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除雪ＳＴを活用したサイクル拠点の有効性検証
―サイクルツーリズム推進に向けた現地実証実験―
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国内外の自転車愛好家から人気が高い羊蹄ニセコ地域において、非降雪期に利用されていな
い除雪ステーションを有効活用し、更なるサイクルツーリズムの推進を図るため、令和元年度
ニセコ除雪ステーションをサイクル拠点として活用する実証実験を実施した。本稿では実証実
験の結果を踏まえ、その有効性について報告するものである。
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1. はじめに
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羊蹄ニセコ地域は、世界有数のスキーリゾートが集積
する羊蹄山麓エリアにあり、近年国内外からの観光客が
急増している。しかしながら、観光客の多くは積雪期に
訪れるのが現状（図-1）であり1)、地域は夏期の観光推
進に取り組んでいる。
当該地域では夏期の観光推進に向け、2019年で6回目
を迎えるニセコクラシックレース（1,300名のアマチュ
ア選手が参加する、UCI（国際自転車競技連合）傘下の
国際市民レース）や、今年10周年を迎えるニセコ
HANAZONOヒルクライムなど、サイクリングを活用した地
域振興に取り組んでおり、国内外からも自転車の愛好家
が訪れる人気のエリアとなっている。
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図-1 H30年度 羊蹄ニセコ地域の季節別入込客数

2. 実験地域で発生している課題
羊蹄ニセコ地域におけるサイクリングでは、各ルート
が交差し、サイクリストの発着拠点となっている道の駅
ニセコビュープラザが主に利用されている（図-2）。し
かしながら、道の駅の駐車場が既に飽和状態（写真-1）
にあることから、更なる地域観光振興に向けてサイクル
ツーリズムの受入環境整備が求められている。
一方、豪雪地域である北海道においては、当該地域に
限らず冬期間道路の除雪が必要であることから、除雪ス
テーション（除雪車等の駐車・待機場所）が整備されて
いる。その性質上、除雪ステーションは夏場稼働は無い
ものの、近隣田畑等への配慮から、草刈りや清掃等、夏
場の維持管理も必要となっている。

道の駅

図-2 道の駅ニセコビュープラザとサイクルルートの位置

写真-1 道の駅駐車場の混雑状況
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3. 実証実験の概要
(1) 実施概要・実施条件
前述した羊蹄ニセコ地域における更なるサイクルツー
リズムの推進に向けて、降雪期に道路管理者や除雪作業
員が使用する除雪ステーションを夏期のサイクル拠点と
して活用する取り組みを行った。図-3にそのイメージ図
を示す。道の駅ニセコビュープラザから約300m先にある
除雪ステーションを、表-1に示す通りサイクル拠点とし
て解放、駐車場のほか、サイクリストの発着拠点として
必要なサービス（道路・観光情報の提供、自転車用品・
飲食の販売、休憩・着替えスペース（写真-2）、レンタ
サイクル、自転車修理サービス（写真-3）等）の提供を
実施し、施設の利用状況調査、サービス提供に伴う、収
益と維持管理費の比較を行った。なお、本実証実験は国
土交通省「道路に関する新たな取り組みの現地実証実
験」に採択され、実施したものである。
実験期間は、令和元年9月14日～10月14日のうち、サ
イクリストの利用が多い土日及び祝日。実施主体は地域
団体「羊蹄ニセコ自転車走行協議会（通称YNCA）」であ
る（表-2）。
表-3に本実験の具体的な検証方法を示す。既存道の駅
は小型車56台、大型車4台、身障者2台の駐車が可能とな
っているが、休日はほぼ満車状態であるため、除雪ステ
ーションの駐車台数を集計することで、間接的な道の駅
の負担軽減効果について検証を行った。また、地域観光
の推進につなげるため、各種サービスにおける満足度を
アンケート形式で調査し、ニーズ等について検証を行っ
た。
(2) 広報・周知
本実証実験では、除雪ステーションをサイクル拠点と
してより多くの方に活用いただくため、報道発表やＨＰ、
ブログ、ＳＮＳ、近隣の商業施設や地域イベント等にて
チラシを配布するなど、実験期間中、絶えず広報・周知
に関する活動を行った。
また、9月14日のオープニングセレモニー、9月21日に
は羊蹄一周ワンダーサイクリング等各種イベントも実施
し、ゲストライダーやサイクリスト間の伝聞力を活用し
た広報活動も行った。

写真-2 休憩スペース概況

写真-3 修理サービス概況
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図-3 サイクル拠点化した除雪ステーションのイメージ
表-1 主なサービス内容
項目
駐車場
サイクル
スタンド
情報提供
休憩スペース
トイレ
着替スペース
飲料水提供
メンテナンスサ
ービス
レンタ
サイクル

内容
土日祝（7時～17時）に開設（無料）
道の駅、除雪ＳＴに設置（無料）
観光情報、路面情報等の発信（無料）
屋内外に休憩スペースを設置（無料）
男女別のトイレ・着替スペースを設置
（無料）
実験期間中無料 ※100円相当
工具等を設置、常駐スタッフ配備
（実験期間無料 ※3,000円相当）
電動自転車のレンタル
2,500円（2h）、3,500円（4h）
表-2 実験の実施条件

項目
実施期間

実施主体

内容
令和元年9月14日～10月14日
のうち、土日祝（7時～17時）に実施
※うち３日は降雨のため中止
計10日間
羊蹄ニセコ自転車走行協議会（YNCA）
○構成員
倶知安町、ニセコ町、蘭越町、真狩村
留寿都村、喜茂別町、京極町
○オブザーバー
北海道後志振興局、
北海道開発局小樽開発建設部
表-3 検証方法

検証項目
道の駅駐車場負
担軽減効果
地域観光
推進効果
ＳＴ維持管理費
用の充当性

調査方法
自動車駐車台数カウント調査
施設利用、サービスレベルに関するア
ンケート調査
飲食物等の売り上げ調査

4. 結果と考察
(1) 地域観光振興効果、道の駅駐車場の負担軽減効果
図-3に今回の実証実験における、サイクル拠点利用者
の推移を示す。最も利用者が多かったのが、9月21日の
イベント時で、イベントの非開催日においても、一定数
の利用があり、累計271人（約23人/日）に上った。また、
駐車上利用台数（図-5）は、累計で98台、台風等の悪天
候日（9月23日、9月29日、10月5日）を除いて約10台/日
の利用があった。利用者のサイクリング頻度に着目する
と、週1回は29％、月に2～3回は27％で1か月に2回以上
サイクリング行う人が約6割を占めた。また、3割は年間
１回以下のライトユーザーであった（図-4）。
図-6に利用動機を示す。サイクリスト専用駐車場であ
ったこと（48％）、メンテナンススペース・サイクルス
タンド等の必要な施設があったこと（44％）が多く上げ
られた。サイクリストにとって駐車場を他の目的で利用
する観光客を意識せず使える専用のサービスは高い満足
度と多くのリピーターも期待されるものと考えられる。
図-7に施設のサービスに関する個別評価を示す。アン
ケート結果によると、サイクルスタンドの評価が最も高
く、次いでトイレや休憩スペース、工具の貸し出しの評
価が高かった。サイクル拠点としての総合的な満足度を
見ても、約90％の利用者が「とても満足」・「やや満
足」と回答しており、さらに利用者全員が再利用の意向
を持っていることが分かった（図-8）。また、サイクリ
ングの頻度が年１回以下のライトユーザーからも、レン
タサイクル等、ライトユーザーの支援サービスは評価さ
れており、幅広い層のサイクリストから高い評価が得ら
れた。
道の駅駐車場の負担軽減効果までは見出せていないが、
サイクリストから専用の駐車場は高く評されており、継
続的に活動することでサイクリストはサイクル拠点、観
光客は道の駅へと利用者の分散・誘導が見込まれ、飽和
状態にある道の駅の駐車場の混雑緩和の一助となること
が期待される。

図-5 駐車場利用台数

図-6 サイクル拠点の利用動機

図-7 サービスの個別評価

図-8 満足度評価
図-3 実利用者推移

図-4 利用者のサイクリング頻度
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表-4 本実験での収益状況

(2) 維持管理費用への充当について

サービス
内容

項目

a) 本実験での収益状況
レンタ
表-4に実験期間13日間におけるサイクル拠点での売上
サイクル
高を示す。レンタサイクルでは2時間と4時間合わせて、
20,500円の売上となった。自転車のメンテナンスについ
ては、ペダル交換とレンタサイクルを除いて実験期間中
は無料としたため、有料とした場合を想定して試算する
自転車
メンテナン
と、69,000円の売上高となる。飲料水の提供についても
ス
同様に試算すると58,000円の売上高となる。
表-4に実際の売上高を上段、実験期間中、無料とした
サービスを有料と仮定し試算した売上高を（）書きで下
段に示す。なお、自転車メンテナンスのうち、変速調整、 飲食物等
車輪の取付はトラブル対応として、金額にかかわらず活
用されるものと想定し計上している。
b) 想定の売上総利益
人件費や損料等の各種経費を考慮した想定の売上総利
益を表-5の平成29年企業活動基本調査確報2)売上総利益
率（売上高に対して売上高総利益（粗利益）が何％かを
示す。）を用いて算出した（表-7）。
本実験における売上総利益は、10日間で16,567円、1日
あたり1,660円となった。シーズン（2019年の無雪期5月
～10月の土日祝62日間を想定）を通じて事業を実施した
場合の想定収益は102,920円（1,660円×62日）となる。
また、表-6の括弧内には実験中に無料とした点検と飲
食サービスを追加した額を記載した。同様の試算による
と、シーズンを通じて事業を実施した場合の想定収益は
172,600円となる。

２時間利用
４時間利用
ペダル交換
点検
(実験中無料)
変速調整
(実験中無料)
車輪取付
(実験中無料)
飲料水
(実験中無料)

金額

売上高

2,500円×4件
=10,000円
3,500円×3件
=10,500円
3,000円×1件
=3,000円
3,000円×9件
=27,000円
3,000円×8件
24,000円
3,000円×5件
=15,000円
100円×58本
=58,000円

20,500円
(20,500円)

42,000円
(69,000円)

0円
(58,000円)

表-5 本実験での収益状況

項目

売上高
（百万円）

売上総利益
（百万円）

売上総利益率

小売業

3,822,257

1,110,238

29.0％

物品賃貸業

245,763

52,698

21.4％

飲食業

89,655

46,596

52.0％

表-6 本実験での収益状況
想定売上総利益
レンタサイクル

20,500円×21.4％＝4,387円
(20,500円×21.4％＝4387円)

自転車メンテナンス

42,000円×29.0％＝12,180円
(69,000円×29.0％＝20,010円)

飲食物等

0円
(58,000円×52,0％＝3,016円)

16,567円
c) 売上総利益と維持管理費との比較
計
(27,413円)
夏期間は閉鎖している除雪ステーションであっても、
近隣田畑への配慮等から最低限の維持管理は必要となる。
表-7 概算除草費用
今回は除草に関して試算を行った。除雪ステーションの
単位
数量
単価
除草費用を表-7に示す。除草費用の試算は、肩掛式除草、
除雪ステーション
m2
430
飛石防護有り、集草無しを想定。1回あたりの除草費用
71円/m2
サイクルルート
m2
505
30,530円となる。売上想定収益は102,920円～172,600円
周辺区間（①～③）
であったことから、除草費用30,530円/回を約3倍～6倍
と大きく上回った。
また、サイクルルート周辺でルート表示が見づらい箇
所（図-9）等の除草も同様の条件で試算したところ、
35,855円となり、売上想定収益での実施の可能性が示唆
区間①
された。
なお、今回は簡便な手法による試算を元にした単純比
較であるため、実用に向けて引き続き詳細な検討を進め
ていきたい。

金額
30,530円
35,855円

区間①
道道ニセコ高原比羅夫線
交差点周辺（事前実施）

区間②
ニセコ町・倶知安町境界周辺

区間③
道道ニセコ停車場線交差点周辺

道の駅ニセコビュープラザ

図-9 除草箇所想定図
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自転車
案内標識

5. まとめ
除雪ステーションなどの通年では利用されない施設で
あっても、除草費用等、最小限の経費は少なからず生じ
ている。しかしながら、休眠状態の時期に除雪ステーシ
ョンを活用することで、維持管理コストの削減が可能で
あることが示唆された。また、今回の除雪ステーション
をサイクリング拠点に活用する実験は、幅広い層のサイ
クリストから高い評価を得ることができた。特にサイク
リストにとって駐車場を他の目的で利用する観光客を意
識せずに使える専用のサービスは多くのリピーターも期
待することができると考える。サイクリストはサイクル
拠点、観光客は道の駅へと利用者を分散誘導することで、
道の駅の混雑低減の一助となることも期待できると考え
る。
今後は、更なるニーズや詳細な収益の試算等により対
応可能な範囲の検討を進めるとともに、利用のルールを
整理して、除雪ステーションをサイクル拠点に活用する
ことにより、地域が取り組むサイクルツーリズムの推進
と地域の課題となっている道の駅駐車場の混雑緩和に取
り組んでいきたい。
.
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