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【実証実験】「外国人のドライブ観光の移動支援！」    
～スマートフォンに情報発信、移動を安心･安全に！～ 

 
 

 

 

 

 

 

 

北海道では、外国人ドライブ観光客が近年、急速に増加している一方で、 地方部の観光地にアクセスす

る道路では、情報発信する手段や拠点が不足し、ドライブ観光に必要な道路情報、休憩施設や給油所情報、

観光施設情報などの提供に課題があります。 

    そこで、今回、北海道開発局では、新千歳空港～ニセコ間をレンタカーで移動する外国人を対象に以下

のとおり実証実験を実施します。 

 

１ 実験期間  平成２８年１２月１５日（木）～平成２９年１月１５日（日） 

２ 実施場所  新千歳空港～ニセコ間の道の駅や駐車帯の道路休憩施設 （計４箇所） 

３ 実施内容  新千歳空港～ニセコをレンタカーで移動する外国人を対象にスマートフォンのアプリケーショ

ンを通じて道路沿線の道の駅（８箇所）、温泉等観光施設（２０箇所）、コンビニエンスストア

（２５箇所）、ガソリンスタンド（２０箇所）等の情報を発信 （計７３箇所） 

４ 検証内容  地方部の観光地へ外国人がドライブ観光する際の情報ニーズや課題の検証 

地域活動団体が機器の設置、管理運営を行う場合の採算性の検証 

 

※本実験でのスマートフォンのアプリケ－ションは、日本語及び英語での情報提供を行います。外国人向

けの調査を行いますが、日本語での使用も可能です。 

   ※本実験での結果を踏まえて、今後、多様な外国人ドライブ観光客に対し多言語での情報提供を検討す

るとともに、沿線の道路案内情報を合わせた発信を検討します。 

 
【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   課長補佐      瀬戸
せ と

 祐
ゆう

介
すけ

（内線 5355） 

建設部   道路計画課   開発専門官     佐藤
さ と う

 茂一
しげかず

（内線 5845） 

北海道開発局は、１２月１５日から約１ヶ月間、外国人ドライブ観光客を対象に「スマートフォンへの 

情報発信による外国人ドライブ等移動支援に関する実証実験」を実施します。 

道の駅や駐車帯にICT機器（無線標識）を設置し､スマートフォンのアプリケーションを通じて道路情

報、観光施設､ガソリンスタンド、コンビニエンスストアなどの施設情報をプッシュ型で発信し、情報を受

けた外国人の検索、立ち寄った施設などの情報からニーズや課題を検証します。 

あわせて、地域活動団体が機器の設置、管理運営を行う場合の採算性の検証も行います。 



スマートフォンへの情報発信による外国⼈ドライブ等
移動⽀援に関する実証実験を実施します！

この度、⾃動⾞を利⽤して観光する外国⼈の⽅を対象にドライブ観光に関する安⼼・安全
を提供する仕組みを検証するため、スマートフォンのアプリケーションを通じて道の駅や駐⾞帯
で情報発信を⾏う実証実験を実施します。

◇実験期間 平成２８年１２⽉１５⽇（⽊）〜平成２９年１⽉１５⽇（⽇）
◇実験場所 新千歳空港〜ニセコ間の道の駅や駐⾞帯の道路休憩施設◇実験場所 新千歳空港〜ニセコ間の道の駅や駐⾞帯の道路休憩施設
◇情報発信拠点 道の駅 フォーレスト276⼤滝（伊達市⼤滝区三階滝町637-5）

相川ビューポイントパーキング（喜茂別町字相川49-2地先）
道の駅 名⽔の郷きょうごく（京極町字川⻄45番地1）
道の駅 ニセコビュープラザ（ニセコ町字元町77番地10）

◇実験の概要 新千歳空港からニセコ間の主要道路の道の駅や駐⾞帯を情報発信拠点に無線
標識を設置し、道路情報、近隣の⺠間施設や観光施設等の情報発信を⾏い、
外国⼈観光客がスマートフォンのアプリケーションを通じて情報を受信する実証実験
を実施します。

※ アプリケーションのダウンロードは無料です。Androidでの実験としています。
※ 通信料については⾃⼰負担となります。



アプリケーションのダウンロード⽅法及び使い⽅ 

＜アプリケーションのダウンロード⽅法及び使い⽅＞ 
①下記のＱＲコードを読み込みます。
②アプリをインストールします。

③アクセス許可の確認に同意します。
④インストール完了。
⑤開くボタンを選択するとアプリが起動します。

⑥アプリを起動し、ユーザー登録をします。
ユーザー登録の流れは下記の通りです。

⑦ドライブの途中で施設に⽴
ち寄り、アプリから施設情報を
⼊⼿できます。 

＜⼿順＞ 

① まず下記ＱＲコードからご⾃分のスマホにアプリをダウンロードしてください。
② ニセコ⽅⾯に向かう途中で、下記の４つのポイントでガソリンスタンドやコンビニエンスストア、

温泉施設などの施設情報をご⾃⾝のスマホにプッシュ情報でお知らせします。 
③ スマホに届いた施設情報をご覧いただき、⽴ち寄り箇所の参考にしてください。

※本アプリケ－ションは、⽇本語及び英語での情報提供を⾏います。 
※外国⼈向けの調査を⾏いますが、⽇本語での使⽤も可能です。 
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＜データ受信できる情報発信拠点の概要＞ 

①道の駅フォーレスト 
276 ⼤滝 

 

 
 

住所：伊達市⼤滝区 
三階滝町 637-5 

②喜茂別町相川    
ビューポイントパーキング 

 

 

住所：虻⽥郡喜茂別町 
字相川 49-2 地先 

③道の駅名⽔の郷 
きょうごく 

 

 

住所：虻⽥郡京極町 
字川⻄ 45 番地 1 

④道の駅ニセコ 
ビュープラザ 

 

 

住所：虻⽥郡ニセコ町 
字元町 77 番地 10 

 

 

 

データ受信できる施設の位置図 
 

 

相川ビューポイント
パーキング(喜茂別町)

道の駅フォーレスト276
⼤滝(伊達市⼤滝区)

道の駅ニセコビュー
プラザ(ニセコ町)

道の駅名⽔の郷
きょうごく(京極町)

新千歳空港

ICT機器（無線標識）設置箇所

①

②③ 

④ 

別紙２ 



スマートフォンへの情報発信による外国⼈ドライブ等移動⽀援に関する実証実験

＜検証１＞
地⽅部の観光地へ外国⼈がドライブ観光する際の情報
ニ ズや課題の検証

＜検証１＞
地⽅部の観光地へ外国⼈がドライブ観光する際の情報
ニ ズや課題の検証

＜情報提供する施設＞
道の駅 ビューポイント

ニーズや課題の検証
⇒今後、実験結果を踏まえ、多様な外国⼈ドライブ観光客に対し
多⾔語での情報提供を検討するとともに、沿線の道路案内情報

ニーズや課題の検証
⇒今後、実験結果を踏まえ、多様な外国⼈ドライブ観光客に対し
多⾔語での情報提供を検討するとともに、沿線の道路案内情報
を合わせた発信を検討を合わせた発信を検討

検検

観光施設等

＜検証２＞＜検証２＞
地域の活動団体が機器の設置、管理運営を⾏う場合の地域の活動団体が機器の設置、管理運営を⾏う場合の
採算性の検証採算性の検証

給油所・コンビニエンスストア等

（採算性検証イメージ）

清掃活動や花植活動など道路維持管理

施設情報

道路の維持管理活動の
資材や⼈件費に充当

道路維持管理
活動費情報登録

施設登録料
により得ら

施設情報
管理⼈件費

機器関係

情報登録･発信
するための必要
経費

収益 サービス
レベルの
向上

無線標識を通じて
スマホが各種情報

を受信 により得ら
れる収益 機器関係

維持管理費



スケジュール

Ｈ28.12 Ｈ28.12 情報発信機器設置

＜実施期間＞
Ｈ28.12.15〜Ｈ29.1.15

実
証
実

＜実施場所＞
新千歳空港〜ニセコ間の

Ｈ29.1
実
験 道路周辺の駐⾞帯(道の駅､パーキング等)

４箇所

Ｈ29.2 Ｈ29.2 とりまとめ



○北海道における外国⼈へのレンタカー貸出台数は 近年 急速に増加

（参考資料）北海道における外国⼈のレンタカー利⽤状況及びドライブ観光時の課題

○北海道における外国⼈へのレンタカ 貸出台数は、近年、急速に増加。
○外国⼈が北海道ドライブ観光で特に改善が必要と感じた事項として、情報提供の改善に関する意⾒が多い。

【北海道における外国⼈へのレンタカー貸渡台数】 【北海道でドライブ観光をしてみて特に改善が必要だ
と思われることは？】
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⺟国語版のドライブマップやガイドブック
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⾼速道路の料⾦

道路の舗装状態

主な観光地、景勝地を案内する表⽰

道路の幅のゆとり・歩道⾞道の分離
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15 000

20,000 20.0
⾼速道路の休息・飲⾷施設の充実

宿泊地での観光・天候などの情報提供

ガソリンスタンドの数
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⼀般道路沿道での休息・飲⾷施設の充実
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⽅向を⽰す案内表⽰

⾼速道路の整備、ルート
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⾼速道路の整備、ル ト

⽬的地までの距離表⽰

通⾏⽌め、迂回路、規制などの情報表⽰

市街地での⽅向案内表⽰

新千歳空港周辺貸出台数 北海道全体貸出台数
出典：北海道地区レンタカー協会連合会

（年）
その他 北海道での外国⼈レンタカー

利⽤客 N=311（複数回答）
出典：平成27年度北海道開発局調べ




