
北海道新幹線開業に合わせた取組（話題提供）

○ 北海道新幹線開業日に合わせて実施（例年は
ゴールデンウィーク前に実施）。

○ 北海道新幹線が結ぶ関東・東北・北海道各地
区の「道の駅」スタンプを押印することで応募資
格が得られる【関東・東北・北海道「道の駅」賞】

道の駅スタンプラリー2016

格が得られる【関東・東北・北海道「道の駅」賞】
を企画。

○ 「シーニックドライブマップ2016」を北海道新幹
線開業日に合わせて販売。

○ 香港・台湾・シンガポールの言語に対応したド
ライブマップを作成してインバウンド対応。

シーニックドライブマップ
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「道の駅」 スタンプラリー2016 【新幹線開業と同時スタート】

○北海道新幹線が開業する３月２６日に合わせて 「道の駅」 スタンプ
ラリー2016を開始

・ 北海道新幹線開業の効果が全道各地に拡がることを期待して、
北海道新幹線開業日に合わせて「道の駅」スタンプラリー2016 を
開始します。

北海道地区「道の駅」連絡会との連携

・ 北海道が平成27年1月に公表した「北海道新幹線開業後の二次交
通動態調査」によると、道外居住者が道内各エリアへの移動手段と
して、レンタカーを選択する割合は、

道央方面 40.2% 、 道東方面 51.3% 、 道北方面 53.0%
と約半数を占める割合を示しています。
道南を始め、道内各方面への移動は「道の駅」で休憩や地元グルメ
など楽しみながら、安全に足を運んでいただきたい。
※スタンプラリー実施期間 H28.3.26～H29.3.20
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「道の駅」 スタンプラリー2016 【新幹線開業記念賞の企画】

○ 道の駅スタンプラリー2016に「北海道新幹線開業記念賞」を企画

・ 北海道新幹線開業を記念して、北海道新幹線が結ぶ関東・東北・
北海道各地区の「道の駅」スタンプを押印することで応募資格が
得られる 【関東・東北・北海道「道の駅」賞】を企画します。

・ 今回、北海道「道の駅」スタンプラリー2016 限定の取組で、関東「道

北海道地区「道の駅」連絡会との連携

・ 今回、北海道「道の駅」スタンプラリー2016 限定の取組で、関東「道
の駅」賞 20名、東北「道の駅」賞 20名、北海道「道の駅」賞 20名の
合計60名を対象に賞が用意されます。

・ この賞は、北海道新幹線で結ばれる各地区間の周遊観光に期待
するもので、道内の方は元より、道外在住者の方にも北海道「道の
駅」スタンプラリーに参加いただき道内観光を楽しんでもらいたい。

※応募資格等は「道の駅」スタンプラリー2016 で紹介いたします。
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シーニックドライブマップ2016 【新幹線開業と同時発売】

○北海道新幹線が開業する３月２６日に合わせて 「シーニックドライブ
マップ2016」 を同時発売

・ 北海道新幹線開業の効果が全道各地に拡がることを期待して、
北海道新幹線開業日に合わせて「シーニックドライブマップ2016」の
発売を開始します。

シーニックバイウェイ支援センターとの連携

・ 「シーニックドライブマップ」の特長
特長１ シーニックバイウェイ北海道の指定及び候補14ルートの「絵

になる道」「おいしい道の駅」等の情報を掲載したマップで、
地域住民等がオススメするドライブコースを紹介。

特徴２ 北海道内117駅を全て掲載しており、ドライブコース・立寄り
先の検討や「道の駅」スタンプラリーの携帯地図として便利。

特徴３ シーニックカフェやシーニックデッキなどの地域住民オススメ
のポイントを紹介。
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シーニックドライブマップ 【２カ国語（英・繁体字）マップ作成】

○ シーニックドライブマップのインバウンド観光への対応
・ 近年、北海道内における外国人へのレンタカー貸出台数が急増。

北海道新幹線の開業による新たなゲートウェイへの対応や北海道
内各地を巡っていただく取組として、需要の多い、香港・台湾・シンガ
ポールの言語に対応した、北海道内の美しい自然景観・ 「道の駅」
を紹介するドライブマップを作成。

シーニックバイウェイ北海道推進協議会の取組

▼年間集計（台） H27年12月現在

2014年国別内訳
・香港40%
・台湾19%
・シンガポール9%

▼月別推移（台） H27年12月現在

（北海道地区レンタカー協会調べを基に作成）
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北海道新幹線開業に合わせた地域の取組

参考紹介
○ ウェルカム！北海道新幹線開業シーニック de ナイト取組
・ 道南エリアでシーニックバイウェイ
北海道の活動を行っている「函館・
大沼・噴火湾ルート」及び「どうなん
・追分シーニックバイウェイルート」
が、渡島・檜山振興局等をはじめ地
元団体や企業らと連携し、北海道新

ウェルカム北海道新幹線開業シーニック ｄｅ ナイト実行委員会による取組

元団体や企業らと連携し、北海道新
幹線の木古内駅、新函館北斗の両
駅とＪＲ函館駅の３つの駅で、開業
当日の夜に到着する「はやぶさ25号
・29号」にて北海道に来られた皆様
を「おもてなし」する記念イベント「ウ
ェルカム北海道新幹線開業シーニッ
ク ｄｅ ナイト」が開催されますので、
合わせて紹介します。
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「道の駅」 スタンプラリー2016

③ 「道の駅」 スタンプラリー2016 表紙案① 北海道新幹線開業後の二次交通動態
調査（抜粋）

函館地区から道内各方面への移動手段
（道外居住者アンケート）

◎道央方面

◎道東方面

◎道北方面

④ スタンプブックの利便性向上② 「道の駅」スタンプラリーへの参加状況 ④ スタンプブックの利便性向上

道内の移動利便性を高めるため「ＭａｐＱＲ」
を全国初導入
※ＭａｐＱＲは、地点情報が読める最新のＱＲコードで

１）スマートフォンの地図で位置の確認

２）地点情報の閲覧

３）カーナビゲーションの目的地に設定

することが出来ます （協力：株式会社デンソー）

▼「ＭａｐＱＲ」の機能（イメージ）

② 「道の駅」スタンプラリーへの参加状況
▼参加者総数
◎2014年度 38,957名
◎2015年度 約4万2千名（H27年12月時点）

▼スタンプラリー応募者数
◎2014年度 6,031名

36％
2,199名

15％
907名

17％
1,003名

10％
613名

5％
330名

16％
979名

応募者の約４割
が完走賞

18％
1,111名

応募者の１８％が「道外在住者」"
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【テーマ】地域色を満喫する おすすめドライブ
コース“絵になる道”

シーニックドライブマップ2016 【新幹線開業と同時発売】

▼ルート情報面のイメージ（2015版）① シーニックドライブマップ2016の概要

【仕様】A1版、北海道「道の駅」117箇所掲載

【価格】200円

【発行部数】２万部

【販売所】「道の駅」､シーニック関係施設､フェ

リー各社､札幌駅どさんこプラザ ほか

▼シーニックドライブマップ2016の表紙（案） ▼地図面のイメージ（2015版）
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シーニックドライブマップ2016 【新幹線開業と同時発売】

② シーニックバイウェイ北海道の紹介

シーニックバイウェイ（ScinicByway）とは、景観・
シーン（Scine）の形容詞シーニック（Scinic）と、
わき道・より道を意味するバイウェイ（Byway）を
組み合わせた言葉です。
地域に暮らす人々が主体となり、企業や行政と手
をつなぎ、地域資源の保全・改善の取組を通じて
「美しい景観」「魅力ある観光空間」「」活力ある地
域」づくりを目指す取組です。
現在12の指定ルートと２つの候補ルートが活動し
ています。
北海道新幹線開業により交流人口の拡大が期待北海道新幹線開業により交流人口の拡大が期待
される道南地域に2015年12月、新たな指定ルー
トとして「どうなん・追分シーニックバイウェイルート」が
認定され、地域の取組が活発化しています。

9



シーニックドライブマップ 【２カ国語（英・繁体字）マップ作成】

▼表紙（イメージ） ▼全道エリア紹介（イメージ）

▼シーニックバイウェイ・「道の駅」の紹介（イメージ） ▼交通ルールや道路標識の説明（イメージ）
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道路情報提供の機能向上 【道の駅ＳＰＯＴの整備】

参考紹介
○ 道の駅における道路情報提供施設として 「道の駅SPOT（無料公衆

無線LAN）」 を整備

・ 現在「道の駅」に設置されている道路情報提供施設（「道の駅」情報
提供端末）は、設置から10年以上経過し、より利便性が高くなるよう
改善が必要。
また、観光立国の実現に向けて、無料公衆無線LANの整備促進等また、観光立国の実現に向けて、無料公衆無線LANの整備促進等
が求められているところ。

・ 国内外の多様な利用者に対して、適切に
道路情報等を提供するため「道の駅SPO
T（無料公衆無線LAN）」を整備しています。
北海道新幹線開業時には、89の「道の駅」
で運用されます。
他の駅では引き続き整備を推進します。

「道の駅SPOT」の利用は
このシンボルマークが目印
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道路情報提供の機能向上 【道の駅ＳＰＯＴの整備】

網走市

旭川市

114:わっかない

72:なかがわ

102:もち米の里☆なよろ

74:てしお

8:富士見

98:☆ロマン街道しょさんべつ

50:ほっと・はぼろ

94:風Wとままえ

55:森と湖の里ほろかない

27:おびら鰊番屋

93:絵本の里けんぶち

66:あさひかわ

99:うとろ・シリエトク

112:おだいとう

63:知床・らうす

54:さるふつ公園

32:ピンネシリ

71:ライスランドふかがわ

17:サンフラワー北竜

46:田園の里うりゅう

5:びふか

86:ひがしかわ「道草館」
90:鐘のなるまち・ちっぷべつ

48:とうま

83:しらたき

24:おんねゆ温泉

12:おといねっぷ

28:マリーンランド岡島

68:にしおこっぺ花夢

53:おうむ

29:おこっぺ

22:オホーツク紋別

15:まるせっぷ

13:かみゆうべつ温泉チューリップの湯

52:愛ランド湧別

51:サロマ湖

69:オーロラタウン93りくべつ

105:流氷街道網走

79:メルヘンの丘めまんべつ

70:はなやか（葉菜野花）小清水

100:しゃり

101:パパスランドさっつる

76:ぐるっとパノラマ美幌峠

45:香りの里たきのうえ

■「道の駅ＳＰＯＴ」整備状況

○Ｈ２７年度内 ８９箇所
○Ｈ２８年度以降 ２８箇所

（平成28年3月26日 現在）

釧路市
帯広市

札幌市

函館市

106:北前船 松前

42:横綱の里ふくしま

21:てっくいランド大成

20:よってけ！島牧

19:あっさぶ

78:とようら

87:花ロードえにわ

35:オスコイ！かもえない

88:シェルプラザ・港

77:らんこし・ふるさとの丘

6:江差

34:上ノ国もんじゅ

25:ルート229元和台

23:YOU・遊・もり

62:つど～る・プラザ・さわら

91:あぷた

65:だて歴史の杜

103:みなとま～れ寿都

57:くろまつない

40:ニセコビュープラザ

14:いわない

89:真狩フラワーセンター

96:名水の郷きょうごく

115:あかいがわ

49:スペース・アップルよいち

16:厚岸グルメパーク

59:スワン44ねむろ

46:田園の里うりゅう

58:たきかわ

60:つるぬま

26:ハウスヤルビ奈井江
1:三笠

97:びえい「丘のくら」

2:スタープラザ芦別

86:ひがしかわ「道草館」

110:しんしのつ

56:うたしないチロルの湯

38:樹海ロード日高

11:摩周温泉
81:あいおい

30:阿寒丹頂の里

43:サラブレッドロード新冠

18:みついし

108:ウトナイ湖

41:しりうち

116：みそぎの郷きこない

117：しかべ間歇泉公園

113：縄文ロマン・南かやべ

61：なとわ・えさん

47:みたら室蘭

39:そうべつ情報館i（アイ）

104:とうや湖

73:230ルスツ

33:フォーレスト276大滝

7:望羊中山

80:むかわ四季の館

37:マオイの丘公園

67:自然体験しむかっぷ

36:なかさつない

75:コスモール大樹

9:忠類

64:さらべつ

31:おとふけ

109:うらほろ

10:足寄湖
84:あしょろ銀河ホール21

85:サーモンパーク千歳

3:南ふらの
95:しほろ温泉

107:ステラ★ほんべつ

4:しらぬか恋問

92:うりまく

82:しかおい
111:夕張メロード

44:ピア21しほろ
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北海道新幹線の開業・延伸に向けた北海道開発局の取組（概要）

北海道新幹線について

平成28年3月26日 北海道新幹線（新青森・新函館北斗間）が開業 （運行本数13往復 東京－新函館北斗間10往復 最速4時間2分）
～北海道と本州が初めて新幹線ネットワークで結ばれ、鉄路による人の交流が飛躍的に増加

新函館北斗・札幌間開業の５年前倒し決定（H47年度末→H42年度末）～札幌延伸に向けた取組が加速

北海道開発局の取組

○ 北海道新幹線が整備されることにより、北海道総合開発計画に掲げられている「内外の
交流を支えるネットワークとモビリティの向上」に寄与。

○ 「地域経済を先導する観光産業の振興」や「広域的な生活圏の形成と交流・連携強化」
など、新幹線の整備が、北海道経済の活性化に果たす役割に期待。

の英語表記改善

北海道開発局の取組

①新幹線建設事業
との円滑な調整

②北海道新幹線の
整備効果を道内広
域に波及させるため
の課題の検討及び
各種施策の推進・支
援

例えば
○新幹線と道路等の交差部の調整

例えば
○新幹線駅からの道内各地へのアクセス
○新幹線新駅周辺整備

○地域活性化・観光拠点
シーニックバイウェイ北海道、道の駅、北海道みなとオアシス等

○インバウンド観光
道の駅Wi-fi環境整備、道路標識の英語表記改善
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