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シーニックバイウェイミュージアム「秀逸な道展」開催 

～札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）でシーニックバイウェイＰＲイベント～ 

 

 

 
今年は、｢シーニックバイウェイ『秀逸な道』｣の試行の一環として、多くの方々に訪れていいただけ

るよう、『秀逸な道』を美術館に見立て、「シーニックバイウェイミュージアム『秀逸な道展』」として、

下記のとおりＰＲイベントを開催します。 

また、『秀逸な道』の魅力をより高めていけるよう、どのような景色に魅力を感じるかなど、来場者

の方へ、シーニックバイウェイ北海道推進協議会より、アンケートを行います。 

※アンケートにご協力いただいた方は、（一社）シーニックバイウェイ支援センターから、各日先着

150 名様にコーヒー１杯サービス、又はシーニックバイウェイ北海道オリジナル”道”写真集をプ

レゼントされます。 

 

記 

 

イベント名  Ｗｅｌｃｏｍｅ！シーニックバイウェイ北海道＠チ・カ・ホ２０１８夏 

       ～シーニックバイウェイミュージアム｢秀逸な道展｣～ 

日   時  平成３０年６月１６日（土）・１７日（日）１０：００～１７：００ 

場   所  札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）札幌駅側イベントスペース（別紙参照） 

主   催  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） 

共   催  一般社団法人シーニックバイウェイ支援センター 

概   要  『秀逸な道』のパネル展示、映像展示 

       ワークショップ：あなたにとっての”秀逸な道”とは？ 
（どのような道が”秀逸な道”か、メッセージカードに記入していただき展示します） 

       キッズメニュー：お絵かきコーナー、折り紙コーナー 

 

【シーニックバイウェイ「秀逸な道」とは・・・】 

北海道開発局では、｢世界水準」の観光地の形成に向け、「シーニックバイウェイ北海道」の取組の一環として、   

道路景観の重点的保全を行う「シーニックバイウェイ『秀逸な道』」の試行を実施しています。 

『秀逸な道』の試行は、シーニックバイウェイ活動団体へのヒアリングを踏まえて、北海道開発局が設定した道内

の国道 15 区間において、標識の集約等の道路景観の保全を行うとともに、ドライブ観光客等への案内、情報発信等を

実施しています。（参考資料参照） 

【シーニックバイウェイ北海道とは・・・】 

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』を目的に地

域ごとに特色のある様々な活動が進められ、全道で指定１３ルート・候補 1ルートの約４００の団体が活動しています。 

 （ シーニックバイウェイ北海道ＨＰ  http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/kn/dou_kei/ud49g7000000n0ut.html ） 

 

 

北海道内の各ルートの魅力や取組を多くの方に知っていただく「Ｗｅｌｃｏｍｅ！シーニックバイ

ウェイ北海道＠チ・カ・ホ」を平成25年度より毎年行っており、今回7回目のPRイベントを「シーニ

ックバイウェイミュージアム『秀逸な道展』」として開催します。 

【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   道路調査専門官  上村 達也（内線 5845） 

開発監理部 開発連携推進課 開発専門官      蒲澤 英範（内線 5418） 

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



25開催場所 別紙
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Ｗｅｌｃｏｍｅ！シーニックバイウェイ北海道
＠チ・カ・ホ２０１８夏

～シーニックバイウェイミュージアム｢秀逸な道展｣～
開催場所
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１
Welcome！ シーニックバイウェイ北海道
＠チ・カ・ホ 2015（10月）

■主 催 シーニックバイウェイ北海道推進協議会
■場 所 札幌駅前通地下歩行空間
■来 場 者 数 延べ約３2，8００人

これまでの開催状況

2013年度2013年度 2014年度2014年度

10月12日(土)～13日(日)
○テーマ
「SBWとは何か？」を楽しく
体現して来場者に体感
○来場者数 約8,500人

6月7日(土)～8日(日)
○テーマ
夏場のドライブシーズンに向
けた地域の魅力と資源の紹介
○来場者数 約5,500人

2015年度2015年度 2016年度2016年度

10月3日(土)～4日(日)
○テーマ
道内の美しい道の写真と、地
域の想いがつまった活動の様
子をタペストリー展示
○来場者数 約4,600人

5月21日(土)～22日(日)
○テーマ
「もてなす」誇り、「はぐく
む」誇りをテーマにルート活
動を中心とした紹介
○来場者数 約5,000人

10月18日(土)～19日(日)
○テーマ
シーニックカフェ及び
シーニックマルシェの展開
○来場者数 約6,700人

地域の特産品販売の様子クイズイベントの様子 シーニックカフェ紹介

ラジコンコースで遊ぶ子供達の様子 折り紙バイウェイで鶴作り

2017年度2017年度

5月27日(土)～28日(日)
○テーマ
ドライブ観光を中心とした

おすすめコースの紹介や企業
との連携によるﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ展開
○来場者数 約2,500人

おすすめﾄﾞﾗｲﾌﾞｺｰｽの紹介



シーニックバイウェイ「秀逸な道」の概要

連
携

地域（シーニック活動団体）からの推薦

■ シーニックバイウェイ推進協によるＰＲ・プロモーション活動

■ 「北海道のサイクルツーリズム推進」と連携した取組
サイクリスト向けのプロモーション等を実施

ドライブ&サイクル観光客への情報発信・誘導

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

■ 地域と道路管理者の協働による景観保全

道路管理者 シーニック活動団体
○役割を終えた道路附属物等の

集約､撤去

○除草等の重点実施

○電線の「見えない化」 等

○景観阻害要素のピックアップ

○ビューポイントの除草、除雪

○ゴミゼロ活動 等

写真（ゴミゼ
ロ）

ランキングの評価・設定
※試行を通じて方法を検討

SBW推進協・道路管理者・地域による
取組実施

景観の重点的な保全

シーニックバイウェイ「秀逸な道」の設定

【設定プロセス】 【秀逸な道の考え方】 魅力ある道路景観を有し、地域の活動団体による取組も期待できる箇所

【ランキングのイメージ】
★★★ ：そのために旅行する価値のある卓越した道路

★★☆ ：遠回りしてでも訪れる価値のある素晴らしい道路

★☆☆ ：特に景観の良い道路

プロモーションで積極活用

景観保全を重点的に実施
して、ランクアップを目指す

■①道路を走って魅力的
（一定の延長の道路区間）

■②道路脇の景観が魅力的
（ビューポイント）

■③道路自体が魅力的
（道路区間＋ビューポイント）

■ 下記の具体的な進め方や内容について、【試行による検討】を実施

参考資料

今回のイベント



秀逸な道の試行区間

①支笏洞爺ニセコルート
ウェルカム北海道エリア
R453千歳市幌美内 L=7km

（支笏湖及び樽前山）

④ 大雪･富良野ルート
R237上富良野町 L=12km

（大雪山系）

⑮天塩川シーニックバイウェイ
R275幌加内町 L=3km

（蕎麦の花畑）

⑥宗谷シーニックバイウェイ
R238稚内市声問 L=9km

（利尻山･宗谷丘陵風車群）
R238稚内市豊岩 L=5km

（サハリン島･丘陵地形）

⑬札幌シーニックバイウェイ 藻岩山麓･定山渓ルート
R230札幌市南区定山渓 L=5km

（無意根大橋及び周辺山々）

⑤東オホーツクシーニックバイウェイ
R243美幌町 L=17km

（屈斜路湖･白樺並木･田園風景）

② 支笏洞爺ニセコルート ニセコ羊蹄エリア
R276京極町 L=6km

（羊蹄山）

⑧函館･大沼･噴火湾ルート
R278森町砂原 L=10km

（駒ヶ岳･さわらフラワーロード）

⑭どうなん･追分シーニックバイウェイルート
R228松前町 L=10km

（松前城･福山波止場･大島、小島）

⑦釧路湿原･阿寒･摩周シーニックバイウェイ
R243弟子屈町 L=19km

（屈斜路湖･美幌峠･花畑）

⑩十勝シーニックバイウェイ 十勝平野･山麓ルート
R273上士幌町六の沢 L=10km

（三国峠(松見大橋)）

⑪十勝シーニックバイウェイ トカプチ雄大空間
R38芽室町元町 L=10km

（農地･100年の木プロジェクトサインツリー）

⑫十勝シーニックバイウェイ 南十勝夢街道
R336広尾町美幌 L=7km

（段丘崖･太平洋の景観）

⑨萌える天北オロロンルート
R232苫前町 L=6km

（天売島･焼尻島･利尻富士
･日本海景色･風力発電用の
風車群）

③ 支笏洞爺ニセコルート
洞爺湖エリア
R230洞爺湖町 L=14km

（広大な農地･羊蹄山･
ニセコ連山･洞爺湖や中島
･温泉街）

○SBWルートが推奨する秀逸な道の試行
区間（案）をSBW指定13ルートから
15区間 L=148kmを抽出。

○抽出された区間は全て国道。



①支笏洞爺ニセコルート ウェルカム北海道エリア ②支笏洞爺ニセコルート ニセコ羊蹄エリア

国道276号 京極町更進 KP42.2k 羊蹄山の景観国道453号 千歳市幌美内 KP42.0k 支笏湖の景観

③支笏洞爺ニセコルート 洞爺湖エリア

国道230号 洞爺湖町洞爺湖温泉 KP100.2k 洞爺湖の景観

秀逸な道の試行区間の代表的な沿道景観

④大雪・富良野ルート

国道237号 上富良野町共進 KP34.3k かみふらの八景の景観



秀逸な道の試行区間の代表的な沿道景観

⑤東オホーツクシーニックバイウェイ

国道243号 美幌町 KP26.3k 美幌峠からの雲海の景観

⑥宗谷シーニックバイウェイ

国道238号 稚内市声問 KP312.0k 宗谷丘陵風車群の眺望

⑦釧路湿原・阿寒・摩周シーニックバイウェイ

国道243号 弟子屈町屈斜路 KP38.5k 屈斜路湖の景観

⑧函館・大沼・噴火湾ルート

国道278号 森町砂原 KP104.6k さわらフラワーロード



秀逸な道の試行区間の代表的な沿道景観

⑨萌える天北オロロンルート ⑩十勝シーニックバイウェイ 十勝平野・山麓ルート

⑪十勝シーニックバイウェイ トカプチ雄大空間

国道38号 芽室町 KP165.0k 大雪山系の景観

⑫十勝シーニックバイウェイ 南十勝夢街道

国道273号 上士幌町 KP51.0k 三国峠の景観

国道336号 広尾町 KP74.0k 黄金道路海岸の景観

国道232号 苫前町 KP91.8K 日本海景色・風車群の景観



秀逸な道の試行区間の代表的な沿道景観

⑬札幌シーニックバイウェイ 藻岩山麓・定山渓ルート

国道230号 札幌市定山渓 KP36.0k 無意根大橋の景観

⑭どうなん・追分シーニックバイウェイルート

国道228号 松前町大磯 KP93.3k 夕陽の海岸の景観

⑮天塩川シーニックバイウェイ

国道275号 幌加内町下幌加内 KP147.0k 蕎麦畑の景観



25地域と道路管理者の協働による景観保全と観光拠点化の取組例

before after

道路付属物の代替・撤去

現地の状況に応じて、更新時期に合わせて道路付属物を撤
去又はスノーポールに代替し、阻害されていた景観を改善

電線の見えない化
電線を移設又は地中化し、阻害されていた景観を改善

before after

ビューポイントパーキングの整備
駐車帯を整備し、事故危険性を解消するとともに、観光資源
として有効活用

before after シーニックカフェからの眺望シーニックカフェの様子

シーニックカフェの展開

美しい景観やドライブ観光に役立つ情報等の発信と、地域
の素材を使った｢食｣を提供する観光拠点を展開


