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十勝地域におけるサイクルツーリズム促進に
向けた取り組みについて
－｢トカプチ４００｣に関する地域協働型の取り組み事例－
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帯広開発建設部では、十勝地域のサイクルツーリズム推進に向けた取り組みについて議論・
検討する「十勝サイクルツーリズム研究会」（以下、「研究会」）を立ち上げ、十勝地域の基
幹ルートである「トカプチ４００」及びアクションプランを策定し、推進プランの取り組みを
進めている。本論文では、研究会で検討を進めていた基幹ルートとアクションプランの設定及
びサイクルマップ更新、ＰＲ動画作成に関する地域協働型の取り組み事例について報告する。
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１． はじめに

２． 十勝サイクルツーリズム研究会

北海道開発局では、平成28年3月に閣議決定された第8
北海道総合開発計画に基づき、サイクルツーリズム等の
振興等により、広域的な観光周遊ルートの形成を促進し
ている。また、平成29年5月に自転車活用推進法が施行
され、基本方針の中には「観光旅客の来訪の促進その他
の地域活性化の支援」と記載されており、自転車を取り
巻く機運が高まっている。
北海道開発局ならびに北海道は、平成29年2月に、北
海道のサイクルツーリズム推進に向けて、先進地域の取
組等も踏まえつつ、専門的見地から審議を行うため、
「北海道のサイクルツーリズム推進に向けた検討委員会」
（以下検討委員会とする）を設立した。
検討委員会での審議結果を踏まえ、試行的にサイクル
ツーリズム推進体制についての検討を行う5つのモデル
ルートを設定し、十勝地域では、基幹ルートであるトカ
プチ４００で試行を行うこととなった。（図-1参照）

十勝地域では、レンタサイクルの利用台数はレンタサ
イクル施設の開業等で年々増加を続けている。また、十
勝地域はサイクルイベントも多く開催されていることか
ら、サイクルツーリズムに対する機運が高まっている。
（図-2参照）

図-2 北海道で実施されたサイクルイベント・ツアー１）

帯広開発建設部では、十勝地域のサイクルツーリズム
推進に向けて、学識経験者、行政、商工観光、自転車関
連事業者等の関係機関から構成される研究会を立ち上げ
ている。
研究会は、「十勝地域における世界水準のサイクルツ
ーリズムを進展させる」ことを主旨とし、「十勝が目指
すサイクルツーリズム」の姿を関係者間でイメージし、
従来の各市町村単位での官民の枠組みを超えて、関係者
が連携・協働しながら推進することを目的としている。
図-1 試行を実施した全道のモデルルート
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「十勝サイクルツーリズム研究会勉強会」（以下、「勉
強会」）は、そのためのきっかけを作る場として開催し
ており、平成27年から平成30年10月までの間に7回の勉
強会と4回の現地走行会、平成28年からは、4回の「ワー
キング」（以下、ＷＧ）を実施している。
（勉強会等の開催状況については、図-3参照）

３． 基幹ルート・アクションプランの設定
基幹ルート及びアクションプランは、研究会の中でも
地域のサイクルツーリズムに精通したメンバーを選出し
たＷＧで素案を検討し、それを第4回勉強会で議論して
設定されている。図-6は、ＷＧにおける基幹ルート、ア
クションプランの検討の流れを示したものである。

図-3 勉強会、ＷＧの開催状況

勉強会及びＷＧで、十勝地域の基幹ルートであるトカ
プチ４００のルート設定やサイクルツーリズム推進に向
けたアクションプランを議論し、第4回勉強会でトカプ
チ４００のルート及びアクションプランが決定している。
基幹ルートとは、図-4で示すような空港や駅、大都市
と目的地を結び、市町村をまたぐような十勝地域の骨格
となるサイクルルートである。

図-6 基幹ルート、アクションプラン検討の流れ

(1)第１回ＷＧ（基幹ルートの検討）
第３回勉強会までの意見から、基幹ルート案の検討に
際して必要となる以下の要素を整理し、十勝地域全体を
８の字で周遊するルートの基本概念を基に具体的な路線
について議論している。（図-7参照）

図-7 基幹ルートの設定
図-4 基幹ルートの概念

アクションプランとは、図-5で示すとおり十勝地域の
サイクルツーリズム推進に向けて、それぞれ（個人、地
元関係者、公的機関）の立場でできることを、自助の観
点だけではなく、共助・公助の観点から官民の枠を超え
て、地域全体で協働で取り組む内容をとりまとめたもの
である。

図-5 アクションプランの概念
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a)基幹ルートにふさわしいルートはどこか
・交通量の多い道路は避ける方が望ましい
・国道は舗装も良く、立ち寄り施設も充実しているため、
基幹ルートとして検討も必要
・既設のサイクリングルートも取り込むべき
b)ルート選定を行う上での立ち寄り施設の考え方
・道の駅は基幹ルートを設定する際に重要な施設
c)その他
・上級者の路線となる区間も存在するため、エスケープ
ルートも含めた検討が必要
・走行する方向によっても見える景観が異なるため、そ
れを意識する必要がある
・案内の出し方についても検討が必要
これらの要素を基に一定区間毎に複数のルートを設定し
て比較評価・議論し、基幹ルート案の検討を行った。

(2)第２回ＷＧ（基幹ルートの絞り込み）
第１回ＷＧで検討した基幹ルート案について現地走行
調査を行った。現地確認は自転車とバスで行い、自転車
で帯広駅から中札内村までの区間を走行した。
また、バスで中札内村から芽室町嵐山展望台と清水町
美蔓パノラマパークを経由し、帯広駅までの区間を走行
した。
このようなプロセスを経て、第１回ＷＧで１つのルー
トに絞り込みができていなかった区間についても関係者
が現地を合同で確認し、議論を行うことにより最適なル
ートを絞り込むことで、基幹ルート案としてとりまとめ
を行った。（図-8参照）

４． サイクルマップ更新、ＰＲ動画作成
(1)サイクルマップの更新
サイクリストから特に要望の多いサイクルマップを平
成29年度に作成している。サイクルマップは、十勝地域
のサイクルイベントやサイクル拠点、道の駅等で配布さ
れており、トカプチ４００の情報発信を行っている。
当初のマップは、裏面に右左折が発生する交差点の拡
大図を掲載することで、利用者が迷わずに通行できるこ
とに重点をおいていた。しかしながら、平成29年度から
モデルルートの試行の取り組みにより、ルート案内に必
要な案内看板シールの設置を行い、さらに案内看板シー
ルの設置箇所が拡充したことや、図-10で示すとおりサ
イクリストが迷いやすい直進交差点において案内シール
を設置する等、現地における走行ルートの案内が改善さ
れたことから、マップ裏面の内容更新の検討を行うこと
となった。

図-8 策定された基幹ルート案

(3)第３回ＷＧ（アクションプランの設定）
基幹ルート案について、ルート上の課題やプラス要素の
具体的な内容や箇所を抽出し、基幹ルートとして位置づ
図-10 直進交差点の案内シール設置
けるために必要な取り組み（マイナス要素を引き上げる
視点）や売りとなる要素（プラス要素をさらにを伸ばす）
マップ更新にあたり、サイクリストや自転車事業者、
を整理した。これらの取り組みの推進や要素の改善を目
関係自治体の意見を取り入れるため、勉強会の中でディ
標設定とし、メニュー案や役割、スケジュール案を検討
スカッションを行った。情報発信ツールとしてのあり方、
し、アクションプラン案を策定した。（図-9参照）
マップの形式、掲載する内容等について意見が挙げられ
た。主な意見について以下に示す。
・ターゲット別（初心者向け・中上級者向け）、コンテ
ンツ別に作成することが必要
・複数マップがあると煩雑となるため、南北マップを１
つのマップにした方が良い
・写真は多い方が良く、おすすめ写真や印象的な写真を
掲載した方が良い
・動画コンテンツは重要でＨ２９作成の動画は中上級者
向けであるので、レンタサイクル利用者（初心者向け）
への動画も必要
また、初心者や観光客が多く利用するレンタサイクル
について利用状況を把握するために、レンタサイクル施
設でのアンケート調査を実施した。
図-9 策定されたアクションプラン案
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レンタサイクルへのアンケート調査は、十勝地域の主
要なレンタサイクル拠点である糠平源泉郷、帯広駅、十
勝川温泉、更別村内の４施設に協力を頂き、平成30年7
月から10月まで実施した。
サイクルマップに関わるアンケート調査結果は、以下
の通りとなる。（図-11、図-12参照）
・レンタサイクル利用者の多くが30km未満のショート
ライド
・レンタサイクルの利用目的は、「景観」「観光」「食」
の意見が多い
・あると良いサービスは、ルート案内看板、おすすめコ
ースや走行上の注意点が掲載されたサイクルマップ、
乗り捨てサービスの意見が多い

図-13 表面（中上級者向け）の内容
図-11 利用者の利用目的

図-12 あると良いサービス

ディスカッションとアンケート調査の結果から、以下
の方針でマップを更新した。
・北ルート、南ルートを合わせたマップに変更
・中上級者向け、初心者向けへの２パターン作成
・掲載する情報は、パターン別に分ける
・初心者向けには、「景観」「観光」「食」の情報を重
点的に掲載
当初はサイクルマップ更新をマップの裏面のみと考え
ていたが、図-13、図-14で示しているとおり、表面、裏
面の内容を更新した。また、北ルート、南ルートの２枚
のマップを１枚のマップに統合している。
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図-14 裏面（初心者向け）の内容

(2)ＰＲ動画作成
近年、ＹｏｕＴｕｂｅに代表される動画共有サービス
やＳＮＳを活用した動画配信が情報発信ツールとして多
く利用されていることから、トカプチ４００のＰＲ動画
を平成29年度に制作している。（図-15参照）

図-17 初心者向けＰＲ動画（十勝川温泉編）

図-15 トカプチ４００のＰＲ動画

レンタサイクルを利用する様な初心者向けへのＰＲの
重要性が高いことから、トカプチ４００のＰＲ動画以外
にレンタサイクルを利用したショートライド・ポタリン
グの動画について検討し、新たなＰＲ動画を制作した。
初心者向けＰＲ動画をレンタサイクル拠点等で配信す
ることで、レンタサイクルを利用する初心者や観光客に
向けても、十勝地域の魅力やサイクリング環境のＰＲす
ることが出来る。
十勝地域でロケーション別に４つのショート動画を制
作した。各ロケーションでテーマを設定し、折り畳み自
転車からクロスバイク、ロードバイク、e-bikeまで、十
勝地域でレンタルが可能な様々なタイプの自転車を用途
に分けて利用しながら、十勝地域のサイクリングの魅力
を伝える内容となっている。
・帯広編：駅前のレンタサイクル拠点から折り畳み自転
車を利用して市内をポタリングでグルメを楽しむ
・上士幌編：十勝ならではの大自然をクロスバイクを利
用してガイドの方と一緒に探索（図-16参照）
・十勝川温泉編：十勝川温泉周辺の新たなアクティビ
ティをe-bikeに乗りながら発見（図-17参照）
・更別編：十勝ならではの農村風景の中をロードバイク
を利用してサイクリングで楽しむ

ＰＲ動画には、研究会のメンバーにも企画段階から協
力を頂き、地域の事業者としての出演や地域の農家の方
への撮影に関する調整に協力いただく等、撮影・制作全
般に関して協力を頂いて行った。
なお、平成29年度に作成したトカプチ４００のＰＲ動
画は約1年間で約3,200回再生されており、トカプチ４０
０や十勝地域の魅力を多くの方々に情報発信しているこ
とから、初心者向けＰＲ動画も、動画配信サイトや各サ
イクル拠点等で配信する予定である。

５. おわりに
十勝地域のサイクルツーリズム推進の取り組みは、平
成27年度より研究会を立ち上げ、平成30年度で4年が経
過した。この間、勉強会やＷＧを開催する等、十勝地域
のサイクルツーリズム推進に向けて各関係者間が「十勝
が目指すサイクルツーリズム」についてイメージを共有
し、連携できる体制が整いつつある。体制が構築された
ことにより、地域の方々の活動が活性化し、アクション
プランの「情報発信」、「自転車走行環境の改善」、
「受入環境の充実」について一定の進展が図られている。
サイクルツーリズム推進は、地域の方々の活動が無く
ては、果たすことが出来ないため、今後も地域の方々が
継続して活動出来るような土壌を構築することが必要と
考えている。
サイクルツーリズム推進に関する地域協働型の取り組
みは、地域で活動されている方々の思いを共有し、意見
を聞くことが出来る貴重な機会である。また、地域の
方々と行動することで、十勝の魅力を再認識し、多くの
人に十勝の魅力を知って貰いたいとの思いを共有するこ
とができた。今後もこの思いを持って十勝地域のサイク
ルツーリズム推進のため、地域に貢献していきたい。
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図-16 初心者向けＰＲ動画（上士幌編）
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