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第8期北海道総合開発計画では、各地域がそれぞれの地域資源を活かし「世界水準の観光地」
を目指すこととしている。また、平成29年には自転車活用推進法が施行されたことを踏まえ、
アジアの中でも特徴的で魅力的な北海道の観光資源を活かしながらサイクリングを楽しめる環
境を高めていくことを目的に、今年度より官民をはじめ多くの関係者が連携・協働する取組の
推進をしている。本論では今年度の取組内容について報告する。
キーワード：地域活性化、観光・景観、サイクルツーリズム、連携・協働

1. 背景と経緯
北海道開発局では、第8期北海道総合開発計画（平成
28年3月閣議決定）に基づき、2050年までの長期を見据
えつつ、北海道の強みである「食」と「観光」を戦略的
産業として育成し、豊富な地域資源とブランド力など北
海道が持つポテンシャルを最大限に活用することにより、
「世界の北海道」を目指した取組を進めている。
戦略的産業の一つとする「観光」については、豊かな
自然環境、雄大な自然景観や農村景観、多様で魅力的な
食文化、冷涼な気候など、アジアの中でも特徴的な観光
資源に北海道は恵まれており、近年では来道外国人観光
客数が全国を超える伸び率で増加している。
その一方、来道外国人観光客の宿泊地の多くは道央圏
に集中しており、インバウンド観光による経済効果が地
方部へ十分に波及していないことが課題となっている。
そのため、各地域におけるそれぞれの地域資源を活か
した魅力ある観光地域づくりと併せて、旅行者を道内各
地域に分散・周遊させる取組が必要となっており、北海
道の雄大な自然や景観を体験しながら、広大な地域を周
遊できるアクティビティとして、サイクリングへの注目
が高まっているところである。
第8期北海道総合開発計画では、北海道の観光資源を
活かしながら「世界水準の観光地」を目指すべく、サイ
クルツーリズム等の振興により、広域的な観光周遊ルー
トの形成を促進することとされている。
また、自転車活用推進計画（平成30年6月閣議決定）
では、「サイクルツーリズムの推進による観光立国の実
現」を目標として、「ハード・ソフト面から世界に誇る
サイクリング環境の創出を目指す」こととされている。
これらを踏まえ、北海道開発局では「世界水準のサイ
クリング環境」を構築することを基本方針として、北海

道庁とともに、北海道の魅力を活かしたサイクルツーリ
ズムの推進に向けた試行の取組を平成29～30年度にかけ
て実施した。その結果、一定の成果を得られたことから、
令和元年度より官民をはじめ多くの関係者が連携・協働
する取組の推進を開始した。本論文では、これらの取組
内容について報告する。

2. 試行の取組の実施（平成29～30年度）
(1) 学識者・有識者による検討委員会の設置など
北海道は、サイクリングを楽しむ環境として非常に恵
まれた地域で、我が国のサイクルツーリズムを先導する
ポテンシャルを有している。これまでも道内各地域でサ
イクルツーリズムに関する様々な取組が行われてきたが、
世界水準のサイクリング環境の構築に向けては、関係機
関のより一層の連携・協力が求められている。
また、北海道の魅力を活かしたサイクルツーリズムを
推進するため、以下の4つの視点から専門的な見地を踏
まえた検討が必要となった。
① 受入環境の充実
② 自転車走行環境の改善
③ 情報提供・サイクリストとのコミュニケーション
の方策
④ 持続的に取組を進めるための体制や役割分担
そのため、市町村など関係機関や民間団体との連携に
よる検討体制を構築するとともに、先進他地域の取組等
も踏まえつつ、専門的見地から審議を頂くため、平成29
年2月に学識者・有識者による「北海道のサイクルツー
リズム推進に向けた検討委員会」（以下、検討委員会）
（表-1）が設置された。
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検討委員会では、「世界標準」、「世界最高水準」の
2つのキーワード（図-1）を念頭に、各地域における試
行の取組を踏まえた課題の抽出や、それらの解決に向け
た検討が行われた。
表-1 北海道のサイクルツーリズム推進に向けた検討委員会の
委員（敬称略。事務局：北海道開発局・北海道）

委員長 萩原 亨
菅井貴子
髙橋 清
原 文宏
委 員
宮内 忍

北海道大学大学院 工学研究院 教授
気象防災キャスター
北見工業大学 地域未来デザイン工学科 教授
シーニックバイウェイ支援センター 代表理事

NPO法人日本風景街道コミュニティサイクル
ツーリズム研究委員会顧問（元サイクルスポーツ編集長）

(2) モデルルートの設定および試行内容の検討
今回の試行の取組では、5つのモデルルートが設定さ
れた（図-2）。これらのモデルルートの設定にあたって
は、道内自治体にヒアリングを実施し、既にサイクリン
グに関する取組を行っている地域であること、モデルル
ートの試行に協力を得られる活動団体が存在すること、
また市町村をまたぎ広域で連携する骨格となるルート
（基幹ルート）を設定できることを踏まえ抽出した。こ
れらのモデルルートでの試行の取組のもと、受入環境の
充実などに関する諸課題の解決に向けた検討が行われた
（図-3）。
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図-1 サイクルツーリズム推進に向けたキーワード
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総延長 ：約400km
活動団体 ：十勝サイクルツーリズム研究会

図-2 試行を行った5つのモデルルート

世界有数の資源を有する北海道において、世界最高水準のサイクリング環境を構築
■ 下記の具体的な体制や内容について、【モデルルート試行】により検討実施（Ｈ２９～３０）

各ルート（地域）の取り組み

全道の取り組み

受入環境の充実

受入環境充実のための連携・調整

■ 道の駅や休憩施設、食事施設
■ 宿泊施設

・
・A
g

■ 空港・駅等（交通結節点）での
サービス
■ 地域資源の発掘と観光資源化

自転車走行環境の改善

■ 関係機関との連携・調整
（公共交通（空港/鉄道）、道の駅、
河川、農業等）
■ 民間企業等との連携
（運送業者、コンビニ等）

自転車走行環境のための基準統一

■ 案内看板・路面標示の設置

■ 案内看板・路面標示・番号等の統一

■ 自転車走行空間の確保
ルートの設定や、河川空間を利用
した走行空間の確保等

■ ルート診断（自転車の走りやすさ）
幅員や信号、トンネル等の道路構造や
大型車交通量などに基づいて診断

情報の提供、サイクルユーザーとのコミュニケーション
■ イベント等の企画・実施

■ コミュニケーションサイト

＜施設＞
休憩・食事施設、ビューポイント 等

③確認
（交差点
の先）
①予告
（交差点
手前）

情報の提供、サイクルユーザーとのコミュニケーション

■ ルート情報の集約
＜道路状況＞
道路構造、交通状況、交通事故 等

②分岐（交差
点部）

■ ロゴ統一・ＰＲ・実態調査等

更新情報

ユーザーの声

双方向のコミュニケーション

国内外のサイクリスト
図-3 北海道のサイクルツーリズムの推進に向けたモデルルート試行の概要（平成29～30年度）
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を実施した（図-6）。
(3) モデルルート試行による取組事例
a) 立ち寄り施設でのサイクルラック等の設置
空港や道の駅などの立ち寄り施設に、サイクルラック
や修理工具・空気入れ等を設置するなど、自転車利用者
を支援する取組を実施した（図-4）。

◆バス車内への

◆自転車やカヌーなどで周遊する

自転車持ち込み事例

新しい旅行の可能性を探る取組事例

◆サイクルラック設置事例
きた北海道ルート

きた北海道ルート

図-6 多様なモビリティの活用

石狩川流域圏ルートの
道の駅ライスランドふかがわ

d) 河川を利用したルート設定
道路管理者と河川管理者が連携し、河川堤防を利用し
たサイクリングルートを設定した。また、ミズベリング
北海道と連携し、地域の魅力を発信するイベントを実施
した（図-7）。

きた北海道ルートの
名寄市駅前交流プラザ よろーな

◆修理工具・空気入れ設置事例

◆河川堤防を利用したサイクリングルート

トカプチ400の道の駅ピアしほろ２１(士幌町)

石狩川流域圏ルートの石狩川

図-4 立ち寄り施設でのサイクルラック等の設置事例

きた北海道ルートの天塩川

◆ミズベリング北海道のイベントとの連携

b) ツアーイベントの実施
各モデルルートでツアーを実施し、多くの参加者から
意見を頂いた。また、海外から来られた方を対象にした
モニターツアーも開催した（図-5）。
石狩川流域圏ルート

◆ツアーイベント実施状況

図-7 河川を利用したルート設定

きた北海道ルート

e) 案内看板の設置試行
サイクリストが迷わず安心して走行できるよう、案内
看板をサイクリストに見やすい場所に設置し、視認性や
わかりやすさ等について検証した（図-8）。

富良野・占冠ルート

◆イギリスからのモニターツアー実施状況

◆案内看板を地域の方々と

◆案内看板の設置イメージ

ともに設置した事例

②分岐（交差点部）

③確認
（交差点の先）

阿寒・摩周・釧路湿原ルート

図-5 ツアーイベントの実施
きた北海道ルートの中川町

c) 多様なモビリティの活用
自転車だけではなく、路線バスや鉄道など様々なモビ
リティとの連携のもと、観光ルートの確立に向けた取組
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①予告
（交差点手前）

図-8 案内看板の設置試行

f) 情報提供・サイクリストとのコミュニケーション
コミュニケーションサイト（https://cycle-hokkaido.jp）を
開設し、各モデルルートの地図や高低差、おすすめのビ
ューポイントや休憩施設などのスポット情報をサイクリ
ストへ提供するとともに、サイクリストからの評価・意
見を投稿いただいた（図-9）。
◆コミュニケーションサイトの画面表示例

英語表
示可能

GPSと連動

①一元的な情報提供や統一的な案内を実施するとともに、
各ルート間の取組内容を共有し一体となった活動がで
きるよう、全道的な体制として設置。
②継続的にルートの改善に向けた助言をいただくため、
有識者委員会を設置。
③サイクルツーリズム関連の観光客動態・満足度、交通
実態などの調査・分析を実施し改善につなげる取組を
実施。
④カヌーやフットパスなど北海道らしいアクティビティ
と連携し、サイクルツーリズム環境の拡充・充実を図
ることが必要。

５段階評価

表-3 連携協議会構成員

観光・休憩施設
を地図上に表示

名称
一般社団法人
北海道商工会議所連合会
公益社団法人
北海道観光振興機構
一般社団法人シーニック
バイウェイ支援センター

写真付き
の口コミ

ルートの高
低差を表示

地図・高低差の表示／現在位置の表示や、評価・意見の投稿

気象情報
を表示

図-9 情報提供・サイクリストとのコミュニケーション

北海道
国土交通省
北海道運輸局
国土交通省
北海道開発局

【 サイクルルートの考え方 】

3. 本格実施（令和元年度～）
基幹ルート

(1) 北海道サイクルルート連携協議会の設立
今回の2年間の試行の取組、検討委員会での審議を経
て、世界水準のサイクルツーリズム環境の実現に向けた
「提言」がまとめられた（表-2）。
表-2 検討委員会による提言の概要

項目
北 海道 のサ イ
ク ルル ート の
考え方
サ イク ルツ ー
リ ズム 環境 の
向上策
持 続的 な取 組
のための体制

提言の概要
広域に渡り都市間を移動する基幹ル
ートと、地域の魅力を巡る地域ルー
トで構成
受入環境、走行環境、情報発信にお
いて満たすべき水準や改善策をとり
まとめた
各ルートの関係者による協議会と、
それらを連携し全道的な立場で取り
組む協議会が必要

サイクルルートは、「基幹ルート」と「地域ルート」により構成
■基幹ルート：広域にわたり都市間を移動する骨格となるルート。空港や駅、大都市と目的地
を結ぶルートで、セルフガイドでの走行を想定
■地域ルート：ビューポイントや地域特有の魅力を巡るルート。初心者を含む多様なサイクリスト
の走行を想定

【 サイクルツーリズム環境の向上策 】
走行環境の改善

・交差点では統一した案内看板（予告・分岐・確認）
を双方向に設置する
・案内看板は既往の支柱へのシールを基本とし、大きさ・
貼付位置・色デザインも統一する
・急カーブやトンネル手前では路面表示を設置するとともに
状況に応じて安全対策を行う
・代替路がある場合はトンネルを避けるとともに、できるだけ
自転車道や河川空間を活用することが望ましい

受入環境の充実

・充実した休憩施設を一定の間隔で設置する
・輪行や荷物輸送などサイクリストの移動をサ
ポートする体制を構築する
・ルートの魅力を伝えるイベントを実施する
・統一した様式のサイクリングマップを配布する
・駅や空港、道の駅等の起終点にルートを掲
示する

情報発信

・休憩施設やルートの情報を提供するとともに、サ
イクリストの意見・評価を受けるコミュニケーショ
ンサイトを開設する
・ルートの動画や地域情報を用いて、地域の魅
力的な情報発信を行う
・サイトは、ポスターやマップへの掲載、イベントで
のPRなど利用者を増やす取組を積極的に行う

【 持続的な取組のための体制 】

本提言を受けて、アジアの中でも特徴的で魅力的な北
海道の観光資源を活かしながら、サイクリングを楽しめ
る環境を高めるとともに、官民をはじめ多くの関係者が
連携・協働する取組を道内で本格展開していくため、関
係機関の参加のもと、令和元年8月19日に「北海道サイ
クルルート連携協議会」（以下、連携協議会）が設立さ
れるとともに、設置にあたり「北海道のサイクルツーリ
ズム推進方針」（図-10）が策定された。
連携協議会は、表-3に示す機関により構成され、全道
的な立場から各ルート・関係者の連携をサポートしてい
く。下記4項目を方針として挙げている。
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ルート協議会（各ルートで主体的
にサイクルツーリズム環境を提供）

連携協議会（全道的な立場で各
ルート・関係者を連携）

・各ルートでは、自治体、民間企業、
関係機関（道路・河川管理者含
む）が連携して取組を進める

・一元的な情報提供や統一的な案内
を実施するとともに、各ルート間の取組
内容を共有し一体となった活動ができる
よう、全道的な体制として設置する

・自治体は、道路・河川の管理者とし
てだけでなく、商工観光を含めた総合
的な取組支援や首長による推進力
の発揮、自転車活用推進計画の策
定など多岐にわたる役割がある
・民間企業には、サイクリストへの多様
なサービス提供等により受入環境の
充実が図られることを期待
・サイクルツーリズムに関する人材育成
に取り組むことが望ましい

・継続的にルートの改善に向けた助言を
いただくため、有識者委員会を設置
・サイクルツーリズム関連の観光客動態・
満足度、交通実態などの調査・分析を
実施し改善につなげる取組を実施する
・カヌーやフットパスなど北海道らしいアク
ティビティと連携し、サイクルツーリズム環
境の拡充・充実を図ることが必要

※ 自転車活用推進計画（平成３０年６月）に示すモデルルートとして取り組むこととし、ルート及び実施
内容を北海道及び関係市町村の自転車活用推進計画に位置付けるものとする。

図-10 北海道のサイクルツーリズム推進方針の概要

(2) 取組意向があったルート協議会の概要紹介
連携協議会では、設置にあたり策定した「北海道のサ
イクルツーリズム推進方針」に則り、本協議会と連携・
協働し、質の高いサイクルツーリズムを提供する団体
（連携協議会の公募に応じ規約を定めた団体。以下、ル
ート協議会）の募集を令和元年8月28日より開始し、7ル
ートより取組意向が示された（図-11）。
ルート協議会は、各ルートが主体的にサイクルツーリ
ズム環境を提供していく動きをサポートし促進する。下
記4項目が方針として挙げている。
①各ルートでは、自治体、民間企業、関係機関（道路・
河川管理者含む）が連携して取組を進める。
②自治体は、道路・河川の管理者としてだけでなく、商
工観光を含めた総合的な取組支援や首長による推進力
の発揮、自転車活用推進計画の策定など多岐にわたる
役割がある。
③民間企業には、サイクリストへの多様なサービス提供
等により受入環境の充実が図られることを期待。
④サイクルツーリズムに関する人材育成に取り組むこと
が望ましい。

（仮称）きた北海道ルート
総延長：約365㎞
ルート協議会：きた北海道サイクル
ツーリズム連携会議
石狩川流域圏ルート
総延長：調整中
ルート協議会：調整中

オホーツクサイクリングルート
総延長：約321㎞
ルート協議会：オホーツク
ルート協議会

石狩北部・増毛
サイクルルート(仮)
総延長：約290㎞
ルート協議会：石狩北
部・増毛サイクルツーリ
ズム推進協議会

表-4 アドバイザリー会議の委員（敬称略。五十音順。事務
局：北海道開発局・北海道）

委 員

加藤 京子 日本サイクルツーリズム推進協会 理事
髙橋
清 北見工業大学 地域未来デザイン工学科 教授
萩原
亨 北海道大学大学院 工学研究院 教授
宮内
忍 NPO法人日本風景街道コミュニティサイクル
ツーリズム研究委員会顧問
（元サイクルスポーツ編集長）

屋井 鉄雄 東京工業大学副学長 環境・社会理工学院 教授
矢ヶ崎紀子 東京女子大学現代教養学部 教授
(4) 令和2年度以降の取組予定
今後、令和元年度におけるアドバイザリー会議での各
委員からの助言を踏まえ、令和2年度においては、地域
や道路管理者等が連携し、安全で快適な自転車走行環境
の創出、サイクリストの受入環境の改善及び情報発信等
の取組を推進する。
また、連携協議会の構成機関がそれぞれの役割分担の
もと、ルート協議会によるサイクルツーリズムの推進に
向けた支援方策を検討し、支援を進めていく予定である。

4.さいごに

阿寒・摩周・釧路湿原ルート
総延長：約304㎞
ルート協議会：くしろサイクル
ツーリズム推進協議会

本稿では、試行を踏まえた北海道の観光資源を活かし
ながらサイクリングを楽しめる環境を高めていくことを
目的に、官民をはじめ多くの関係者が連携・協働する取
組の推進をした令和元年度の実施内容を述べた。今後は
アドバイザリー会議で頂いた助言を元に広域で持続的な
より良いサイクル環境の構築に取り組む所存である。

トカプチ400
総延長：約400㎞
ルート協議会：北海道
TOKACHIサイクルツーリズム
ルート協議会

羊蹄ニセコエリア
サイクルルート
総延長：約140㎞
ルート協議会：羊蹄ニセコ
自転車走行協議会

イザリー会議」（以下、アドバイザリー会議）を本連携
協議会の下に設置し、令和2年1月23日に第1回目の会議
が開催される。会議では、応募のあったルートを対象に、
先進的なサイクルツーリズム環境の実現に向け、広範に
助言を頂く。

富良野美瑛サイクリングルート
総延長：約248㎞
ルート協議会：富良野美瑛ルート
協議会

図-11 ルート協議会から申請されたルート（調整中を含む）

各ルート協議会は、複数の自治体を広域的に結ぶ「基
幹ルート」を一つ、地域の魅力を巡る「地域ルート」
（複数可）を決定し、「推進方針」に示される、受入環
境の充実、走行空間の改善、情報発信について、各ルー
トが取組む内容を「実施計画」としてまとめた。今後は、
決定したルート及び実施する取組内容について、関係者
が連携し一体となって進めていく。
(3) アドバイザリー会議の設立
令和元年度11月22日には、サイクルツーリズムに知見
を有する有識者（大学教授、民間事業者等、表-4）によ
り構成される「北海道サイクルルート連携協議会アドバ
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