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ニセコ羊蹄地域は、近年、国内外から多くのサイクリストが訪れ、冬期のスキー観光だけでなく、サイ
クリングエリアとして、自然資源や道路空間を活用した観光に取り組む通年型観光地を目指している。こ
のため、小樽開発建設部では、自転車走行環境向上に向けた検討を進めており、本稿では、サイクルツー
リズムの促進に向け、ニセコ羊蹄地域におけるサイクルネットワークの形成を支援する取り組みについて
報告する。
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1. はじめに

2. ニセコ羊蹄地域の状況

近年、サイクルツーリズム（自転車による体験型観
光）は、地域活性化のツールとして注目されている。
サイクルツーリズムは、徒歩よりも広い範囲を容易に
移動できるほか、観光客自らがサイクリングルートを
選定でき、観光スポットを訪れるだけではなく、移動
中の景色を楽しんだり、魅力的なスポットへ気軽に立
寄ることが可能であり、地域を深く知ることができる
ことから、地域のファンを増やすことにつながるツー
ルの一つとなっている。
北海道においては、豊かな自然資源や夏の涼しい気
候など、自転車観光を楽しむには最適な環境が整って
おり、道内各地でサイクルツーリズムの振興に向けた
取り組みが展開されている。スキーリゾートとして知
られるニセコ羊蹄地域においても、夏場観光の弱さを
克服した通年型観光地を目指し、自然資源と道路空間
を活用したサイクリングエリアとしての戦略づくりを
進めているところである。
しかしながら、サイクルツーリズムは、地域をまた
がる移動や国道、道道等の異なる道路を移動するため、
走行可能空間の不統一性や休憩スポットの不足等の面
で、当該地域の受入態勢はまだまだ不十分であり、関
係機関・民間事業者等との連携のもと、問題解決に向
けた取り組みを進めていくことが重要である。
本稿では、サイクルツーリズムの促進に向け、ニセ
コ羊蹄地域におけるサイクルネットワークの形成を支
援する取り組みについて報告する。

(1) ニセコ羊蹄地域の観光特性
羊蹄山を中心とした 5 町 2 村（倶知安町、ニセコ町、
蘭越町、京極町、喜茂別町、留寿都村、真狩村）で構
成されるニセコ羊蹄地域は、60 年代のスキー場整備や
80 年代のペンションブームを経て、スキーを中心とし
た冬期の観光地として地位を確立している。特に、恵
まれた自然資源を有していることから、オーストラリ
アをはじめとする外国人に注目され、国際観光エリア
として発展してきている。ニセコ羊蹄地域における観
光の強みは、パウダースノーに代表される自然資源が
豊富なほか、新千歳空港や札幌から近く、アクセスが
比較的良いことなどが挙げられ、インバウンド観光は、
過去５年間で大きく伸びてきている状況である（図1）。
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出典：観光客入込調査（北海道）

図-1 ニセコ羊蹄地域外国人宿泊客数の推移

一方、夏場観光においては、ラフティングやカヤッ
クなど多種多様なアクティビティ体験が提供されてい
るが、依然、通年集客が低い状況である（図-2）。
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出典：観光客入込調査（北海道）

図-2 ニセコ羊蹄地域の月別外国人宿泊客数

しかし、近年、国内はもとより、避暑を求め、台湾
やシンガポール、タイ等のアジア圏から自転車観光ツ
アー客も増加してきている。国際大会の「アイアンマ
ン・ジャパン北海道」をはじめ、「ニセコ HANAZONO ヒ
ルクライム」「ネイチャーライドニセコ」などの既存
のサイクルイベントや「ニセコクラシック」といった
新たなサイクルイベントが羊蹄山を中心として雄大な
景観を有する国道・道道を中心に開催され、国内外か
ら多くの参加者が当該地域に来訪している（図-3、図4、写真-1）。
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写真-1 アイアンマン・ジャパン北海道(2014 年)

(2) 観光圏の形成
観光庁では、「観光圏の整備による観光旅客の来訪
及び滞在の促進に関する法律」に基づき、各種法律の
特例等により、自然、歴史、文化等において密接な関
係のある観光地を一体として滞在交流型観光に対応可
能な「観光圏」の形成を支援し、国際競争力の高い魅
力ある観光地域づくりを推進。平成 26 年 7 月には、
「ニセコ観光圏」（蘭越町、ニセコ町、倶知安町）が
認定され、国際リゾートに向けた各種取組を行ってい
る。主たる滞在促進地区を起点とした滞在プログラム
の取り組みとして、①景観も味わう食体験プログラム、
②温泉めぐりで健康増進プログラム、③スポーツツー
リズムの推進、④MICE 誘致の推進の 4 つが挙げられて
いる。特に、スポーツツーリズムについては、スキー
を中心としたホワイトシーズンでの取り組み以外でも、
ラフティングやフィッシング、サイクリングといった
グリーンシーズンにおけるアウトドア体験の充実に向
けた取り組みが求められている。

図-3 ニセコ HANAZONO ヒルクライム参加者数の推移

3. 取り組みの概要

【ニセコHANAZONOヒルクライム】

【ネイチャーライドニセコ】

図-4 ニセコ羊蹄地域におけるサイクルイベント開催状況
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「ニセコ羊蹄地域」におけるサイクルツーリズムの
振興に向けては、サイクリストのニーズの把握に加え
て、町村を超えた広域的な取り組みの推進が必要不可
欠である。そのため、現状や課題を把握するための足
クリストへのアンケート調査等に加え、地域の課題や
サイクルツーリズムの振興における現場の課題、また
自由な発想でのアイデアを掘り起こし、今後のサイク
ルツーリズムの方向性について検討する場として、道
路管理者や自治体、関係機関等の多様な主体で構成す
る「羊蹄山麓地域における自転車走行環境向上に向け
たワークショップ」を平成 24 年度より継続的に開催し
てきている。
特に、国際観光エリアとしての地域性を踏まえ、民
間・行政の両面から外国人の参加を積極的に受け入れ
ることで、日本人とは異なる視点から、地域に有益な
新たな発見があるなど、当該地域におけるサイクルツ
ーリズムについて検討する上で大きな成果があった
（図-5）。

写真-3 自転車追越時の状況 写真-4 雑草繁茂による自転車
走行空間の制限

図-5 ワークショップの枠組み

また、ワークショップにおける意見等から、安全性、
走行性に大きな影響を与える「路面凸凹」の改善に対
するニーズが最も高い結果となっている。その要因と
して、路面クラックや砂利などの維持管理上の課題や
雨水桝の段差等が自転車走行の障害となっている（写
真-5、写真-6、写真-7）。

以下に、これまでの各種調査で明らかとなった課題
及び課題解決に向けた取り組みを整理している。
(1) 自転車走行空間の安全性確保
国道や道道を利用したイベントのニーズが高まって
いるなど、羊蹄山を周遊するルートに対する自転車利
用のニーズは高いが、自転車走行空間がネットワーク
として不十分であったり、路肩の幅員等の連続性が欠
けている箇所が存在している（写真-2）。

写真-5 自転車走行空間における路面クラック

写真-6 砂利の存在

写真-7 雨水桝による段差

写真-2 不連続な自転車走行空間

サイクリストへのアンケート調査等の結果から、羊
蹄山一周ルートを構成する国道や道道において、幅員
が狭いと感じている区間が存在している。また、現道
診断図等からも、自転車走行が困難となる幅員 1.5m 未
満の路肩が両方向で存在する区間や歩道での走行が難
しい歩道幅員 2.0m 未満の区間も存在していることが分
かる。特に、国道 5 号では、自動車交通量が多いと感
じている区間において幅員の課題が指摘されており、
自動車が自転車を追い越す際の走行性、安全性の問題
が懸念されている（写真-3）。また、自転車利用の多
い区間において、沿道の雑草繁茂が自転車走行空間を
さらに狭めている箇所が存在していることも課題であ
る（写真-4）。
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これらの課題を踏まえ、ワークショップでの議論等
を基に、自転車走行への影響が考えられる雑草繁茂や
路面クラック、砂利、雨水枡の状況を整理している。
また、雑草除去等により、自転車走行空間の確保が可
能となる区間・地点の存在を確認しており、今後、役
割分担を明確にした上で、草刈り等に連携して取り組
んでいく。
(2) 休憩施設の整備
休憩施設に関するサイクリストのニーズについては、
飲食サービス等の機能に加え、適切な休憩施設の配
置・場所に対するニーズが高く、これは休憩施設間の
距離が長い区間が存在しているほか、サイクリスト向
けの案内板（英語表記）や情報提供が不十分なことが
要因となっている。
また、休憩施設等に対する整備ニーズでは、地域内
でのサイクリングの拠点となる駐車可能な空間確保の

転車利用を行うためには、適切な情報が必要となるが、
情報提供に関しての評価は全体的に低く、特に経路情
報や周辺案内情報に関する情報提供の重要性が高い結
果となっている（図-8）。

ニーズが高いほか、自転車スタンドの設置に対するニ
ーズも高い（図-6）。
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図-8 情報提供の重要性

【 一般： N= 92、 関係者： N＝12】 ※無回答を 除く 。

図-6 休憩施設等に関する整備ニーズ

これらの結果を踏まえ、道の駅やコンビニのほか、
ビューポイントパーキングや文化施設等、サイクリス
トが休憩ポイントとして利活用可能な地点について調
査を行い、駐輪施設やトイレ、給水等、各地点におけ
るサービス機能を把握している。これらのポイントに
ついて、サイクルラックやベンチの配置等、休憩ポイ
ントとしての機能向上を検討したほか、ビューポイン
トパーキングでは景観に配慮したサイクルラックを整
備し、休憩ポイントとして活用することで、サイクリ
ストが利用しやすい休憩施設の配置となるよう検討し
ている（図-7）。

ビューポイントパーキング（国道5号）

そこで、当該地域を訪れるサイクリストが最適な経
路を選択できるよう、走行空間や休憩施設等に関する
調査・分析結果及びワークショップにおける意見等を
基に、「（仮称）走りやすさマップ」を作成している
（図-9）。（仮称）走りやすさマップには、狭小幅員
や急勾配による走行注意箇所・区間や景観ポイント、
休憩ポイントの情報が記載されている。今後、地域で
作成している既往のサイクルマップの更新時にマップ
の情報を提供し、地域へ発信していくことで地域関係
者と調整を図っていく。

休憩ポイント・イメージ（しまなみ海道）

図-9 （仮称）走りやすさマップ

図-7 休憩ポイントの配置検討

(3) 情報提供の充実
サイクリスト、特に、初めて訪れたサイクリストや
レンタルサイクルを利用する観光客が自由度の高い自
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また、おすすめルートの情報提供や経路情報の記録
を行う機能を備えた携帯端末用の情報共有システム
「ニセコサイクルナビ（試行版）」を構築している
（写真-8）。今後は、道路情報や観光情報、施設情報
等の提供、充実に向け、情報提供の体制や提供する情
報について検討を行い、サイクリストと管理者間、サ
イクリスト間における情報の提供、共有を進めていく。

写真-8 情報共有サイト

今後の内容充実に向けたアンケート調査結果では、
入手したい情報として、「休憩スポット」が全体の 6
割と最も多く、次いで「お薦めコース・モデルプラ
ン」、「走行する上での注意箇所」となっており、こ
れらの調査結果を踏まえたコンテンツの充実を図って
いく（図-10）。
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図-11 羊蹄山麓地域自転車走行環境向上ガイドライン（案）

4. おわりに
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図-10 ニセコサイクルナビ経由で入手したい情報

(4) ガイドラインの策定
当該地域におけるサイクルネットワークの形成に向
けては、関連する道路管理者及び各自治体等が、同じ
目標、方針に従い、共通認識を持った上で、関連する
取り組みを進めていくことが重要となる。そのため、
ワークショップ等により「羊蹄山麓地域自転車走行環
境向上ガイドライン（案）」を策定し、自転車走行環
境の向上メニューのアクションプランを検討してきた
（図-11）。今後、現在議論している内容についても逐
次反映していき、より広域的かつ詳細な内容となるよ
う更新していく。
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道路の維持管理に必要な予算の確保が難しいなか、
サイクルツーリズム関連の取り組みの計画的な“選択
と集中”や地域住民や自治体との連携・協働といった
体制づくりが重要となってくる。特に、エンドユーザ
ーであるサイクリストが、当該地域で安心、安全、快
適に自転車を利用できる環境整備に向けては、今後も
ワークショップ等を継続的に開催し、地域連携による
取り組みと地域関係者の役割分担を明確にして進めて
いくことが重要となる。
また、ニセコ羊蹄地域のサイクルネットワークを形
成していく上で、複数の自治体を含む広域エリアが対
象となるほか、国道や道道など道路の管理者も異なっ
ており、関連する取り組みを地域全体で共有し、各組
織が有機的な対策の立案・実行を行うナレッジマネジ
メントの実践が必要である。
具体的には、草刈りや花植を観光メニューとし、道
路利用者や観光事業者の参画など協働による新たな維
持管理体制の検討のほか、休憩ポイントの設定と周知、
サイクルラックや整備器具の配置と管理、数の充実等
の質的向上、外国人観光客向けに英語表記を入れた案
内標識等の整備を図っていく。

