
 
                

平成３０年１０月３１日 

 

          

 

「第１５回シーニックバイウェイ北海道推進協議会」の開催 

～候補ルート、包括的連携協定及びベスト・シーニックバイウェイズ・ 

プロジェクト２０１７の審議等～ 

 

 

 
本協議会では、「空知シーニックバイウェイ-体感未来道-」の候補ルート登録に係る審議、「ベスト・シ

ーニックバイウェイズ・プロジェクト２０１７」の決定に係る審議、「（一社）北海道信用金庫協会、北海

道地区「道の駅」連絡会、知床グランドホテル」との包括的連携と協力に関する協定の審議等を行います。 

 

記 

 

日   時  平成３０年１１月５日（月）１５：３０～１６：３０ 

場   所  札幌グランドホテル 本館２階 金枝 

主   催  シーニックバイウェイ北海道推進協議会                  【別紙１】 

議   題  （１）候補ルートの審議（空知シーニックバイウェイ-体感未来道-）     【別紙２】          

       （２）ルート運営活動計画の変更（支笏洞爺ニセコルート）          

        （３）ベスト･シーニックバイウェイズ･プロジェクト２０１７の審議     【別紙３】 

（４）推進協議会構成員の追加について（東日本高速道路株式会社北海道支社）  

       （５）包括的連携と協力に関する協定の審議                【別紙４】 

          ・（一社）北海道信用金庫協会、北海道地区「道の駅」連絡会、知床グランドホテル            

       （６）その他 

取   材  会議は公開にて行います。傍聴・取材を希望される報道関係者の方は、当日、受付までお

越しください。 

       ※詳細は添付資料をご参照ください。 

       ※同協議会にて上記（３）、（５）の議題について承認された場合は、引き続き同会場にて、

１６：４０をめどにベスト･シーニックバイウェイズ･プロジェクト２０１７の表彰式及

び包括的連携と協力に関する協定の調印式を予定しています。 

 

【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。 

詳細は、シーニックバイウェイ北海道推進協議会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 

 

 

 

シーニックバイウェイ北海道推進協議会は、下記のとおり「第１５回シーニックバイウェイ北海道推

進協議会」を開催します。 

【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/ 



シーニックバイウェイ北海道推進協議会は、下記に示す13の構成団体・機関からな
り、シーニックバイウェイ北海道制度の推進、そのほかシーニックバイウェイ北海道に
関する取組の企画及び立案並びに推進を行い、①指定ルート及び候補ルートの指定、
②シーニックバイウェイ北海道の制度運営に関する各種決定・改善・支援、③指定ルー
トが、持続的かつ効果的に活動できる環境に関する調査・研究を行う役割として位置付
けられています。

シーニックバイウェイ北海道推進協議会

(会 長)北海道商工会議所連合会頭
北海道経済連合会長

北海道商工会連合会長

北海道観光振興機構会長

日本観光振興協会北海道支部長

日本旅行業協会北海道支部長

日本自動車連盟北海道本部長

北海道知事

林野庁北海道森林管理局長

経済産業省北海道経済産業局長

環境省北海道地方環境事務所長

国土交通省北海道運輸局長

(副会長)国土交通省北海道開発局長

【全１３構成団体・機関】

■構成員
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シーニックバイウェイ北海道 ルート図
【平成30年11月5日現在】

ルート名称 代表者名 代表者の所属 構成団体数 関係市町村数

空知シーニックバイウェイ-体感未来道-
工藤 克彦

くどう かつひこ
ＮＰＯ法人日本一直線道
まちづくり研究会 理事長

１５ ２４

シーニックバイウェイ北海道 候補ルートの登録に向けた提案

◆第１回候補ルート登録（平成17年5月9日）
○函館・大沼・噴火湾ルート ○釧路湿原・阿寒・摩周ルート

◆第２回候補ルート登録（平成18年4月18日）
○南十勝夢街道 ○十勝平野・山麓ルート ○萌える天北オロロンルート

◆第３回候補ルート登録（平成20年5月12日）
○どうなん・追分シーニックバイウェイルート ○トカプチ雄大空間

◆第４回候補ルート登録（平成21年5月13日）
○札幌南シーニックバイウェイ

◆第５回候補ルート登録（平成25年6月24日）
○層雲峡オホーツクシーニックバイウェイ 〇天塩川流域ミュージアムパークウェイ

●支笏洞爺ニセコルート
●大雪・富良野ルート
●東オホーツク

シーニックバイウェイ

3
ル
ー
ト

1
次
指
定

Ｈ
17
・
5

1
ル
ー
ト

２
次
指
定

Ｈ
18
・
4

●宗谷シーニックバイウェイ

2
ル
ー
ト

３
次
指
定

Ｈ
18
・
11

●釧路湿原・阿寒・摩周
シーニックバイウェイ

●函館・大沼・噴火湾ルート

1
ル
ー
ト

４
次
指
定

●萌える天北オロロンルート

Ｈ
20
・
5

５
次
指
定

1
ル
ー
ト

●十勝平野・山麓ルート

Ｈ
21
・
5

６
次
指
定

1
ル
ー
ト

●トカプチ雄大空間

Ｈ
22
・
5

７
次
指
定

2
ル
ー
ト

●札幌シーニックバイウェイ
藻岩山麓・定山渓ルート

●南十勝夢街道

Ｈ
23
・
7

８
次
指
定

1
ル
ー
ト

●どうなん・追分
シーニックバイウェイルート

Ｈ
27
・
12

９
次
指
定

1
ル
ー
ト

●天塩川シーニックバイウェイ

Ｈ
29
・
10

別紙２

提案ルート



平成２０年度よりシーニックバイウェイ北海道の推進に向けて、他の模範となる
ルート活動であり、将来への発展性が高く評価できる取組を選出し表彰する｢ベスト・
シーニックバイウェイズ・プロジェクト｣の取組を実施。

ベストシーニックバイウェイズプロジェクト2017

ベスト・シーニックバイウェイズ・プロジェクト2012 ベスト・シーニックバイウェイズ・プロジェクト2011
「トカプチまる得めぐり券事業」（トカプチ雄大空間） 「学校シーニックバイウェイ」（南十勝夢街道）

ベスト・シーニックバイウェイズ・プロジェクト2013
「タカラモノプロジェクト」（支笏洞爺ニセコルート）

ベスト・シーニックバイウェイズ・プロジェクト2014
「ライフコンシェルジュ（ご当地風土アドバイザー）
育成事業」（トカプチ雄大空間）

ベスト・シーニックバイウェイズ・プロジェクト2015
そららの森の植樹活動～地域で育てる森プロジェクト～
（釧路湿原･阿寒･摩周シーニックバイウェイ）

ベスト・シーニックバイウェイズ・プロジェクト2016
いにしえ街道の景観を活かした街づくり
（どうなん・追分シーニックバイウェイルート）

別紙３



募集開始

各ルートから活動の応募

ルート審査委員会にて審査

推進協議会にて活動団体賞、部門賞及び最優秀賞を決定

各ルートによる投票
■部門賞、最優秀賞■活動団体賞

ベストシーニックバイウェイズプロジェクト2017
▼各賞決定までの流れ

※対象：指定及び候補ルート
※自ルート以外に、持ち点10点を自由配点
※最多得点を得たプロジェクトを活動団体賞候補として
選出

※対象：指定ルート
※ルート審査委員が、持ち点10点を自由配点
※最多得点を得たプロジェクトを部門賞候補として選出
※選出された部門賞候補から最優秀賞候補として選出

H30.3～
H30.4

H30.7～
H30.8

H30.11.5

※H30.7各ルートの投票による活動団体賞選出案及びH30.8ルート審査委員会による各部門賞、最優秀賞選出案を
審議し決定



＜表彰＞
●活動団体賞１件（指定・候補ルートを対象） 【エントリー数 14件】
●部門賞３件（指定ルートを対象）
＜エントリー部門＞
美しい景観づくり賞 【エントリー数 3件】
活力ある地域づくり賞 【エントリー数 5件】
魅力ある観光空間づくり賞 【エントリー数 6件】
※部門賞は、部門ごとに１件とし最大３件とするが、評価の結果によってはこの限りではない。

●最優秀賞「ベスト・シーニックバイウェイズ・プロジェクト2017」１件（指定ルートを対象）
部門賞の中から１件選出

＜評価の視点＞
地域の資源を発見・活用し、有形・無形の「新しい価値」を生み出しているか否かに評価の軸を
置くとともに、以下の点に留意し、プロジェクトの評価を行う。
－部門賞及び大賞－
○ 持続性（取組の継続性の程度を評価）
○ 浸透性（地域内への広がりの程度を評価）
○ 拡張性（モデルケースとしての地域外へ展開の程度を評価）
○ 連携性（地域同士や他団体との連携の程度を評価）
○ 先進性（新しいものに取組んでいく姿勢の程度を評価）
○ 効果性（定量的・定性的な効果の程度を評価）
○ 人材育成

ベストシーニックバイウェイズプロジェクト2017



1 支笏洞爺ニセコルート
～地域・電線管理者と連携した「電線の見えない化」～
ビューポイントパーキングの景観改善（電線移設）

①美しい景観づくり

2 大雪・富良野ルート ゴミゼロキャンペーン ①美しい景観づくり

3 東オホーツクシーニックバイウェイ シーニックデッキの設置 ①美しい景観づくり

4 東オホーツクシーニックバイウェイ ルート内道の駅スタンプラリー ②活力ある地域づくり

5 函館・大沼・噴火湾ルート キャンドル製作体験会～シーニックdeナイト～による地域人材育成 ②活力ある地域づくり

6 釧路湿原・阿寒・摩周シーニックバイウェイ てしかが情報掲示板による情報提供の試行と効果検証 ②活力ある地域づくり

7
札幌シーニックバイウェイ
　藻岩山麓・定山渓ルート

地域づくり講演会＆勉強会 ②活力ある地域づくり

8 どうなん・追分シーニックバイウェイルート どうなんフットパス・ロード及び歴史の道掘り起し資源調査整備推進事業 ②活力ある地域づくり

9 宗谷シーニックバイウェイ 利尻島一周サイクル　ブランド化事業 ③魅力ある観光空間づくり

10 釧路湿原・阿寒・摩周シーニックバイウェイ シーニックカフェと道の駅が連携したスタンプラリーの開催 ③魅力ある観光空間づくり

11 萌える天北オロロンルート シーニックカフェの登録・カフェ連携の推進 ③魅力ある観光空間づくり

12
十勝シーニックバイウェイ
トカプチ雄大空間

ＳＮＳを活用したルート情報発信事業 ③魅力ある観光空間づくり

13
天塩川シーニックバイウェイ
宗谷シーニックバイウェイ

『きた北海道エコ・モビリティ』の推進 ③魅力ある観光空間づくり

14 層雲峡・オホーツクシーニックバイウェイ（候補ルート） シーニックマルシェの開催 ③魅力ある観光空間づくり

ベスト・シーニックバイウェイズ・プロジェクト201７　応募一覧

NO ルート名称 活動名称 エントリー部門



⺠間団体・企業等との包括連携協定

シーニックバイウェイ北海道は、競争⼒のある美しく個性的な北海道を実現していくこ
とを⽬的として、⺠間団体・企業等と、北海道固有の景観、⾃然、歴史、⽂化、レクレー
ション資源等地域資源を最⼤限活⽤し、双⽅の資源を有効活⽤した効果的連携活動として、
連携に関する包括協定制度を平成２４年度から開始しました。

株式会社トヨタレンタリース
札幌、㈱グランビスタホテル＆
リゾート札幌グランドホテル、
北海道コカ・コーラボトリング
株式会社、Follow Me
Japan.Pte.Ltd.との包括連携協
定が締結される。

平成２５年６⽉２４⽇

平成２４年１２⽉１⽇

株式会社デンソーセールス北
海道⽀社、株式会社阿寒グラン
ドホテルとの包括連携協定が締
結される。

⺠間企業との包括連携協定 別紙４

平成29年10⽉２４⽇
株式会社北海道⽇本ハムファ

イターズとの包括連携協定が締
結される。

(株)トヨタレンタリース札幌
(株)グランビスタホテル&リゾート札幌グランドホテル
北海道コカ・コーラボトリング（株）
Follow Me Japan Pte.Ltd
(株)デンソーセールス北海道⽀社
鶴雅グループ（株）阿寒グランドホテル
(株)北海道⽇本ハムファイターズ



北海道信⽤⾦庫協会とシーニックバイウェイ北海道との包括連携協定

この協定は、北海道信⽤⾦庫協会とシーニックバイウェイ北海道、双⽅の持つ資源を有効活⽤した連携
活動による『競争⼒のある美しく個性的な北海道』の実現を⽬的としています。

連携･協働による
資源の有効活⽤

●⾦融機関としてのビジネス視点での活
動⽀援
●北海道全域に広がる信⽤⾦庫の地域に
根ざしたビジネスネットワーク

●景観、⾃然、歴史、⽂化等の地域資源
を活⽤した取組

●地域の住⺠、ＮＰＯ、企業、⾏政等多
様な主体が⼀体となった体制

●全国的なネットワーク
（⽇本⾵景街道）

●官⺠による協議会及び学識者により
組織されるルート審査委員会

【連携協定の項⽬】
●シーニックバイウェイ北海道による地域活性化に関する取組
●シーニックバイウェイ北海道の広報及び啓発に関わる取組
●シーニックバイウェイ北海道の⼈材育成やネットワーク形成に関わる取組

北海道信⽤⾦庫協会 シーニックバイウェイ北海道



シーニックバイウェイ支援センター・宗谷シーニックバイウェイとの連携
（これまでの実績）（稚内信用金庫）

北海道信用金庫協会とシーニックバイウェイ北海道との包括連携協定

2015年 「スイス視察（スイス・モビリティとDMO調査研究）」
「スイスの観光に学ぶシンポジウム」への職員派遣等の支援

2018年 TEPPEN-RIDE 2018への協賛
（道北サイクルツーリズム）

2017年 サイクルツーリズム事業検討
会への職員派遣

2016年：宗谷シーニックバイウェイ
10周年記念講演会への支援

2014年：宗谷SBWしゃべり場への支店
長派遣

2012年：映画「北のカナリアたち」の
ロケ地の観光資源プロジェクトへの委
員派遣

2010年：宗谷フットパス整備事業への
職員派遣

2008年：ビジット宗谷シンポジウムへ
の運営支援と職員派遣

2006年：環境フォーラムへの支援
2005年：アメリカ本土シーニックバイ
ウェイルート視察への役員派遣

■そのほかの連携実績

2018年 「TEPPEN-RIDE2018」への協賛（サイクルツーリズム）

スイス視察
（SBW支援センター:視察コーディネート）

スイスの観光に学ぶシンポジウム
（SBW支援センター共催）

主催：天塩川シーニックバイウェイ、宗谷
シーニックバイウェイ 協賛：シーニックバ
イウェイ支援センター

※SBW支援センターが事業共催
およびルートコーディネーター
が連携した取り組み実績を掲載



北海道地区「道の駅」連絡会とシーニックバイウェイ北海道との包括連携協定

この協定は、北海道地区｢道の駅｣連絡会とシーニックバイウェイ北海道、双⽅の持つ資源を有効活⽤し
た連携活動による『競争⼒のある美しく個性的な北海道』の実現を⽬的としています。

連携･協働による
資源の有効活⽤

●全道に位置している道の駅施設
●全国的なネットワーク

（全国「道の駅」連絡会）

●景観、⾃然、歴史、⽂化等の地域資源
を活⽤した取組

●地域の住⺠、ＮＰＯ、企業、⾏政等多
様な主体が⼀体となった体制

●全国的なネットワーク
（⽇本⾵景街道）

●官⺠による協議会及び学識者により
組織されるルート審査委員会

【連携協定の項⽬】
●シーニックバイウェイ北海道の広報及び啓発に関わる取組
●その他、シーニックバイウェイ北海道の推進に関わる取組

北海道地区「道の駅」連絡会 シーニックバイウェイ北海道



シーニックバイウェイ支援センターとの連携（これまでの実績）

北海道地区「道の駅」連絡会とシーニックバイウェイ北海道との包括連携協定

▲スタンプラリー帳にシーニック紹介ページを掲載

■2009年から支援センター発行「シーニックドライブマップ」に北海道地区「道の駅」連絡会監修の元、全道の道の駅情報を掲載。
全道の道の駅の販売所にてシーニックドライブマップを販売。

■2015年から「道の駅スタンプラリー」と「シーニックドライブマップ」双方の媒体で連携。
「道の駅スタンプラリー」のプレゼントに『シーニック賞』を設け、「シーニックドライブマップ」にシーニック賞応募券をつけ、販売促進。

▲シーニックドライブマップ2018
（シーニックバイウェイ支援センター

発行） ▲シーニックドライブマップ2018 地図面

シーニックルートとの連携（これまでの実績）

▲支笏洞爺ニセコルート × 道の駅「中山峠」
シーニックバイウェイプラザの設置による
情報発信

▲釧路湿原・阿寒・摩周シーニックバイウェイ
× 道の駅「摩周温泉」
てしかが情報掲示板による情報提供

▲函館・大沼・噴火湾ルート、
どうなん・追分シーニックバイウェイルート
× 道の駅「縄文ロマン 南かやべ」等
シーニックdeナイト2018の開催

▲大雪・富良野ルート × ルート内道の駅
地域イベント情報の発信

▲十勝平野・山麓ルート、南十勝夢街道
× 道の駅「忠類」等
フォトコンテスト作品の展示

▲東オホーツクシーニックバイウェイ
× ルート内道の駅
道の駅施設内でのシーニックマルシェの開催



この協定は、株式会社 知床グランドホテルとシーニックバイウェイ北海道、双⽅の持つ資源を
有効活⽤した連携活動による『競争⼒のある美しく個性的な北海道』の実現を⽬的としています。

連携･協働による
資源の有効活⽤

●知床北こぶしグループで運営する宿泊
施設ネットワーク

●地域情報の発信

●景観、⾃然、歴史、⽂化等の地域資源
を活⽤した取組

●地域の住⺠、ＮＰＯ、企業、⾏政等多
様な主体が⼀体となった体制

●全国的なネットワーク
（⽇本⾵景街道）

●官⺠による協議会及び学識者により
組織されるルート審査委員会

【連携協定の項⽬】
●シーニックバイウェイ北海道の広報及び啓発に関わる取組

株式会社 知床グランドホテル シーニックバイウェイ北海道

株式会社 知床グランドホテルとシーニックバイウェイ北海道との包括連携協定



【国道334号ガードレールの雪かきボランティア】
美しい景観を保持するため、ビューポイントである
オシンコシン・幌別地区の雪かき（2007年より毎年実施）

【国道沿い花壇の花植えボランティア】
⾃治会の皆さんや企業ボランティアの⽅々とともに
数種類の花苗を移植（2007年から毎年実施）

【ウトロポケットパークの維持管理活動】
コミュニケーションスペースである「ポケットパーク」の維持管理活動を実施

○株式会社 知床グランドホテルは、冬季流氷景観づくりを⽬的に⾏われている国道334号線沿いの雪かきボランティアや夏季
道路景観づくりのための花植えボランティアに毎年参加し、１年を通じて地域の活性化に寄与しています。また、東オホーツク
シーニックバイウェイ・シーニックデッキに登録されているウトロ市街地内「ウトロポケットパーク」においては、地域住⺠や観光客
にとっての交流ポイントを維持するための活動を⾏う等、地域のために精⼒的な活動を⾏っている。

花苗を植えている様⼦活動を⾏っている⽅々の集合写真維持管理活動の実施状況

雪かき作業の様⼦ 雪かき作業によって⾒渡しが良くなった
オシンコシンの美しい景観

株式会社 知床グランドホテルとシーニックバイウェイ北海道との包括連携協定



シーニックバイウェイ北海道の概要

 

シーニックバイウェイ北海道は、みちをきっかけに地域が主体となって、行政等と連携し、

景観をはじめとした地域資源の保全・改善を進めることで「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」を図り、「愛着と誇りの持てる地域の実現」を目指

す制度。 

 

 

○全道レベルの公的機関・団体との組織連携により以下を役割として位置付け
・指定ルート及び候補ルートの指定
・シーニックバイウェイ北海道の制度運営に関する各種決定・改善・支援
・指定ルートが、持続的かつ効果的に活動できる環境に関する調査・研究

●地域を再発見、紹介するツア
ー、イベントの開催

●流氷ウォークなど冬の観光メニュー
や冬のビューポイントの開発

●メーリングリストによる活動団体の情
報共有、意見交換

活動団体や地域間の連携など
により、沿道景観をより魅力的
にする活動。

●地域の方々の清掃・植栽活動に
よる道路景観の取組

●現地調査によるルート内の沿道
景観診断の取組

●不要な看板の撤去など

　地域資源を生かしたまちづくりの
　勉強会など、地域の誇りを育む　
　活動。

●沿道景観をテーマにしたフォトコン
テストの実施

●歴史的建造物など、地域資源を生
かしたまちづくりの勉強会

●周遊ルートづくりや気軽に立ち寄れ
る案内所の開設

旅行者の満足度向上を目指し、
観光メニューの創出、イベント
の実施、情報発信など。

みんなで再発見まちづくり勉強会植栽活動

清掃活動
　案内所

　観光資源の創出

●地域を再発見、紹介するツア
ー、イベントの開催

●流氷ウォークなど冬の観光メニュー
や冬のビューポイントの開発

●メーリングリストによる活動団体の情
報共有、意見交換

活動団体や地域間の連携など
により、沿道景観をより魅力的
にする活動。

●地域の方々の清掃・植栽活動に
よる道路景観の取組

●現地調査によるルート内の沿道
景観診断の取組

●不要な看板の撤去など

　地域資源を生かしたまちづくりの
　勉強会など、地域の誇りを育む　
　活動。

●沿道景観をテーマにしたフォトコン
テストの実施

●歴史的建造物など、地域資源を生
かしたまちづくりの勉強会

●周遊ルートづくりや気軽に立ち寄れ
る案内所の開設

旅行者の満足度向上を目指し、
観光メニューの創出、イベント
の実施、情報発信など。

みんなで再発見まちづくり勉強会植栽活動

清掃活動
　案内所

　観光資源の創出

●地域を発見、紹介するツアー、イベン
トの開催

●流氷ウォークなど冬の観光メニューや
冬のビューポイントの開発

●メーリングリストによる活動団体の情
報共有、意見交換

●沿道景観をテーマにしたフォトコン
テストの実施

●歴史的建造物など､地域資源を生
かした町づくりの勉強会

●周遊ルートづくりや気軽に立ち寄
れる案内所の開設

●地域の方々の清掃・植栽活動に
よる道路景観の取組

●現地調査によるルート内の沿道
景観診断の取組

●不要な看板の撤去など

シーニックバイウェイ北海道の主な取組

シーニックバイウェイ北海道とは

行 政

○安全・安心な交通の確保

○美しい沿道景観・国土づくりの創出

○普及啓発によるブランド化の確立

舞台装置づくり 

地 域（住民,NPO,企業等) 

○地域活性化への取り組み（提案・実施）

○地域固有資源の再発見・保全・活用

○地域情報の発信

地域への愛着、誇りの醸成  

訪れる人へのホスピタリティ向上 連携・協働 

シーニックバイウェイ北海道推進協議会の役割

参考



 

北海道商工会議所連合会、北海道経済連合会、北海道商工会連合会、北海道観光振興機構、 

日本観光振興協会北海道支部、日本旅行業協会北海道支部、日本自動車連盟北海道本部、 

北海道、林野庁北海道森林管理局、経済産業省北海道経済産業局、環境省北海道地方環境事務所、 

国土交通省北海道運輸局、国土交通省北海道開発局（事務局） 【全１３構成団体・機関】 

 

シーニックバイウェイ北海道では、地域で組織されたルート運営代表者会議が、ルート運営活動計画

を作成し、シーニックバイウェイルートまたは、候補ルートのどちらかを選択して、ルートの提案を行

います。提案されたルートについて、審査委員会の意見を踏まえて、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ルートとして指定、もしくは候補ルートとして指定します。 

 

 
 

▼ シーニックバイウェイ北海道推進協議会ホームページ
http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/kn/dou_kei/ud49g7000000n0ut.html

シーニックバイウェイ北海道導入の経緯

平成13年8月  平成14年度国土交通省重点施策として制度要求 
平成15年2月  「北海道におけるシーニックバイウェイ制度導入モデル検討委員会」設置 
平成15年4～7月 モデルルートの指定・活動団体の募集・認定

    7月～ モデルルートにおける活動の実施
平成17年2月   検討委員会が報告をとりまとめ 

   3月 シーニックバイウェイ北海道推進協議会設立
平成17年度～ 本格導入

ルート指定までの流れ

シーニックバイウェイ北海道推進協議会の構成団体・機関


