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「公共施設見学ツアー」の取組について
－旅行会社との連携による新たな旅行形態の創出を目指して－
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北海道開発局では、地域の経済や産業活動、国民生活を支えている社会資本の整備や維持管

理を行う一方、その役割や必要性について、より多くの方々に理解を深めていただけるよう、

様々な取組を行っているところです。こうした取組をより一層推進するとともに、社会資本の

見学を取り入れた「旅行」を通して地域の活性化に貢献していくこと等を目的として、平成

２５年度から、旅行会社との連携の下、本格的に「公共施設見学ツアー」に取り組んでいます。

本稿では、「公共施設見学ツアー」の取組を開始した経緯やこれまでの取組の成果等を整理す

るとともに、今後の取組の方向性等について考察を行います。

１ はじめに

北海道開発局では、河川やダム、道路、港湾・漁

港、農業施設など、多種多様な社会資本の整備・維

持管理を行っています。

これらの社会資本は、道内各地域の経済や産業活

動を支え、国民・道民の生活に必要不可欠なものと

なっています。

北海道開発局では、従来から、「現場見学会」や

「出前講座」など、一般の方々に社会資本の役割や

必要性について理解を深めていただくための取組を

行ってきているところです。

より多くの方に現場や施設に足を運んでいただく

ためにはどうしたら良いか。

近年、大人の社会見学として、工場や歴史的建造

物、産業遺産などの見学を組み入れた観光ツアーも

多く見られますが、同様に、社会資本の見学を旅行

会社が企画するツアーに組み込んでもらうことはで

きないだろうか。そして、多くの方々が参加するツ

アーを実施することにより、地域の活性化に貢献し

ていくことはできないだろうか。「公共施設見学ツ

アー」の取組は、このような発想からスタートしま

した。

２ 「公共施設見学ツアー」取組の経緯

まず、「公共施設見学ツアー」のスタートからこ

れまでの経緯を概観します（図－１）。

平成２４年度、公共施設の見学を取り入れた観光

コースの可能性やその仕組み等について検討するた

め、「公共施設見学と観光との連携を図るための研

究会」（以下「研究会」といいます。）を設置すると

ともに、モニターツアーを実施しました。

平成２５年度、研究会における議論やモニターツ

アーの実施結果を踏まえ、「公共施設見学ツアー」

の枠組を構築し、取組を本格的にスタートさせまし

た。全国的にも初めての取組であり、旅行会社、北

海道開発局ともに手探りの状態で取り組む中、様々

な課題も生じました。

平成２６年度には、平成２５年度の実施結果や旅

行会社からいただいたご意見やご要望等を踏まえつ

つ、平成２５年度の枠組について大幅な見直し・改

善を行いました。

次章以降、各年度の取組と取組を通して改善した

点等についてご紹介します。

平成24年度

◆研究会の設置・運営

◆モニターツアーの実施

研究会における議論やモニターツアーの

結果を踏まえ「公共施設見学ツアー」の

枠組を構築

平成25年度

◆「公共施設見学ツアー」取組の本格実施

平成25年度の実施結果や旅行会社の要望

を踏まえ「公共施設見学ツアー」の枠組

を大幅に見直し・改善

平成26年度

◆「公共施設見学ツアー」取組の拡大・充実

図－１ 「公共施設見学ツアー」取組の経緯
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３ 平成２４年度の取組～「公共施設見学ツアー」

の実施に向けて

(1) 研究会の設置と第１回研究会

平成２４年度、北海道内の旅行会社を含む関係機

関にも参画をいただき、研究会を立ち上げました（研

究会参加機関は表－１のとおり。）。

研究会では、多数の観光ツアーを企画し、観光に

関するノウハウや集客力を有する旅行会社と多数の

公共施設を所管し、各施設について専門的な知識を

有する北海道開発局との連携により、観光ツアーに

公共施設の見学を取り入れた新たな旅行形態（＝公

共施設見学ツアー）を創出し、旅行会社、国民、そ

して北海道開発局それぞれにとってウィンウィンの

関係を構築することを 終的に目指すところとして

表－１ 研究会参加機関（組織名五十音順）

旭川ふるさと旅行 株式会社

株式会社 シィービーツアーズ

株式会社 北洋銀行

北海道運輸局

北海道開発局

社団法人 北海道観光振興機構

北海道グラウンドサービス 株式会社

株式会社 リクルート北海道じゃらん

※組織名は当時のもの

議論をしていくこととしました（図－２）。

平成２４年８月８日には、第１回目の研究会を開

催し、公共施設見学を取り入れた観光コースの可能

性、公共施設見学を観光コースに取り入れてもらう

ための仕組み等について議論を行うとともに、これ

らについて検証を行うため、実際に旅行会社を公募

しモニターツアーを実施することとしました。

(2) モニターツアーの実施

平成２４年８月１６日、第１回の研究会における

議論を経て、モニターツアーとして、公共施設の見

学を取り入れた観光ツアーを企画・催行する旅行会

社の募集を開始しました（募集期間：平成２４年８

月１６日～８月３０日）。

募集期間内に１５の旅行会社から応募があり、こ

のうち６社から具体的な企画相談がありました。

終的には、２社が、公共施設の見学を取り入れた観

ぞれ参加者の募集が行われました。

a)モニターツアー第１弾

平成２４年１１月６日、モニターツアー第１弾と

して、「東日本 大の吊り橋技術にふれる！ 白鳥

：トラベルガイド北海ツーリスト）（図－３）。

ツアーは、胆振管内発着の日帰りツアーで、地獄

谷（登別市）や地球岬（室蘭市）などの観光地の見

学と併せて白鳥大橋の見学が組み込まれました。

図－２ 旅行業者と北海道開発局との連携イメージ

主な効果

観光振興のための様々なノウハウを持って
いる。 【観光ノウハウ】

多様な観光ニーズに対して様々な旅行商品
を提供している。 【商品企画力】

観光情報の様々なＰＲ手段を持っている。
【集客力】

多くの公共施設を所管。 【場の提供】
・一般には公開していない公共施設
・通常では入れない場所 など

公共施設に関わる専門的な知識を持ってい
る。 【専門性・技術力】

連携

観光コースに公共施設見学が入っているも
のが少ない。

旅行業者

一般市民向けの公共施設見学を企画・実施。

より多くの国民に公共施設の役割や必要性
を広報する必要はあるものの、予算的制約
から現在以上の取組は困難な状況。

北海道開発局

現状

公共施設見学を観光コースに取り入れた新たな旅行形態の創出

公共施設見学を組み込みことに
よって観光コースの多様性が広
がる。

公共施設見学が観光コースに組
み込まれることによって、より多く
の国民に公共施設の役割や必
要性についてご理解頂く機会が
広がる。

普段見られない場所等の体験が
できる。

楽しみながら、国民生活や経済
産業を支えている公共施設の役
割についての理解が進む。

北海道開発局旅行業者 国民
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当日は、道の駅「みたら室蘭」において、白鳥大

橋の架橋技術等について説明した後、白鳥大橋の主

塔に移動し、主塔を見学していただく予定でしたが、

あいにくの悪天候のため、主塔に登ることはできず、

アンカレイジの見学に振り替えられました。

そのような状況にもかかわらず、当局職員の説明

に対し、参加者の皆さんから活発な質問があったほ

か、「普段は入れない場所に入ることができて良か

った。」、「技術的な工夫が分かって勉強になった。」

などの声をいただくことができました。

図－３ モニターツアー第１弾の様子

（左：道の駅「みたら室蘭」。右：白鳥大橋アンカレイジ）

b)モニターツアー第２弾

モニターツアー第２弾「白鳥大橋主塔見学と工場

夜景＆室蘭Ｂ級グルメ」（企画・催行：株式会社シ

ィービーツアーズ）は、平成２４年１１月２８日に

実施される予定でしたが、当日はあいにくの悪天候

により、ツアー自体が中止となりました。

しかし、ツアー参加者は募集枠一杯まで集まって

おり、モニターツアーの実施を通して、公共施設の

見学が観光ツアーのメニューになり得ること、さら

には、「公共施設見学ツアー」に一定のニーズがあ

ること等が明らかとなりました。

(3) 平成２５年度「公共施設見学ツアー」の実施に

向けて

平成２５年１月２８日、２回目の研究会を開催し

ました。平成２５年度からの「公共施設見学ツアー」

の本格実施に向け、モニターツアーの実施結果等も

踏まえつつ、その枠組を構築するための議論を行い

ました。

その結果、平成２５年度においては、おおむね以

下の枠組で「公共施設見学ツアー」に取り組んでい

くこととしました（表－２）。

表－２ 平成25年度「公共施設見学ツアー」の枠組

○ ツアーの受入期間は、５月から１０月まで

とする。

○ ツアーの受入回数は、各施設１か月につき

１回とする。

○ ツアーの受入は、平日とする。

○ 見学施設は、１回のツアーにつき１か所と

する。

○ ツアーの企画に必要な情報（受入定員、見

学所要時間等）は、北海道開発局が提供する。

○ ツアーを企画する旅行会社は抽選で決定す

る（希望施設が重複した場合のみ抽選）。

４ 平成２５年度の取組～「公共施設見学ツアー」

の本格的な実施

(1) 旅行会社の募集

平成２５年２月１日、４１施設について１８３枠

の見学枠を設定し、平成２５年度「公共施設見学ツ

アー」を企画・催行する旅行会社の募集を開始しま

した（募集期間：平成２５年２月１日～２月２１日）。

募集期間内に旅行会社２社から応募がありまし

た。募集期間終了後も、随時旅行会社からの申込み

を受け付け、 終的には、旅行会社５社が、１０施

設・２７枠について「公共施設見学ツアー」を企画

・催行することとなりました。

(2) ツアーの実施

平成２５年５月３１日、平成２５年度「公共施設

見学ツアー」第１弾として、札幌ドームにおける野

球観戦と金山ダムの見学などをセットした１泊２日

のツアーが催行されました。

これ以降、１０月まで、各旅行会社が順次ツアー

を企画し参加者の募集が行われ、企画された１０施

設・２７枠のうち、６施設・８枠について実際にツ

アーが実施されました（図－４）。（平成２５年度の

ツアー実施状況は表－３のとおり。）

表－３ 平成25年度ツアー実施状況

ツアー実施日 見学施設 参加人数

5月31日 金山ダム ７

7月17日 夕張シューパロダム ３８

7月30日 白鳥大橋 ８

8月 2日 桂沢ダム ２５

8月 2日 滝里ダム １８

8月29日 金山ダム ２８

9月30日 豊平峡ダム １６

10月 7日 桂沢ダム ３０

１７０
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(3) 見えてきた課題

平成２５年度における「公共施設見学ツアー」の

実施結果は、(2)で述べたとおりですが、旅行会社

が企画した２７枠のツアーのうち、参加者が集まり

実際にツアーが行われたのは８枠と催行率は３割程

度に止まりました。

また、実際にツアーが行われたのは、道央圏の施

設に限られ、さらに８枠中７枠をダムが占めるなど、

地域や見学施設に偏りが生じました。

「公共施設見学ツアー」に本格的に取り組んだ結

果、改めて様々な課題が明らかとなりました。

旅行会社が道央圏、特に札幌市に集中している現

状に鑑みると、やむを得ない面もありますが、北海

道開発局の取組としてより充実させていくととも

に、公共施設に関する理解の促進を図るという取組

の本来の趣旨・目的を踏まえれば、やはり、道内の

各地域で、各事業の施設を満遍なく見学していただ

くことが必要です。

これらの課題の解決に向け、平成２５年度のツア

ー終了後、主にツアーを企画・催行していただいた

旅行会社を対象として、ヒアリングを行いました。

(4) 平成２６年度「公共施設見学ツアー」の実施に

向けて

ヒアリングでは、「公共施設見学ツアー」の取組

をさらに充実させていくために有益なご意見やご要

望を伺うことができ、ツアーの枠組に、更なる改善

や工夫が必要なことが分かりました。

（表－４）に旅行会社から示された主な課題（意

見・要望）とそれらに対する当局の対応（改善点）

の概略を示します。

平成２６年度においては、ヒアリングの結果等に

基づき、平成２５年度の枠組に大幅な改善を加えて、

「公共施設見学ツアー」の取組の拡大・充実を図る

こととしました。

なお、旅行会社の要望等の背景や改善点の詳細に

ついては次章において述べることとします。

５ 平成２６年度の取組～「公共施設見学ツアー」

取組の拡大

(1) 平成２５年度からの改善点

a)土日・祝日におけるツアーの受入

土日や祝日にツアーを受け入れてほしいという要

望は、平成２４年度において実施した研究会でも出

されていました。土日や祝日のツアーの方が集客も

しやすく催行率も高くなるため、多くの旅行会社か

らこのようなご要望をいただきました。

この要望を受け、現地（事務所等）から受入の希

望があった施設を中心に、可能な範囲で土日や祝日

においてもツアーを受け入れることとしました。

b)１施設当たりの受入人数の拡大

一般にバスツアーで使用する大型観光バスは乗車

定員が４０人程度であることを背景として、このよ

うな要望をいただきました。

この要望を受け、ツアー参加者の安全管理につい

ても考慮しつつ、可能な範囲で各施設の受入人数を

増やすこととしました。

c)１か月当たりの受入回数の拡大

平成２５年度は、１か月の受入回数を各施設１回

としましたが、費用対効果の観点から、１か月に複

数回のツアーを実施できるようにしてもらいたいと

いう要望もいただきました。

この要望については、可能な範囲で１か月当たり

の受入回数を増やすこととしました。

d)複数施設の見学

平成２５年度は、１回のツアーで見学できる施設

を１か所のみとしましたが、複数の施設を組み込み

たいとのご要望もいただきました。

この要望に対しては、１回のツアーで複数の施設

を組み込むことを可能とするとともに、その日程調

整等については、北海道開発局において行うことと

しました。

図－４ 平成25年度「公共施設見学ツアー」の様子

（左：夕張シューパロダム。右：白鳥大橋（主塔））
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表－４ 平成26年度「公共施設見学ツアー」の実施に向けた課題（意見・要望）と当局の対応（改善点）

主な課題（意見・要望） 当局の対応（改善点）

○ 比較的集客が容易な土日や祝日にツアーを企画で ○ 可能な範囲で土日・祝日においてもツアーを受け

きるようにしてもらいたい。 入れる。

○ １施設、１回当たりの受入人数を増やしてもらい ○ 可能な範囲で受入人数を拡大する。

たい。

○ １か月当たりのツアー受入回数を複数回にしても ○ 可能な範囲で複数回のツアーを受け入れる。

らいたい。

○ １回のツアーで、複数の施設を見学できるように ○ １回のツアーで複数の施設の見学を組み込むこと

してもらいたい。 も可能とする。また、個別ツアーとは別に「パッケ

ージツアー」を企画する旅行会社を募集する。

また、旅行会社からの提案に基づくツアーについ

ても可能な範囲で対応する。

○ 個別の旅行会社のＰＲだけでは、ツアー参加者の ○ 開発局のホームページに、「公共施設見学ツアー」

集客に限界がある。 参加希望者向けの専用ページを設け、各旅行会社の

募集ページにリンクを設定する。

また、施設ごとの個別ツアーのほかに、複数の施

設や工事現場をあらかじめパッケージした「パッケ

ージツアー」を用意し、企画する旅行会社を募集す

ることとしました。

e)ツアー参加者の集客支援

旅行会社のＰＲ・営業活動だけでは、ツアー参加

者が集まらないというご意見もいただきました。

この意見については、「公共施設見学ツアー」の

ホームページを大幅に刷新するとともに、ツアー参

加希望者向けの専用ページを設け、各旅行会社のツ

アー募集のページにリンクを設定するなどの対応を

行いました。

(2) 旅行会社の募集

平成２６年度「公共施設見学ツアー」は、現地（事

務所等）からの要望等を受け、４月から１１月まで

の８か月間において実施することとしました。

平成２５年１２月１９日、４５施設について合計

４２３枠の受入可能枠を設定し、平成２６年度「公

共施設見学ツアー」を企画・催行する旅行会社の募

集を開始しました（募集期間：平成２５年１２月１９

日～平成２６年１月１０日）。

１月当たりの見学可能枠を増やした結果、受入枠

は、平成２５年度の１８３枠から大幅に増加しました。

募集期間内に旅行会社８社から応募があり、 終

的に、１９施設・４９枠について「公共施設見学ツ

アー」を企画・催行することとなりました。

(3)ツアーの実施

平成２６年４月５日、平成２６年度「公共施設見

学ツアー」第１弾として、一般国道３３４号 知床

横断道路（斜里町）において、雪壁や除雪作業を見

学するツアーが実施されました。

これ以降、１０月まで、各旅行会社が順次ツアー

を企画し参加者の募集が行われました（図－５）。

結果、企画された１９施設・４９枠のうち、１３施

設・１９枠について実際にツアーが実施されました。

ダム以外にも、砂防施設や港湾、農業施設におい

てもツアーが催行されたほか、道北や道東における

ツアーも催行されるなど、少しずつですが、取組の

拡大が見られました。

さらに、ツアーが行われた１３施設・１９枠のほ

かにも旅行会社からの企画提案に基づくツアーが行

われました（平成２６年度のツアー実施状況は表－

５のとおり。）。

なお、当局が用意した「パッケージツアー」につ

いては応募がありませんでしたが、旅行会社の要望

により複数の施設を組み合わせたツアーが企画さ

れ、実際に催行された例もありました。

図－５ ツアーパンフレットの例
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表－５ 平成26年度ツアー実施状況

ツアー実施日 見学施設 参加人数

4月 5日 一般国道334号知床横断道 ５７

路（斜里町）

6月12日 小樽港 １３

6月24日 豊平峡ダム １５

6月24日 釧路湿原旧川復元茅沼地区 ４５

6月25日 石狩川頭首工 ３１

桂沢ダム ３１

7月 7日 夕張シューパロダム ２３

7月17日 十勝岳火山砂防情報センタ ４１

ーと青い池

7月25日 白鳥大橋 ２３

7月26日 石狩川頭首工関連施設群 (３１)

9月11日 白鳥大橋 ２２

9月17日 大雪ダム ２３

9月29日 鹿ノ子ダム １９

9月30日 釧路港 １９

10月14日 夕張シューパロダム ３０

10月15日 豊平峡ダム １６

10月15日 忠別ダム ３２

10月17日 十勝岳火山砂防情報センタ １４

ーと青い池

10月17日 忠別ダム ３７

10月23日 忠別ダム ３０

５２１

(３１)

※ ( )書きは、旅行会社からの企画提案によるもの

で外数

６ 終わりに～平成２７年度の取組に向けて

平成２６年度における「公共施設見学ツアー」の

実施結果は、５(3)で述べたとおりですが、旅行会

社が企画した４９枠のツアーのうち、参加者が集ま

り実際にツアーが行われたのは１９枠で催行率は約

４割となり、平成２５年度に比べ１割程度向上しま

した。

また、ツアーの実施数や参加者数も着実に増えて

いるほか（図－６及び図－７）、一般の方からもお

問い合わせをいただくなど、５(1)で述べた改善の

成果が見えるものとなりました。

平成２６年度においても、全ツアー終了後、旅行

会社を対象としたヒアリングを行いましたが、やは

り、土日や祝日の受入枠の拡大を求める声が多くあ

りました。

これを受け、平成２７年度においては、各事務所

等のご協力をいただき、土日や祝日の受入枠を増や

すこととしました。しかしながら、この取組が、現

地の職員の協力の下に成り立っていること、そして、

各職員が、本来業務をこなしながら、現地での説明

や案内に当たっていることなどを踏まえれば、現地

（事務所等）職員の負担感と公共施設に関する理解

促進というこの取組の趣旨・目的とのバランスを保

っていくことが、今後の大きな課題と言えます。

北海道開発局（開発調整課）では、今年度、「公

共施設見学ツアー」や「現場見学会」などに参加し

ていただかなくても、個人で公共施設に気軽に立ち

寄っていただけるよう、「公共施設インフラ写真」

を作成しました。

「公共施設見学ツアー」とは、手段やターゲット

は異なりますが、どちらも公共施設や公共事業に関

する理解を深めていただくための取組です。

引き続き、旅行会社とも連携しながら、「公共施

設見学ツアー」の取組の充実を図るとともに、より

多くの方に公共施設に関する理解を深めていただく

ための様々な方策について各事業部門・現場とも連

携しながら、検討していきたいと考えています。

謝辞：「公共施設見学ツアー」を企画・催行してい

ただいている旅行会社の皆さまに、また、取組に

当たり、多大なご協力をいただいている各事業部

門の皆さま、現地での説明・案内に当たられてい

る各開発建設部・各事務所等の皆さまに、この場

を借りて厚くお礼申し上げます。
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図－６ ツアー催行数の推移 図－７ ツアー参加者数の推移


