
宗谷の海・空・大地・そして人とつながる 稚内開発建設部 http://www.wk.hkd.mlit.go.jp/

平成２８年９月２１日

北海道開発計画調査説明会を開催

～「歴史・文化を活用したインバウンド観光の振興」などを紹介～

本説明会は、平成２７年度に実施した２件の調査に関する説明、質疑や意見交換を行い、地域

の課題解決に向けて、調査成果の今後の広範な活用や地域の連携・協働などを進めることを目的

としています。

なお、この調査は、北海道総合開発計画（※）の企画、立案及び推進に必要な調査として北海

道開発局が毎年度実施しています。

記

１ 日 時 平成２８年１０月６日（木） １４時００分～１６時１０分

２ 場 所 稚内地方合同庁舎３階共用会議室（稚内市末広５丁目６番１号）

３ 内 容 （１）北海道開発計画調査の概要

（２）北海道における歴史・文化を活用したインバウンド観光の振興調査

（３）北海道における自転車利用環境に関する検討業務

４ 対象者 自治体職員、観光事業者、まちづくり団体関係者等

（一般の方も参加可能です）

５ その他 参加を希望される方は、１０月３日（月）までに稚内開発建設部地域振

興対策室（TEL０１６２－３３－１１８５）へご連絡ください。

※北海道総合開発計画とは、北海道開発法に基づき国が樹立する計画です。

「新たな北海道総合開発計画」（平成 28 年 3 月 29 日閣議決定）が掲げる「世界水準の価値創造

空間」の形成に向けて、各種施策を進めています。

北海道開発局では、平成２７年度に実施した北海道開発計画調査の成果を宗谷地域観光の新た

なテーマやストーリー作成に活用していただくため、下記のとおり説明会を開催します。

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 稚内開発建設部

地域振興対策室 地 域 振 興 対 策 官 工藤 明人 電話 0162-33-1184

地域振興対策室 上席地域振興専門官 鈴木 淳子 電話 0162-33-1185

http://www.wk.hkd.mlit.go.jp/


北海道における歴史・文化を活用した
インバウンド観光の振興調査

調査の背景
北海道は近年、外国人来道者数が増加しており、2016年北海道新幹線開業や2020年東京オリン
ピックなど、インバウンド観光発展の好機を迎えている。インバウンド観光の更なる拡大に向けて、従
来の観光資源に加え、新たな北海道の魅力創出が必要。

調査目的
北海道における独自性のある歴史・文化コンテンツを観光資源として活用したインバウンド観光需
要を図ることを目的に、その可能性や活用方法などを調査する。
※本調査は、石森秀三氏（北海道博物館長）を座長とする検討委員会を設置し、アドバイスを受けつつ進めた。

1 観光資源として活用可能な北海道における
独自性のある歴史・文化コンテンツの発掘

①検討テーマの設定 …  観光資源として活用可能な北海道における独自性のある歴史・文化コンテン
ツを抽出するに当たり、検討委員会からの提案を受け、検討テーマを設定。

②歴史文化コンテンツの抽出 …  検討テーマに基づき、文化財データや有識者ヒアリングの結果を参
考に、観光資源として活用可能な歴史･文化コンテンツを抽出。

検討テーマ 概要

1. 縄文・オホーツク・擦文文化 ・旧石器時代以降、1万年余りの縄文文化の時代から、続縄文文化、オホーツク文化、擦文文化が終わる頃まで

2. アイヌ文化 ・中世以降、現在まで続くアイヌ文化。先住民族としての独自の信仰や生活文化を守り、現在まで継承

3. 中世・近世 ・鎌倉時代以降、北海道への和人文化の広がりと道南地域の繁栄

4. 開拓時代 近代化 ・明治時代以降の炭鉱、鉄道、製鉄、港による北海道の急速な産業化・近代化

開拓時代 農業 ・屯田兵による開拓と、北海道の風景イメージの重要な要素である農村景観の形成

開拓時代
フレンドシップのまち札幌

・アメリカ人技術者との友好的な関係構築と、対等なフレンドシップのもとに進められた開拓

2 海外における歴史・文化観光市場の構造及びニーズの把握・分析
2-1 海外媒体調査 … 欧米豪圏・アジア圏から訪日外国人観光客数の多い国･地域を計12か国選定し、

海外旅行市場に与える基礎データと日本旅行についての嗜好・観光動向のほか、海外旅行市場に与える基礎データと日本旅行についての嗜好・観光動向のほか、
旅行ガイド（ロンリープラネット他）における北海道の取り上げ方（記事内容、ペー
ジ占有率）などを調査。

結果（抜粋）
・ガイドブック全体に占める北海道記事のページ占有率は英語圏よりもアジア圏のほうが高い。

・北海道記事に占める歴史・文化関連分野のページ占有率は英語圏のほうが高く、先住民族や縄文
文化といった北海道独自の歴史・文化に着目した記事が多い。

2-2 外国人アンケート調査 … 北海道の歴史観光を海外に向けてプロモーションすることを念頭に実施。

結果（抜粋）
・北海道の歴史文化に関する情報提供の前後
で、歴史文化への関心度が大きく変わった。
・欧米豪圏・アジア圏共に歴史文化への関心は
高いが、関心のある分野はそれぞれ異なる。
・歴史文化関連施設への訪問を日本到着後に
決めている観光客が多いことから、着地での
情報提供の重要性が示唆された。 0% 50% 100%
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北海道の歴史について関心のある分野（道内調査）



3 外国人の受入環境整備状況等についての評価及び改善方策等の整理
外国人モニターツアー … 海外プロモーションを行う上での歴史文化テーマの訴求力、ポイント、外国

人受入環境整備などの課題を把握するため、外国人モニターを採用したモニ
ターツアーを実施した。

ロールプレイキャッチコピー “Be a Travel Guide Book Writer”

モニターから寄せられた意見（抜粋）
・北海道は本州とさまざまな点で異なっており、従来の日本の印象とは別の新たな印象をもつと思う。

札幌コース （11月5日） 道南コース （11月6日～8日） 道東コース （11月19日～21日）

主
な
訪
問
施
設

・北海道大学
・札幌市時計台
・札幌市資料館
・エドウィン・ダン記念館

・北海道博物館
・函館市縄文文化交流センター
・五稜郭タワー
・函館奉行所
・箱館高田屋嘉兵衛資料館
・いにしえ街道

・北海道博物館
・北炭幌内炭鉱
・川村カ子トアイヌ記念館
・湧別町ふるさと館JRY
・道立北方民族博物館
・モヨロ貝塚館

モ
ニ
タ
ー
内
訳

・アメリカ（60代男性）
・ベルギー（30代男性）
・シンガポール（20代男性）

・アメリカ（60代男性）
・シンガポール（20代男性）
・アメリカ/カナダ（30代男性）
・フランス（20代女性）
・タイ（20代女性）

・ベルギー（30代男性）
・ポーランド（30代女性）
・イギリス（50代男性）
・中国（30代女性）
・ドイツ（20代男性）

・北海道は本州とさまざまな点で異なっており、従来の日本の印象とは別の新たな印象をもつと思う。
・外国人とコミュニケーションを図るため使用しているコミュニケーションツールは大変有効。
→アドバイスを元に、歴史文化関連施設で広く活用可能な「外国語コミュニケーション会話集」を作成

4 歴史・文化を活用した観光メニューの創出に関する検討
パンフレット

『北海道の歴史・文化を巡る旅』 ” A Journey into the History and Culture of Hokkaido”
調査1～3の結果を踏まえ、外国人に定着している日本の歴史・伝統のイメージとは異なる北海道の
歴史・文化とその魅力を紹介し、観光振興に活用していただく目的でパンフレットを作成。
英語版には、日本語の翻訳ではなく、外国人が英語で作成したキャッチコピーを一部採用している。

キャッチコピー コンテンツ代表例

自然を敬い祈り続けた北の古代人 中空土偶、常呂遺跡、北黄金貝塚など

先住民族アイヌの文化
しらおいポロトコタン・アイヌ民族博物館、
平取町二風谷アイヌ博物館、阿寒湖アイヌコタンなど

中・近世道南の和人文化 福山城（松前城）跡、いにしえ街道、五稜郭跡など

フレンドシップによる北海道開拓
北海道庁赤レンガ庁舎、札幌農学校第二農場（モデル
バーン）、エドウィン・ダン記念館など

日本語版表紙

フレンドシップによる北海道開拓
バーン）、エドウィン・ダン記念館など

コラム1 屯田兵
コラム2 農村景観 北海道開拓の村、湧別町郷土博物館ふるさと館JRYなど

北の産業遺産 幌内炭鉱跡、旧国鉄手宮線跡、小樽運河など

まとめ

○北海道には本州と異なる魅力的な独自の歴史・文化コンテンツがあり、インバウンド観光資源の一
つとして十分活用が可能。

○歴史文化コンテンツの魅力をさらに引き出すためには、各地域が連携し、テーマやストーリーを作り
上げ、多彩なコンテンツを組み合わせるなどの取り組みが必要。

○観光客のみならず、道民自身も独自性ある歴史・文化への知識を深め、コンテンツを磨き上げるこ
とがさらなる観光振興につながる。

参考情報
・パンフレット「北海道の歴史文化を巡る旅」 http://www.khd.mlit.go.jp/kanribu/chosei/kankou_11.html
・ 「外国語コミュニケーション会話集」 http://www.hkd.mlit.go.jp/kanribu/chosei/pdf/kaiwasyu.pdf
・調査報告書（概要版） http://www.hkd.mlit.go.jp/topics/toukei/chousa/h27keikaku/h27_002.pdf



北海道における自転車利用環境
に関する検討

調
《サイク ツ リズム

調
査
目

背景背景

◆近年、スポーツタイプの自転車の販売台数が大幅に増加
するなど自転車の利用スタイルが多様化

◆しまなみ海道をはじめとしたサイクルツーリズムの取組も
全国各地で行われており、インバウンド客も増加

《サイクルツーリズム
に関するパンフレット》

目
的

目的目的

◆北海道内の広域自転車利用に関する行動実態を把握
し、積雪寒冷地特有の課題を踏まえた自転車利用の創
出に資する道路のあり方及び評価手法の検討、推進体
制の検討により、北海道における広域サイクルネット
ワークの形成に向けた方策を提案

調
査

①自転車行動実態の把握

ワ クの形成に向けた方策を提案
出典：サイクル・ツーリズム北海道推進連絡会

「サイクルツーリズムin北海道」

【自転車行動実態の把握に関する検討フロー】
【トリップ分析】
① が査

・
検
討

・個人サイクリスト
・サイクリングツアー参加者（主に海外客）

移動経路調査

アンケート調査

・道内在住外国人サイクリスト

外国人サイクリスト走行調査

・個別ルートの把握
・立寄施設の把握

・移動経路調査の補足

・ルート設定ニーズ、満足度
等の把握

・モデルルート走行

①距離：短距離（30km未満）が約2/3 平均36.2km
②標高差：標高差小（200m未満）が約8割

平均153.2m
③道路種別：その他道路が約半数、国道は約2割
④ルート傾向：1WAYが約半数、拠点型(周遊)約4割
⑤ルート難易度：初級が約6割
⑥平均旅行速度：13.8km/h ※立寄り含む
⑦その他（クロス分析）討

の
内

グループインタビュー

・自転車関連団体
・サイクリングガイド

ヒアリング調査

・走行環境・受入環境の評価

・上記に関する詳細なニー
ズ・課題の把握

・調査モニター募集協力

・ルート設定や立寄施設の
状況等のニーズ・課題の把
握

⑦その他（クロス分析）：
・距離が短い場合は、標高差も小さい割合が高い
・1WAYルートでは、国道や道道の割合が高く、周
遊では、その他道路の割合が高い

【国道の利用状況】
・95トリップのうち、3/4(71トリップ)で国道利用あり
「上級ル ト」では 自動車交通量が4000台以下【北海道でのサイクルツア や

容

①トリップ情報

【個別トリップの整理（カルテの作成）】

・「上級ルート」では、自動車交通量が4000台以下
の割合が高い ⇒自動車交通量を重視する傾向
・「初級ルート」では、路肩幅員が1.50m以上の割合
が高い ⇒路肩幅員を重視する傾向

【北海道でのサイクルツアーや
ルート設定でのニーズ】
・「景観」や「交通量の少なさ」、「自転
車通行空間」は国内・国外客ともに重
視する傾向
・「道路幅員の広さ」や「輪行」、「グル
メ」は国内客が重視する傾向
・「温泉」や「案内表示の多さ」 「ツ

No.5 【国道メイン・拠点型（往復）・上級ルート】 ⼗勝 08/13

項
目

data

男性

40代

道内

3年

20回/年以上

100km以上

1日（宿泊なし）

長距離 161.9km

小 189m

国道 61% 99.5km

道道 14% 22.8km

自転車道 0% 0.0km

その他 24% 39.6km

4,833台

3,377台

ル
ー

ト
デ
ー

タ

トリップ長

最大標高差

道
路
種
別

国

交
通

平均

最小

小項目

属
性

性別

年齢

居住地

自転車歴

年間サイクリング頻度

普段のサイクリング距離

普段のサイクリング走行時間

SG

S
G
立

：走行ルート

：スタート地点

：ゴール地点

：立寄施設

：道の駅

：コンビニ

忠類の道の駅。軽食、パン販売あり、自
販機多数、トイレ有り。百合根が名産な

ので、百合根入りシュークリームなどあ
ります。

立

個⼈

所要時間 平均旅行速度

7:44 20.9km/h

②ルート図

①トリップ情報

④属性

⑤ルートデータ

「温泉」や「案内表示の多さ」、「ツ
アーガイド」、「レンタサイクル」は国
外客が重視する傾向

【立寄施設でのニーズ】
・「休憩・トイレ」や「食事」は国内・国
外客ともに重視する傾向
・「ルート情報入手」や「地域の観光

4 〔重視/満足〕している
3 やや〔重視/満足〕している
2 あまり〔重視/満足〕していない
1 〔重視/満足〕していない

○帯広市内を拠点とした、広尾町までの国道メインの往復上級ルート。
○「標高差」、「立寄施設の間隔」を重視している。

○国道をメインに走行しており、郊外ではあるが、道の駅やコンビニなど立寄施設は多く、道の駅等に立寄っており、満
足度も高い。

○最大標高差は189mと200m未満のため、標高差は小さいルートではあるが、重視度に比べ、満足度が若干低い。
○国道の交通量は少なく、路肩幅員はやや狭い。（交通量はやや満足）

■考察

9,386台

1.34m

1.25m

3.25m

国
道
情
報

量
最大

路
肩
幅
員

平均

最小

最大

0

1

2

3

4
走行中の景観がよいこと

車の交通量が

多くないこと

道路幅員が

十分に広いこと

アップダウン

が少ないこと

（または多いこと）

案内表示が多いこと

自転車専用道路や

自転車レーンなどがある

こと

立寄施設の

立地間隔が短いこと

重視度 満足度

豊似防災ステーション。
トイレあります。

立

③縦断図

⑧考察

⑥国道情報

⑦ルート選択傾向
・満足度

・「ル ト情報入手」や「地域の観光
情報」、「軽食等の購入」は国内客が
重視する傾向
・「Wi-Fi」や「自転車のメンテナンス」
は国外客が重視する傾向



調
査

②自転車利用環境創出に関する検討

【北海道版ガイドライン案の検討】査
・
検
討

【北海道版ガイドライン案の検討】
①有識者懇談会の補足（都市部）：「安全で快適な自転車利用環境創出の促進に関する検討委

員会」の動向を考慮。
②積雪寒冷地における独自の対応（都市部）：積雪寒冷地における課題を踏まえた整備を考慮

（車道混在を適用、ランブルストリップス導入等）。
③北海道特有のサイクリング走行環境への対応（郊外部）：本省ガイドラインにあまりふれら

れていない、郊外部のサイクリング走行環境についての指針が必要な状況。

【利用者のレベルに応じたル トの分類と整備水準のイメ ジ】 【北海道版ガイドライン案（走行討
の
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都市内ルート

幹線ルート

補助幹線ルート
大規模自転車道

【利用者のレベルに応じたルートの分類と整備水準のイメージ】 【北海道版ガイドライン案（走行
環境編）：都市内交差点におけ
る整備事例】
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上級者の利用を想定した
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初・中級者の利用が想定される場合は
郊外型の簡易な路面表示や案内標識による整備
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幹線ルート

万人に向けた
都市型の整備
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代替路がある
幹線ルート

観光地の自転車
ネットワークルート

広域の自転車
ネットワークルート

「通行位置を示す路面表示」や「標識の設置」
を行うことが求められる区間

【北海道版ガイドライン案（計画編）：
広域サイクルネットワークイメージ】

【ランブルストリップス＋停止線の前出し
による左折巻込み防止対策】

ランブルストリップス：舗装路面を削り、

凹型を連続した車両への注意喚起対策

【北海道版ガイドライン案（走行環境編）：北海道における郊
外の自転車走行空間整備事例】外の自転車走行空間整備事例】
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【受け入れ環境に関する事例】

休憩施設のサイクルラック

空港におけるサイクル・ハブ

サイクルマップ（宿泊施設掲載）

今＜目標＞今
後
の
課

世界でも有数の資源（景観、食、快適、安全）を有する北海道において、世界水準
のサイクリング環境の構築を目指し、サイクルツーリズムを推進するための体制を
構築し、利用実態調査や既存ルートの評価を行い、国内外のサイクルツーリストへ
情報発信・誘致を行う。
＜ターゲット＞
インバウンド観光客、ロングライドのサイクリスト

課
題

観光 、
＜取り組み（案）＞
（１）サイクルツーリズム推進に向けた検討体制の構築
（２）利用実態把握調査の実施
（３）既存サイクルルートの評価と情報発信の検討


