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北海道命名150年を記念した
北海道開発局の取組
-インフラは北海道の暮らし、経済、安全を支えています開発監理部 開発調整課

○山越 一輝
米谷 直人
髙井 敢

北海道開発局では、8期目となる北海道総合開発計画の推進のため、北海道命名150年を契機
に、土木に触れる機会の少ない人も、インフラの歴史や整備効果を実感できるような取組を行
ってきた。その中心となる取組である「インフラ歴史ツアー」に関して、アンケート調査より
今年度の成果と課題を整理し、来年度以降、より魅力的な取組を展開するための検討を行った。
アンケートを分析した結果、ツアーへの参加者が多い高齢層と少ない若年層で異なる課題が
見られた。より幅広い層にインフラの魅力を知ってもらうためには、若年層を呼び込むための
情報発信方法の検討やインフラの魅力を発信する取組を進めることが重要であると考える。
キーワード：北海道命名150年、インフラ

1. はじめに
2018年、かつて蝦夷地と呼ばれていたこの地が「北海
道」と命名されてから150年目の節目を迎えた。1869年7
月17日、松浦武四郎が「北加伊道」を含む6つの名前を
候補とする意見書を明治政府に提案し、その後8月15日
に太政官布告によって「北海道」と命名された。
松浦武四郎により「北海道」と命名されて150年目と
なる2018年を節目とし、北海道庁が中心となり、道民、
企業積み重ねてきた歴史や先人の偉業を振り返り、感謝
し、次の50年に向けた未来の北海道づくりに継承してい
くための様々な取組が行われてきた。
北海道開発局においても、8期目となる北海道総合開
発計画推進のため、北海道命名150年目を機に、様々な
取組を行ってきた。これらの取組は、北海道の暮らし、
経済、安全を支えてきた「インフラ」がどのような役割
を果たし、どのような効果をもたらしてきたかを、普段
インフラを意識する機会の少ない方々に発信し、より身
近なものとして感じてもらえることを目的としている。
本稿では本年度の取組を振り返り、その成果と課題を
整理すると共に、来年度以降より魅力的な取組を展開す
るための検討結果を報告する。

社や土木関連団体と連携、協力の下、次のような取組を
実施した。
(1) 北海道150年を支えたインフラの整備の歴史をたどる
講座への協力
株式会社道新文化センターとの協力で、北海道を支え
た土木インフラ事業の150年を振り返る講座を実施した
（図-1）。本講座は「河川」、「道路」、「港湾」、
「農地」の4件実施された。
本講座を開催するのに当たり、北海道開発局では、講
師の紹介と、全講座終了後に実施した、講座の内容を体
感してもらうツアーの実施について協力した。

2. 北海道命名150年を記念した開発局の取組
北海道開発局では北海道命名150年を記念し、民間会
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図-1 北海道を支えた土木インフラ事業の
150 年講座の様子

(2)インフラ歴史ツアーの実施
北海道インフラＰＲ実行委員会（北海道開発局、北海
道、土木関連団体等により構成）の協力のもと、今の北
海道の暮らしを支えるインフラの背景や歴史、効果等を
体感できる「インフラ歴史ツアー」の取組を実施した。
本取組では公募によって決定した民間の旅行会社が主
催となりツアーを催行した。本ツアーでは、平成25年度
から実施している公共施設の見学に加え、関係機関や地
域のインフラ利用者等と調整、協力することで開発局以
外の施設見学や体験談を聞くとこができるものとした。
また、それぞれの開催地毎にインフラの歴史と関連する
テーマを設け、そのテーマに沿ったストーリー性のある
ツアーコンテンツを企画した。さらに、インフラだけで
なく、インフラによって支えられた「食」等をテーマと
して取り入れ、インフラの効果を実感や体感できるツア
ーを企画した。
本ツアーは以下の4つのテーマで実施された。
a)小樽編『北海道の経済を支えた「小樽港」と鉄道「手
宮線」の歴史』
明治初期、小樽港と鉄道手宮線は当時の国家的課題で
あった石炭の安定した供給を行うために整備が進められ
てきた。
小樽編は、小樽港北防波堤に代表される港湾整備の歴
史や手宮線の活躍、そして、その後の海運業の発展がも
たらした小樽の繁栄などを実感できるツアーとして実施
された（図-2）。

図-3 篠津泥炭地資料館を見学する参加者
（インフラ歴史ツアー 篠津・石狩編）
c)十勝編『日本の食卓を支える十勝農業とその礎となる
インフラをめぐる』
十勝地方は、開拓以前は火山灰性土壌や湿地が広く分
布しており、農業に適していなかった。しかし、「晩成
社」による開拓や土地改良事業により、日本を代表する
食糧基地として発展した。
十勝編は、農業を守るインフラの現場を実際に見学し、
日本の食卓を支える十勝農業とその礎となるインフラの
効果を体感できるツアーとして実施された（図-4）。

図-4 畑地かんがい施設の給水管の中を通る参加者
（インフラ歴史ツアー 十勝編）
図-2 旧手宮線跡地を散策する参加者
（インフラ歴史ツアー 小樽編）

d)釧路編『地域の暮らしと産業を支える「釧路港」の歴
史』
b)篠津・石狩編『国家的一大プロジェクト「篠津泥炭地
釧路港は開港当時から北海道の産業を支え、共に発展
開発」と石狩治水の歴史』
してきた港である。また、釧路臨港鉄道や簡易軌道とい
篠津地域は水はけが悪く農耕が困難な泥炭地であり、
った鉄道が、釧路港まで石炭や農作物の輸送を担う鉄道
その地域を流れる石狩川はたびたび氾濫し水害を引き起
として役割を果たしてきた。
こした。しかし、泥炭地の開発と石狩川の治水対策によ
釧路編は、釧路港の役割と歴史、釧路港が商業港とし
り、今では安心して生活し、農業ができるようになった。 て成長するために不可欠だった港に通じる鉄路の歴史を
篠津・石狩編は、泥炭地が肥沃な農業地帯となった地
学び、地域産業の変遷とインフラ整備の成果を体感でき
域の成り立ちを学ぶツアーとして実施された（図-3）。
るツアーとして実施された（図-5）。
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図-5 船上から釧路港港湾施設を見学する参加者
（インフラ歴史ツアー 釧路編）
e)美瑛・上富良野編『美瑛・上富良野地域における火山
と共生の火山防災』
美瑛・上富良野地域は、十勝岳大正泥流により100名
以上の人々と、それまで整備されてきた農地に大きな被
害を受けた。しかし、農地の復旧・復興と火山砂防事業
により、今では美味しい野菜や小麦を生産する豊かな土
地になっている。
美瑛・上富良野編は、防災事業と農地整備の結果、火
山の麓にあるこの地域で安心した生活や農業ができるよ
うになった歴史を学ぶツアーをとして企画された。
本ツアーは参加希望者数が最少催行人数に達しなかっ
ために不催行となった。本ツアーを催行予定だった旅行
会社は、若者向けのアクティビティ中心のツアーを主力
商品としている会社であった。しかし、本ツアーは体験
学習型のツアーであったため、同社が抱える顧客のニー
ズと必ずしも合致しなかったことも原因の一つだと考え
られる。また、このツアーでは三浦綾子記念文学館をツ
アーの主要な見学施設の一つとして組み込んでいたが、
同社が同時期、同地域で三浦文学のゆかりの地を巡るツ
アーを実施しており、こちらが影響したことも可能性と
して考えられる。
(3)土木学会との連携
8月29日から31日までの3日間、北海道で土木学会全国
大会が開催された。土木学会全国大会では現場見学会と
北海道命名150年を記念したパネル展等が実施され、北
海道開発局はそれぞれの取組の実施に当たり協力した。
現場見学会では、半日コースと1日コースの二つのコ
ースを用意し、それぞれの見学施設の調整と紹介、現地
での説明などの協力を行った（図-6）。
また、札幌駅前地下歩行空間で実施された北海道150
年を記念したパネル展で北海道開発局事業の紹介をした
り、北海道150年の略年表の作成等に関して協力した
（図-7）。
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図-6 石狩湾新港の LNG 基地を見学する参加者
（土木学会全国大会 見学会）

図-7 土木学会と連携したパネル展の様子

3. インフラ歴史ツアー実施結果の分析
ここで、インフラ歴史ツアーで実施したアンケート結
果を分析する。
インフラツーリズムは国土交通省としても主要な政策
の一つとして進めており、このインフラ歴史ツアーはイ
ンフラツーリズムの中でも様々な工夫を凝らした取組で
ある。また、インフラ歴史ツアーは開発局の北海道命名
150年を記念した取組の核となった取組であるので、本
取組の分析を行い課題を整理することで、来年度以降、
より充実した取組を実施するための検討を行う。
(1)参加者の年齢に関する集計
インフラ歴史ツアー参加者を年齢別に集計すると図-8
のような結果が得られた。70歳以上の参加者が40％以上
を占めているなど、高齢層の参加者が多いことが分かる。
このことから、高齢層の中にインフラや歴史について強
く興味を持っている方々がいると考えられる。そのよう
な参加者に、どのようにしたら満足してもらえるかを検
討する必要があると考える。

一方、10代、20代の参加者は少なく、若者の参加者を
増やし、広くインフラについて知ってもらうことも課題
の一つであると考える。

図-9 年齢層別の情報入手手段

図-8 年齢別のインフラ歴史ツアー参加者数
このように、若年層と高齢層にそれぞれ異なる課題が
見られるため、アンケート結果を若年層（10歳～39歳）
と高齢層（40歳～70歳以上）に分けて分析を行い、それ
ぞれのが抱える課題を解決し、よりよいツアーを企画す
るための検討を行う。
(2)ツアー情報の入手手段に関する分析
はじめに年齢層毎にどのような媒体を活用して情報を
入手しているかを分析する。この分析を行うことで、そ
れぞれの年齢層の方にツアー情報を伝えるときにどのよ
うな媒体を活用するのが良いのかを検討し、参加者の増
加につなげることができると考える。
年齢層別の情報入手手段を分析すると図-9のような結
果が得られた。
若年層の情報入手手段を分析すると、「新聞」、「友
人・知人」、「旅行会社」から情報を入手した方が同程
度いた。また、自由記述を分析すると「会社での回覧」
との回答があり、この情報入手方法が最も多かった。こ
のことから、インフラや土木に関係する会社や団体に情
報を発信することで、ツアーに興味をもつ若年層へ情報
を届けることができると考える。
高齢層の情報入手手段を分析すると、「旅行会社」と
回答した方が最も多かった。旅行会社からの情報発信は
主にダイレクトメールを活用しており、旅行会社が抱え
る顧客層のニーズに上手くマッチングしていたことが考
えられる。
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(3)年齢層別の参加理由に関する分析
次に年齢層別の参加理由に関して分析を行う。この分
析を行うことでそれぞれの年齢層の参加者がどのような
ツアー内容だと参加しようと思うのかが分析でき、ツア
ー内容の検討、改善につながると考えられる。
年齢層別の参加理由を分析すると図-10のような結果
が得られた。
若年層のツアー参加理由を分析すると、「インフラに
興味があったから」と回答した方が高齢層と比較して少
なかった。このことから、インフラの魅力が十分に伝わ
っておらず、インフラへの関心が薄い方が多い事が考え
られる。また、自由回答を分析すると「勉強のために参
加した」という回答が多かった。このことより、向学心
の高い方が参加していると考えられる。

図-10 年齢層別のツアー参加理由
(4)年齢層別の説明時間の長さに関する分析
次に年齢層別の説明時間の長さに関する評価の分析を
行う。説明時間の長さに関する評価を分析することで、
インフラ等の説明方法を改善し、参加者の方々に、より
インフラの事を知ってもらうことができると考える。
年齢層別の説明時間の長さに関する評価を分析すると
図-11の様な結果が得られた。
若年層では「ちょうどよかった」と評価した方と「短
かった」と評価した方が半分ずつだった。「短かった」

と回答した方の自由記述では「1カ所あたりの見学時間
が短く、もっとじっくり見学したかった」という回答が
あった。また、参加理由が「勉強のため」と回答した人
が多かったことから、若年層の中にもインフラへの興味
を強く持っている方がいると考えられる。
高齢層でも「短かった」と評価した人がおり、「もっ
とじっくり見学したかった」という回答があったが、一
方で「とても長かった」、「長かった」と回答した人も
いた。「長かった」と回答した方の自由記述によると
「長時間立ちっぱなしで説明を聞くことが辛かった」、
「長時間の説明で疲れるので、途中で休憩時間がほし
い」などの回答があった。このことから、一部の高齢層
の方々にとっては身体面で負担になる行程だった可能性
があることが考えられる。

図-11 年齢層別の説明時間の長さ
(5)ツアー全体の評価に関する集計
今回実施したインフラ歴史ツアーは様々な意見を頂戴
し、ツアー全体としての評価は良く、98％以上の方が
「とても良かった」、「良かった」と評価した（図12）。

図-12 ツアー全体通しての評価
また、「同じようなツアーがあったらまた参加したい
か」という質問に対しては全員が「参加したい」と回答
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した。自由回答においても、「テーマ性のあるツアーで
楽しかった」のような肯定的な回答が多く、本取組は好
評であったと考えられる。

4. 今後のツアーに向けた検討
以上の分析を踏まえて、来年度以降はより幅広い層に
インフラの役割や魅力を知ってもらうためにどのよう点
に留意して取組を進めると良いかを検討する。
(1)ツアー情報の入手手段について
若年層のツアー情報の入手手段を分析すると、会社か
らの回覧という回答が最も多かった。また、自由回答で
は、「職務に関係があり、勉強のために参加した」とい
う回答が多かったことから、若年層の中でもインフラに
興味がある層があると考えられる。若年層の中でもイン
フラに興味がある層に情報を発信するため、見学箇所や
ツアーテーマに関係がある会社や団体に対して情報発信
することも有効だと考える。
また、高齢層のツアー情報の入手手段を分析すると、
旅行会社という回答が最も多かった。高齢層にはインフ
ラに興味を持っている方が多く、旅行会社が抱えている
顧客の中にもインフラに興味を持つ層がいるため、この
顧客層に対してより積極的に情報発信することがツアー
の周知につながると考えられる。
(2)ツアーの参加理由について
若年層のツアー参加理由を分析すると、高齢層と比較
して「インフラの見学に興味があったから」と回答した
方が少なかった。若年層はインフラへの関心が薄く、イ
ンフラの魅力が十分に伝わっていないことが考えられる。
そのため、若年層の参加者を増やすために、若年層の方
にインフラの魅力を伝える方法を検討する必要があると
考える。
そこで、北海道インフラＰＲ実行委員会では、若年層
にもインフラへ関心を持ってもらうための取組として、
「北海道インフラフェスタ（略称：キタフラ）」を企画
している（図-13）。
このイベントは、日頃、インフラに触れる機会が少な
い方々を対象として、気軽にインフラを知ってもらえる
様なイベントとして企画している。
本イベントは、我が国が世界に誇るポップカルチャー
の魅力を活用し、多数の若者や家族連れの集客を期待し
ている。例えばアニメキャラクターに扮したモデルが最
新の作業服を着用しファッションショーを行うなど、土
木とポップカルチャーのコラボレーションにより、若者
や女性をターゲットとし、土木への親近感の醸成を図る
事を目的としている。他にも、インフラや土木技術に関
するポスター展示や、体験型の模型展示、最新の作業服

の試着コーナーなどを設け、インフラに興味を持っても
らえるようなイベントとして展開する。

できたので、具体的にどのような種類のインフラに興味
を持っているのかを分析することができるアンケート調
査を実施し、ツアー内容の充実を図ることが重要だと考
える。
(3)ツアーでの説明時間について
説明時間の長さに関する評価を分析すると若年層、高
齢層共に「短かった」と回答した層が存在した。自由記
述では「それぞれの見学場所をもっとゆっくり見学した
い」という回答があったため、見学箇所を減らし、それ
ぞれの見学場所で自由時間を設けるなど、一カ所毎の見
学時間を長くするようなスケジュールを検討するべきだ
と考える。若しくは、ツアーのバリエーションを増やし、
「広く多くの施設を見学できるツアー」と「少数の施設
をじっくりと見学できるツアー」に分けて実施すること
も検討すべきだと考える。
また、高齢層の一部では「長かった」と回答している
層も存在していた。自由記述を見ると「長時間立ったま
ま説明を聞くのは辛い」と回答しており、着席しながら
説明を聞くことができる場所を用意するなどの配慮が必
要だと考える。

5. おわりに
図-13 北海道インフラフェスタ ポスター
また、「北海道の歴史に興味がある」と回答した方は
高齢層と同じ程度の割合で存在しているた。今回の「歴
史」のように若年層にも魅力のあるテーマを分析するた
めに、アンケートで具体的に興味があるテーマ内容を調
査するなど、若者が興味があるテーマの分析を行う必要
があると考える。
高齢層のツアー参加理由を分析すると「インフラの見
学に興味があったから」という回答が最も多かった。イ
ンフラそのものに興味を持っている層がいることが確認
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以上より、本稿では北海道命名150年記念の取組の紹
介と、北海道開発局としての取組の軸であったインフラ
歴史ツアーに関して課題の整理、分析、及び、来年度以
降のツアーの取組に向けての検討を行った。
今年度、北海道命名150年を記念した取組として実施
したインフラ歴史ツアーは大変好評であった。来年度以
降も、インフラ歴史ツアーのような、テーマ性を持った
をツアーを継続し発展させていくことで、より幅広い層
にインフラの役割や魅力を知ってもらうことができると
考える。

