウンボックス

75 上川 旭川市 イオンモール旭川駅前

76 上川 旭川市 ホテルクレッセント旭川

77 上川 旭川市 イオン旭川永山

78 上川 旭川市 イオン旭川駅前

79 上川 旭川市 イオン旭川春光
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番号 振興局 市町村名 施設名称

80 上川 旭川市 イオン旭川西

81 上川 旭川市 雪の美術館

82 上川 旭川市 もち処一久 大福堂

83 上川 旭川市 旭川まるうんトラベル

84 上川 旭川市 回転寿司北々亭 旭川店

85 上川 旭川市 コサイン旭川本店

86 上川 旭川市 北海道立旭川美術館

87 上川 名寄市 イオン名寄

88 上川 名寄市 なよろ観光まちづくり協会（観光案内所）

89 上川 名寄市 なよろ温泉サンピラー

90 上川 名寄市 味処 鳥長

91 上川 名寄市 ホテル バードイン

92 上川 名寄市 ＫＩＮＧ ＢＥＡＲ

93 上川 富良野市 ちいさなログカフェふらわ

94 上川 上川町 大雪つりぼり

95 上川 上川町 北海道アイスパビリオン

96 上川 上川町 大雪山層雲峡・黒岳ロープウェイ

97 上川 上川町 北の森ガーデン

98 上川 上川町 ホテル大雪

99 上川 上川町 黒岳の湯

100 上川 上富良野町 深山峠アートパーク

101 上川 中富良野町 とみたメロンハウス

102 上川 中富良野町 フラノ自然体験村 カントリーテラス・コロポックル

103 上川 占冠村 道の駅 自然体感 しむかっぷ

104 上川 剣淵町 VIVAアルパカ牧場

105 上川 東神楽町 ＢＵＦＦＥＴ＆ＣＡＦＥ ｏｍｐ

106 留萌 留萌市 おみやげ処 お勝手屋 萌

107 留萌 留萌市 留萌市船場公園

108 留萌 留萌市 駅前 海栄

109 留萌 増毛町 国稀酒造

110 留萌 増毛町 café de SOBA 凜

111 留萌 増毛町 岩尾温泉あったま～る

112 留萌 増毛町 増毛マルシェ

113 留萌 増毛町 増毛町観光協会

114 留萌 増毛町 麺屋 田中商店

115 留萌 増毛町 ぼちぼちいこか増毛舘

116 留萌 小平町 道の駅 おびら鰊番屋

117 留萌 羽幌町 はぼろサンセットプラザ

118 留萌 羽幌町 羽幌沿海フェリー
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番号 振興局 市町村名 施設名称

119 留萌 羽幌町 甘えびファクトリー 蝦名漁業部

120 留萌 羽幌町 北るもい漁協 産直工房きたる

121 留萌 初山別村 道の駅 ☆ロマン街道しょさんべつ

122 留萌 苫前町 道の駅 風Ｗとままえ

123 留萌 天塩町 道の駅 てしお

124 宗谷 稚内市 稚内サンホテル

125 宗谷 稚内市 あきかわ屋

126 宗谷 稚内市 ファームイン 悠遊ファーム

127 宗谷 稚内市 ホテルサハリン

128 宗谷 稚内市 居酒屋和がや

129 宗谷 稚内市 稚内市ノシャップ寒流水族館

130 宗谷 稚内市 稚内副港市場 稚内牛乳

131 宗谷 稚内市 御菓子司 小鹿

132 宗谷 稚内市 ホテル御園

133 宗谷 稚内市 海鮮炉端 うろこ亭

134 宗谷 稚内市 稚内副港市場 稚内天然温泉 「港のゆ」

135 宗谷 稚内市 稚内副港市場 りしり富士や

136 宗谷 稚内市 稚内副港市場 誠洋

137 宗谷 稚内市 稚内副港市場 きらり

138 宗谷 稚内市 稚内副港市場 だがし夢や

139 宗谷 稚内市 稚内副港市場 漁火亭

140 宗谷 稚内市 稚内副港市場 ロシア料理ペチカ

141 宗谷 稚内市 稚内副港市場 やきとり とりおやじ

142 宗谷 稚内市 稚内副港市場 北の香

143 宗谷 稚内市 稚内副港市場 ＧＡＲＡＫＵ

144 宗谷 稚内市 稚内グランドホテル

145 宗谷 稚内市 すし処 美奈味

146 宗谷 稚内市 北市場

147 宗谷 稚内市 串姫煮太郎

148 宗谷 稚内市 車屋・源氏

149 宗谷 稚内市 稚内和服でおもてなし実行委員会

150 宗谷 豊富町 ホテル豊富

151 宗谷 豊富町 豊富温泉 川島旅館

152 宗谷 豊富町 ニュー温泉閣ホテル

153 宗谷 豊富町 工房レティエ

154 宗谷 豊富町 ミルクカフェ＆雑貨フェルム

155 宗谷 幌延町 ほろのべトナカイ観光牧場

156 宗谷 猿払村 道の駅 さるふつ公園 さるふつまるごと館

157 宗谷 浜頓別町 クロスワン石油 ENEOS浜頓別給油所
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番号 振興局 市町村名 施設名称

158 宗谷 枝幸町 きたや

159 宗谷 枝幸町 うたのぼりグリーンパークホテル

160 宗谷 枝幸町 ホテルニュー幸林

161 宗谷 枝幸町 オホーツクミュージアムえさし

162 宗谷 枝幸町 三笠山展望閣

163 宗谷 枝幸町 道の駅 マリーンアイランド岡島

164 宗谷 中頓別町 道の駅 ピンネシリ

165 宗谷 利尻町 神居海岸パーク

166 オホーツク 北見市 北の大地の水族館

167 オホーツク 北見市 北見ハッカ記念館

168 オホーツク 北見市 北見観光協会

169 オホーツク 北見市 イオン北見

170 オホーツク 北見市 ノーザンアークリゾート

171 オホーツク 北見市 大江本家

172 オホーツク 北見市 オホーツクビアファクトリー

173 オホーツク 網走市 オホーツク流氷館

174 オホーツク 網走市 オホーツクバザール

175 オホーツク 網走市 北天の丘 あばしり湖鶴雅リゾート

176 オホーツク 網走市 北海道立北方民族博物館

177 オホーツク 紋別市 ファミリーダイニング吾が家

178 オホーツク 紋別市 紋別プリンスホテル

179 オホーツク 紋別市 イオン紋別

180 オホーツク 紋別市 北海道立オホーツク流氷科学センター

181 オホーツク 大空町 道の駅 メルヘンの丘めまんべつ

182 オホーツク 斜里町 世界自然遺産の宿「しれとこ村」

183 オホーツク 斜里町 道の駅 うとろ・シリエトク

184 オホーツク 斜里町 知床グランドホテル 北こぶし

185 オホーツク 斜里町 知床プリンスホテル 風なみ季

186 オホーツク 清里町 きよさと情報交流施設「きよ～る」

187 オホーツク 小清水町 道の駅 はなやか小清水

188 オホーツク 小清水町 ハイランド小清水725

189 十勝 帯広市 帯広天然温泉ふく井ホテル

190 十勝 帯広市 プレミアホテル-CABIN-帯広

191 十勝 帯広市 いただきますカンパニー

192 十勝 帯広市 リッチモンドホテル帯広駅前

193 十勝 帯広市 ハート・フィールド

194 十勝 帯広市 イオン帯広

195 十勝 帯広市 サムライプロデュース

196 十勝 帯広市 森のスパリゾート 北海道ホテル
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番号 振興局 市町村名 施設名称

197 十勝 帯広市 トカチ一心 ミートバル

198 十勝 帯広市 十勝北海道生産者直送 宴の一心

199 十勝 帯広市 十勝和鮮食場 一心

200 十勝 帯広市 ＪＲイン帯広

201 十勝 帯広市 十勝帯広 炉端の一心

202 十勝 帯広市 十勝 北海道 浜直活鮮 魚の一心

203 十勝 帯広市 北海道立帯広美術館

204 十勝 音更町 笹井ホテル

205 十勝 音更町 観月苑

206 十勝 音更町 ガーデンスパ十勝川温泉

207 十勝 音更町 十勝エコロジーパーク

208 十勝 音更町 十勝川温泉第一ホテル豊洲亭・豆陽亭

209 十勝 音更町 ホテル大平原

210 十勝 音更町 旬の野菜と焼き肉 大地の匠

211 十勝 音更町 天然温泉ホテル鳳乃舞音更

212 十勝 池田町 池田ワイン城

213 十勝 浦幌町 道の駅 うらほろ

214 十勝 芽室町 松久園

215 十勝 芽室町 めむろ新嵐山スカイパーク/国民宿舎 新嵐山莊

216 十勝 新得町 上田精肉店

217 釧路 釧路市 釧路和商市場

218 釧路 釧路市 釧路プリンスホテル

219 釧路 釧路市 ANAクラウンプラザホテル釧路

220 釧路 釧路市 釧路市丹頂鶴自然公園

221 釧路 釧路市 阿寒国際ツルセンター【グルス】

222 釧路 釧路市 釧路市動物園

223 釧路 釧路市 釧路市湿原展望台

224 釧路 釧路市 釧路市立博物館

225 釧路 釧路市 釧路フィッシャーマンズワーフＭＯＯ

226 釧路 釧路市 阿寒湖アイヌシアターイコロ

227 釧路 釧路市 道の駅 阿寒丹頂の里

228 釧路 釧路市 イオン釧路昭和

229 釧路 釧路市 釧路市都市農村交流センター 山花温泉リフレ

230 釧路 釧路市 北海道立釧路芸術館

231 釧路 釧路町 イオン釧路

232 釧路 厚岸町 道の駅 厚岸グルメパーク 厚岸味覚ターミナルコンキリエ

233 釧路 厚岸町 イオン厚岸

234 釧路 弟子屈町 豚丼くまうし

235 釧路 弟子屈町 渡辺体験牧場

7



番号 振興局 市町村名 施設名称

236 釧路 弟子屈町 御食事処 ぽっぽ亭

237 釧路 弟子屈町 レストラン摩周

238 釧路 弟子屈町 ホテル摩周

239 釧路 弟子屈町 道の駅 摩周温泉

240 釧路 鶴居村 丹頂が見える店 どれみふぁ空

241 釧路 鶴居村 ハートンツリー

242 釧路 白糠町 道の駅「しらぬか恋問」

243 根室 根室市 明郷 伊藤☆牧場

244 根室 根室市 道の駅 スワン44ねむろ

245 根室 根室市 イオン根室

246 根室 別海町 道の駅 おだいとう

247 根室 標津町 標津町ポー川史跡自然公園

248 根室 標津町 標津サーモン科学館（サケの水族館）

249 根室 羅臼町 知床ネイチャークルーズ

8



【市町村別】測位者数・滞在者数・宿泊者数

市町村名 振興局名
測位者数

(A)

測位率

（A/1211UU)

滞在者数

(B)

滞在率

（B/A)

宿泊者数

(C)

延べ宿泊者数

(D)

平均宿泊日数

(D/C)

札幌市 石狩 788 65.1% 640 81.2% 561 1,170 2.09

函館市 渡島 274 22.6% 231 84.3% 194 297 1.53

小樽市 後志 450 37.2% 366 81.3% 196 242 1.23

旭川市 上川 427 35.3% 255 59.7% 171 231 1.35

室蘭市 胆振 243 20.1% 40 16.5% 15 16 1.07

釧路市 釧路 154 12.7% 115 74.7% 90 121 1.34

帯広市 十勝 115 9.5% 94 81.7% 46 55 1.20

北⾒市 オホーツク 101 8.3% 38 37.6% 18 21 1.17

夕張市 空知 179 14.8% 3 1.7% 2 2 1.00

岩⾒沢市 空知 287 23.7% 19 6.6% 1 1 1.00

網走市 オホーツク 102 8.4% 69 67.6% 47 77 1.64

留萌市 留萌 9 0.7% - - 0 0 -

苫小牧市 胆振 370 30.6% 52 14.1% 16 18 1.13

稚内市 宗谷 24 2.0% 20 83.3% 19 24 1.26

美唄市 空知 213 17.6% 6 2.8% 1 1 1.00

芦別市 空知 143 11.8% - - 0 0 -

江別市 石狩 283 23.4% 3 1.1% 0 0 -

赤平市 空知 23 1.9% - - 0 0 -

紋別市 オホーツク 20 1.7% 11 55.0% 7 19 2.71

士別市 上川 16 1.3% - - 0 0 -

名寄市 上川 15 1.2% - - 1 1 1.00

三笠市 空知 266 22.0% 6 2.3% 1 1 1.00

根室市 根室 9 0.7% 7 77.8% 6 6 1.00

千歳市 石狩 692 57.1% 366 52.9% 87 100 1.15

滝川市 空知 220 18.2% 4 1.8% 0 0 -

砂川市 空知 223 18.4% 18 8.1% 0 0 -

歌志内市 空知 - - - - 1 1 1.00

深川市 空知 218 18.0% - - 1 1 1.00

富良野市 上川 343 28.3% 230 67.1% 111 142 1.28

登別市 胆振 361 29.8% 250 69.3% 122 137 1.12

恵庭市 石狩 431 35.6% 11 2.6% 0 0 -

伊達市 胆振 305 25.2% 85 27.9% 9 11 1.22

北広島市 石狩 439 36.3% 108 24.6% 8 9 1.13

石狩市 石狩 15 1.2% - - 1 1 1.00

北⽃市 渡島 79 6.5% 12 15.2% 2 3 1.50

石狩郡当別町 石狩 8 0.7% - - 0 0 -

石狩郡新篠津村 石狩 - - - - 0 0 -

松前郡松前町 渡島 - - - - 0 0 -

松前郡福島町 渡島 - - - - 0 0 -

上磯郡知内町 渡島 8 0.7% - - 3 13 4.33

上磯郡木古内町 渡島 7 0.6% - - 0 0 -

⻲⽥郡七飯町 渡島 203 16.8% 43 21.2% 8 9 1.13

参考資料３



市町村名 振興局名
測位者数

(A)

測位率

（A/1211UU)

滞在者数

(B)

滞在率

（B/A)

宿泊者数

(C)

延べ宿泊者数

(D)

平均宿泊日数

(D/C)

茅部郡⿅部町 渡島 7 0.6% 6 85.7% 0 0 -

茅部郡森町 渡島 178 14.7% 7 3.9% 0 0 -

二海郡八雲町 渡島 180 14.9% 16 8.9% 1 1 1.00

⼭越郡⻑万部町 渡島 179 14.8% 6 3.4% 0 0 -

檜山郡江差町 檜山 - - - - 0 0 -

檜山郡上ノ国町 檜山 - - - - 1 1 1.00

檜山郡厚沢部町 檜山 - - - - 0 0 -

爾志郡乙部町 檜山 - - - - 0 0 -

奥尻郡奥尻町 檜山 - - - - 0 0 -

瀬棚郡今⾦町 檜山 - - - - 0 0 -

久遠郡せたな町 檜山 - - - - 1 1 1.00

島牧郡島牧村 後志 - - - - 0 0 -

寿都郡寿都町 後志 17 1.4% 4 23.5% 0 0 -

寿都郡⿊松内町 後志 161 13.3% - - 0 0 -

磯谷郡蘭越町 後志 76 6.3% 11 14.5% 7 9 1.29

虻田郡ニセコ町 後志 110 9.1% 58 52.7% 32 60 1.88

虻田郡真狩村 後志 79 6.5% 4 5.1% 0 0 -

虻⽥郡留寿都村 後志 94 7.8% 10 10.6% 9 23 2.56

虻田郡喜茂別町 後志 123 10.2% 11 8.9% 0 0 -

虻田郡京極町 後志 60 5.0% 7 11.7% 0 0 -

虻田郡倶知安町 後志 138 11.4% 43 31.2% 22 37 1.68

岩内郡共和町 後志 83 6.9% 6 7.2% 0 0 -

岩内郡岩内町 後志 26 2.1% - - 1 1 1.00

古宇郡泊村 後志 18 1.5% - - 0 0 -

古宇郡神恵内村 後志 20 1.7% - - 0 0 -

積丹郡積丹町 後志 48 4.0% 31 64.6% 0 0 -

古平郡古平町 後志 41 3.4% - - 0 0 -

余市郡仁木町 後志 64 5.3% 6 9.4% 0 0 -

余市郡余市町 後志 141 11.6% 63 44.7% 1 1 1.00

余市郡赤井川村 後志 56 4.6% 14 25.0% 12 15 1.25

空知郡南幌町 空知 - - - - 0 0 -

空知郡奈井江町 空知 207 17.1% - - 0 0 -

空知郡上砂川町 空知 - - - - 0 0 -

夕張郡由仁町 空知 103 8.5% - - 0 0 -

⼣張郡⻑沼町 空知 30 2.5% - - 0 0 -

⼣張郡栗⼭町 空知 163 13.5% - - 0 0 -

樺⼾郡⽉形町 空知 5 0.4% - - 0 0 -

樺⼾郡浦⾅町 空知 5 0.4% - - 0 0 -

樺⼾郡新⼗津川町 空知 10 0.8% - - 1 2 2.00

⾬⻯郡妹背⽜町 空知 12 1.0% - - 0 0 -

⾬⻯郡秩⽗別町 空知 4 0.3% - - 0 0 -

⾬⻯郡⾬⻯町 空知 3 0.2% - - 0 0 -

⾬⻯郡北⻯町 空知 10 0.8% - - 0 0 -

⾬⻯郡沼⽥町 空知 4 0.3% - - 0 0 -

上川郡鷹栖町 上川 171 14.1% - - 0 0 -



市町村名 振興局名
測位者数

(A)

測位率

（A/1211UU)

滞在者数

(B)

滞在率

（B/A)

宿泊者数

(C)

延べ宿泊者数

(D)

平均宿泊日数

(D/C)

上川郡東神楽町 上川 138 11.4% 7 5.1% 2 5 2.50

上川郡当麻町 上川 116 9.6% 5 4.3% 1 1 1.00

上川郡比布町 上川 101 8.3% 3 3.0% 0 0 -

上川郡愛別町 上川 163 13.5% - - 0 0 -

上川郡上川町 上川 228 18.8% 162 71.1% 91 108 1.19

上川郡東川町 上川 104 8.6% 65 62.5% 26 32 1.23

上川郡美瑛町 上川 378 31.2% 220 58.2% 51 62 1.22

空知郡上富良野町 上川 304 25.1% 58 19.1% 19 22 1.16

空知郡中富良野町 上川 313 25.8% 161 51.4% 24 31 1.29

空知郡南富良野町 上川 191 15.8% 4 2.1% 2 2 1.00

勇払郡占冠村 上川 213 17.6% 52 24.4% 38 47 1.24

上川郡和寒町 上川 19 1.6% - - 0 0 -

上川郡剣淵町 上川 16 1.3% - - 0 0 -

上川郡下川町 上川 - - - - 0 0 -

中川郡美深町 上川 12 1.0% - - 0 0 -

中川郡音威子府村 上川 12 1.0% - - 0 0 -

中川郡中川町 上川 8 0.7% - - 0 0 -

⾬⻯郡幌加内町 上川 3 0.2% - - 1 1 1.00

増毛郡増毛町 留萌 4 0.3% - - 0 0 -

留萌郡⼩平町 留萌 8 0.7% - - 0 0 -

苫前郡苫前町 留萌 7 0.6% - - 0 0 -

苫前郡羽幌町 留萌 8 0.7% - - 1 1 1.00

苫前郡初山別村 留萌 7 0.6% - - 0 0 -

天塩郡遠別町 留萌 8 0.7% - - 0 0 -

天塩郡天塩町 留萌 14 1.2% - - 0 0 -

宗谷郡猿払村 宗谷 15 1.2% - - 0 0 -

枝幸郡浜頓別町 宗谷 15 1.2% - - 3 18 6.00

枝幸郡中頓別町 宗谷 7 0.6% - - 1 1 1.00

枝幸郡枝幸町 宗谷 11 0.9% - - 0 0 -

天塩郡豊富町 宗谷 14 1.2% - - 0 0 -

礼文郡礼文町 宗谷 3 0.2% 3 100.0% 2 2 1.00

利尻郡利尻町 宗谷 4 0.3% - - 0 0 -

利尻郡利尻富⼠町 宗谷 5 0.4% 4 80.0% 2 2 1.00

天塩郡幌延町 宗谷 14 1.2% - - 0 0 -

網走郡美幌町 オホーツク 52 4.3% 16 30.8% 0 0 -

網走郡津別町 オホーツク 18 1.5% - - 2 3 1.50

斜⾥郡斜⾥町 オホーツク 91 7.5% 71 78.0% 53 75 1.42

斜⾥郡清⾥町 オホーツク 51 4.2% 4 7.8% 2 3 1.50

斜⾥郡⼩清⽔町 オホーツク 74 6.1% 3 4.1% 2 2 1.00

常呂郡訓⼦府町 オホーツク 7 0.6% - - 0 0 -

常呂郡置⼾町 オホーツク - - - - 0 0 -

常呂郡佐呂間町 オホーツク 40 3.3% - - 0 0 -

紋別郡遠軽町 オホーツク 33 2.7% 10 30.3% 1 1 1.00

紋別郡湧別町 オホーツク 17 1.4% 3 17.6% 1 1 1.00



市町村名 振興局名
測位者数

(A)

測位率

（A/1211UU)

滞在者数

(B)

滞在率

（B/A)

宿泊者数

(C)

延べ宿泊者数

(D)

平均宿泊日数

(D/C)

紋別郡滝上町 オホーツク 4 0.3% - - 0 0 -

紋別郡興部町 オホーツク 10 0.8% - - 0 0 -

紋別郡⻄興部村 オホーツク - - - - 0 0 -

紋別郡雄武町 オホーツク 9 0.7% - - 1 1 1.00

網走郡大空町 オホーツク 60 5.0% 3 5.0% 1 1 1.00

虻田郡豊浦町 胆振 179 14.8% 12 6.7% 5 7 1.40

有珠郡壮瞥町 胆振 248 20.5% 113 45.6% 64 70 1.09

⽩⽼郡⽩⽼町 胆振 300 24.8% 41 13.7% 11 16 1.45

勇払郡厚真町 胆振 10 0.8% - - 1 1 1.00

虻⽥郡洞爺湖町 胆振 357 29.5% 187 52.4% 86 92 1.07

勇払郡安平町 胆振 175 14.5% 3 1.7% 1 1 1.00

勇払郡むかわ町 胆振 183 15.1% - - 2 2 1.00

沙流郡⽇⾼町 日高 14 1.2% 3 21.4% 0 0 -

沙流郡平取町 日高 4 0.3% - - 0 0 -

新冠郡新冠町 日高 6 0.5% - - 1 1 1.00

浦河郡浦河町 日高 6 0.5% 3 50.0% 2 4 2.00

様似郡様似町 日高 5 0.4% - - 1 4 4.00

幌泉郡えりも町 日高 5 0.4% 5 100.0% 1 1 1.00

日高郡新ひだか町 日高 5 0.4% 3 60.0% 2 2 1.00

河東郡⾳更町 十勝 111 9.2% 19 17.1% 8 9 1.13

河東郡士幌町 十勝 20 1.7% 4 20.0% 0 0 -

河東郡上士幌町 十勝 32 2.6% 9 28.1% 0 0 -

河東郡⿅追町 十勝 16 1.3% 8 50.0% 3 5 1.67

上川郡新得町 十勝 104 8.6% 6 5.8% 3 3 1.00

上川郡清水町 十勝 109 9.0% 5 4.6% 0 0 -

河⻄郡芽室町 十勝 104 8.6% - - 1 1 1.00

河⻄郡中札内村 十勝 13 1.1% 5 38.5% 1 1 1.00

河⻄郡更別村 十勝 7 0.6% 3 42.9% 0 0 -

広尾郡大樹町 十勝 5 0.4% - - 0 0 -

広尾郡広尾町 十勝 5 0.4% - - 0 0 -

中川郡幕別町 十勝 48 4.0% 20 41.7% 13 14 1.08

中川郡池田町 十勝 82 6.8% 13 15.9% 2 2 1.00

中川郡豊頃町 十勝 14 1.2% - - 0 0 -

中川郡本別町 十勝 84 6.9% - - 1 1 1.00

足寄郡足寄町 十勝 53 4.4% 9 17.0% 0 0 -

⾜寄郡陸別町 十勝 - - - - 0 0 -

十勝郡浦幌町 十勝 56 4.6% 3 5.4% 0 0 -

釧路郡釧路町 釧路 36 3.0% 8 22.2% 1 2 2.00

厚岸郡厚岸町 釧路 11 0.9% 5 45.5% 0 0 -

厚岸郡浜中町 釧路 5 0.4% - - 0 0 -

川上郡標茶町 釧路 43 3.6% - - 0 0 -

川上郡弟子屈町 釧路 97 8.0% 64 66.0% 26 29 1.12

阿寒郡鶴居村 釧路 33 2.7% 6 18.2% 1 1 1.00

白糠郡白糠町 釧路 57 4.7% - - 0 0 -



市町村名 振興局名
測位者数

(A)

測位率

（A/1211UU)

滞在者数

(B)

滞在率

（B/A)

宿泊者数

(C)

延べ宿泊者数

(D)

平均宿泊日数

(D/C)

野付郡別海町 根室 14 1.2% 3 21.4% 1 1 1.00

標津郡中標津町 根室 14 1.2% 3 21.4% 2 2 1.00

標津郡標津町 根室 15 1.2% - - 0 0 -

⽬梨郡羅⾅町 根室 33 2.7% 17 51.5% 6 8 1.33

総サンプル数 1,211 1,049 943

※匿名処理の関係により、測位者数・滞在者数は3未満の場合に「－」で表⽰している


