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１．シーニックバイウェイ北海道の現状

【NEW】 2019年9月～

１３

３
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道の駅とシーニックバイウェ
イ全道地図「シーニックドライ

ブマップ」

毎号テーマに沿って、各ルー
トを紹介する冊子「シーニック

バイウェイ」（年2回発行）

2015年（平成25年）5月のシーニックバイウェイ北海道国際フォー
ラム（シーニックバイウェイ支援センタ―10周年記念事業）を最後
に全道的なフォーラム・シンポジウムを開催していない。

札幌地下歩行空間での美し
い風景パネルの展示

サンシャインシティ（池袋）で開催さ
れた北海道フェアでのPR

全道のルート代表・事務
局が一堂に会する「全道
ルート代表者会議（年1
回）」の他、全道を3ブロッ

クに分け、各ブロック毎に
集まるブロック会議（年1
回）も開催している。

１．シーニックバイウェイ北海道の現状

全道的なもの一部
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２．宮崎以外での日本風景街道大学の開催状況

No
開催
年度

開催年月日 名称 開催地

1 H24 平成24年10月25日～26日 風景街道サミット in あさま 群馬県嬬恋村

2 H25 平成26年2月14日～16日 日本風景街道大学 ふじのくに静岡校 静岡県静岡市

3 H26 平成26年11月7日～8日 日本風景街道大学 ご縁の国島根校 島根県松江市

4 H27 平成27年11月6日～7日 日本風景街道大学 白川郷・五箇山校
岐阜県白河村
富山県南砺市

5 H28 平成28年12月9日～10日 日本風景街道大学 ふくしま浜街道校 福島県いわき市

6 H29 平成29年10月27日～28日 日本風景街道大学 奥能登絶景街道 珠洲キャンパス 石川県珠洲市

7

H30

平成30年10月20日～21日 日本風景街道大学 しずおか校 静岡県静岡市

8 平成30年11月2日～3日
日本風景街道大学 しずおか校
（浜名湖校・浜名湖ミーティング）

静岡県浜松市

9 R1 令和元年9月20日～21日 日本風景街道大学 ニセコ羊蹄キャンパス 北海道ニセコ町

ご縁の国島根校 白川郷・五箇山校 ふくしま浜街道校 珠洲キャンパス 4



３．日本風景街道大学ニセコ羊蹄キャンパス開催報告
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名 称 日本風景街道大学ニセコ羊蹄キャンパス
× シーニックバイウェイ北海道推進協議会

日 時 令和元年9月20日(金)～21日(土)
・9/20(金)シーニックバイウェイ北海道推進協議会

話題提供、開催地報告、講演、テーマ別分科会、交流会
・9/21(土)エクスカーション（自転車・バス）

場 所 ニセコ町民センター／ヒルトンニセコビレッジ
主 催 日本風景街道大学ニセコ羊蹄キャンパス実行委員会

参加者数

約180人！

参加者数

約180人！
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後志総合振興局

実施体制
実⾏委員会

後援

実行委員長

石田東生氏

副実行委員長

後藤田紘氏

NPO法⼈⽇本⾵景街道コミュニティ
株式会社ニセコリゾート観光協会

シーニックバイウェイ北海道推進協議会
⽀笏洞爺ニセコルート代表者会議

⼀般社団法⼈北海道開発技術センター
⼀般社団法⼈シーニックバイウェイ⽀援センター

ニセコ町
国⼟交通省 北海道開発局 ⼩樽開発建設部
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日本風景街道大学
今回の特徴

①北海道では、初開催！

②SBW北海道推進協議会の併催

③SBWの原点、地元・地域住民が主役
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会議開催に向けて
第1回実⾏委員会(19/03/01) 第2回実⾏委員会(19/07/12)

合同リハーサル＠琴似パトス(19/09/13) 前⽇リハーサル＠ヒルトン(19/09/19)
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日本風景街道大学ニセコ羊蹄キャンパス

今回のテーマ

シーニックバイウェイ
と

観光地域づくり
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プログラム①

シーニックバイウェイ北海道
推進協議会
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■議事次第

（１）候補ルートの審議（知床ねむろ・北太平洋シー
ニックバイウェイ）

（２）ベスト・シーニックバイウェイズ・プロジェクト2018
の審議

（３）ルート審査委員会による現地視察概要について
（４）シーニックバイウェイ北海道の今年度の動き

・シーニックバイウェイ「秀逸な道」取組状況について
・関係機関とこれまでの連携取組事例について

○ 今回、「知床ねむろ・北太平洋シーニックバイウェ
イ」の候補ルートが登録

○ ベスト・シーニックバイウェイズ・プロジェクト２０１８
を審議し、各賞を決定

○ ルート審査員会による「十勝シーニックバイウェイ３
ルート」現地視察（７月２６日～２８日）、推進協議
会構成機関による連携の取組事例について紹介

シーニックバイウェイ北海道推進協議会 岩田会長（北海道
商工会議所連合会会頭）

会場の様子

シーニックバイウェイ推進協議会とは？？
シーニックバイウェイ北海道制度の運営を行うための各種決
定・改善・支援を行います。シーニックバイウェイルート・候補
ルートの指定を行い、ルートを持続的、効果的に促進させて
いくための調査・研究を行う。
構成員：北海道経済連合会／北海道商工会連合会／北海道観光振興機構／日本観光振興
協会北海道支部／日本旅行業協会北海道支部／日本自動車連盟北海道本部／北海道／林
野庁北海道森林管理局／経済産業省北海道経済産業局／環境省北海道地方環境事務所／
国土交通省北海道運輸局／東日本高速道路株式会社北海道支社／国土交通省北海道開発
局（事務局）
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○ 「知床ねむろ・北太平洋シーニックバイウェイ」のルー
ト関係者からルートのプレゼンテーションを行い、候補
ルート登録の審議を行った

▲「知床ねむろ・北太
平洋シーニックバイ
ウェイ」のプレゼン
テーションの様子

▲「知床ねむろ・北太平洋シーニックバイウェイ」の候補ルート登録となり、会長と
関係者で記念撮影
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同時開催
プログラム①

「秀逸な道」パネル展
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○ 全道１５区間の「秀逸な道」
をパネルや映像を使って紹
介。大型スクリーンでは、
シーニックバイウェイ北海道
の歩みや国道２２９号のプロ
モーションを投影した。

秀逸な道とは？？
『秀逸な道』の試行は、シーニックバイウェイ
活動団体へのヒアリングを踏まえて、北海道
開発局が設定した道内の国道 15 区間にお

いて、標識の集約等の道路景観の保全を行
うとともに、ドライブ観光客等への案内、情
報発信等を実施している取組み。
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○ 秀逸な道を支える地域の活
動もタペストリーにて紹介
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○ コロラドシーニックバイウェイ関係者
も招聘しており、コロラドシーニック
バイウェイのPRブースも設置
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同時開催
プログラム②

連携企業との
コラボ展示
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○ 北海道日本ハムファイターズとの連
携事例などを展示

○ これまでに発行した冊子「シーニッ
クバイウェイ」の展示

○ 開発広報などの掲載事例について
も展示

○ 道の駅と連携したシーニックバイ
ウェイドライブマップ等も展示
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同時開催
プログラム③

シーニックマルシェ
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○ ニセコの地場産品をはじめ、支笏洞爺ニセコルートと釧路湿原・阿寒・摩周シーニックバイウェ
イからはスイーツなど人気商品が並び、休憩時間を楽しむ参加者でにぎわった。 22
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○ 今回の風景街道にあわせて、シーニッ
クバイウェイ北海道のロゴと日本風景
街道のゴロを使った、オリジナルポロ
シャツやパーカーについても販売。
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○ 正面入り口外で
は、支笏洞爺ニ
セコルートの道
路協力団体で活
躍しているキッチ
ンカーがシーニッ
ククッキー等を販
売
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日本風景街道大学 ニセコ羊蹄キャンパス

開会／来賓挨拶
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日本風景街道大学 ニセコ羊蹄キャンパス
実行委員長 石田東生氏

日本風景街道コミュニティ自治体連絡会会長
嬬恋村村長 熊川栄氏

○ 開会として、実行委員長の石田先生、来賓として
嬬恋村 熊川村長にご挨拶頂いた。
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日本風景街道大学 ニセコ羊蹄キャンパス

話題提供／開催地報告／講演
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▲⽇本⾵景街道における今後の展開
及び道路協⼒団体制度の活⽤

国⼟交通省 道路局 環境安全・防災課⻑
渡辺 学 ⽒

▲ニセコ町の概要と
インバウンドの取り組み

ニセコ町 町⻑ ⽚⼭ 健也 ⽒

▲⽇本⾵景街道⼤学のルーツ
シーニックバイウェイ北海道のあゆみ
前 国⼟交通省 北海道局⻑ 和泉 晶裕 ⽒

○ 国土交通省道路局環境安全・防災課課
長の渡辺学氏より、「日本風景街道にお
ける今後の展開及び道路協力団体制度
の活用」について話題提供を頂いた。

○ 開催地ニセコ町町長の片山健也氏より、
「ニセコ町の概要とインバウンドの取り組
み」につて報告頂いた。

○ 前国土交通省北海道局長の和泉晶裕
氏より「日本風景街道のルーツ～シー
ニックバイウェイ北海道のあゆみ～」と
題して、基調講演頂いた。

29



30



日本風景街道大学 ニセコ羊蹄キャンパス

シーニックバイウェイ北海道
ベストプロジェクト受賞活動

発表・表彰式
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「きた北海道エコ・モビリティ」の推進
天塩川シーニックバイウェイ
宗谷シーニックバイウェイ

部門賞
魅力ある観光空間づくり

道路景観の改善に向けた道路附属物の影
響評価と改善
釧路湿原・阿寒・摩周シーニックバイウェイ

部門賞
美しい景観づくり

どうなん道の駅連携事業
どうなん・追分シーニックバイウェイルート

最優秀賞
部門賞
活力ある地域づくり

○ 午前中のシーニックバイウェイ北海道推進協議会で受賞が決まったベスト・シーニックバイウェ
イズプロジェクト２０１８について授賞式を行った
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日本風景街道大学 ニセコ羊蹄キャンパス

分科会

テーマ１：シーニックバイウェイとインバウンド
【観光地域づくり】

座 長 原文宏氏（NPO法人日本風景街道コミュニティ理事)
副座長 佐藤雄一氏（静岡県サイクルツーリズム推進協議会事務局長）
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【ニセコエリアの開発：VFR旅行
の現状と課題】

大久保実氏（ジャパンプレミア
ムインターナショナル株式会社

代表取締役）

【アウトドア聖地長野県の自
転車旅～すわ旅～の由来】
小口良平氏（諏訪湖八ヶ岳自
転車活用推進協議会 代表）

【シンガポールと北海道の交
流・ドライブ観光の課題】
西村理佐氏（プライムトラベ
ル 代表取締役社長）

○ ニセコ町で不動産開発に携わる大久保氏がニセコエリアの観光面の推移と国際的な投資が集
中する背景を説明。VFR(Visit Friends and Relatives:知人・親族を訪ねる旅行)が新たな観光産
業を切り開く上でもキーワードになると提起。

○ 諏訪湖八ケ岳周辺でサイクリング推進に取り組む小口氏は、ガイドは地域をつなぐコンシェル
ジュであり、オーバーツーリズム防止のガーディアンと語り、インバウンド・サイクリングの可能性
を説明。

○ 西村氏はシンガポールを主とする訪日旅行専門会社の立場から、地域の家庭料理の会や鳥取
県の小学校との交流など訪日者が地域の人とつながる素晴らしさを紹介。
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日本風景街道大学 ニセコ羊蹄キャンパス

分科会

テーマ２：シーニックバイウェイとビジネス
【活動の継承】

座 長 臼井純子氏（NPO法人日本風景街道コミュニティ理事)
副座長 紺野裕乃氏（一般社団法人シーニックバイウェイ支援センター理事）
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【「道の駅」でのビジネス展開
について】

水野宏治氏（国土交通省 道路
局 企画課 評価室長）

【日本の原風景 枝垂桜の咲く里
への回り道】

塚越秋三氏（NPO法人 徳合ふ
るさとの会 代表）

【トカプチ雄大空間の活動】
野村文吾氏（十勝シーニック
バイウェイ トカプチ雄大空

間 代表）

○ 野村氏は「トカプチ雄大空間」を中心に十勝シーニックバイウェイの活動を紹介したのち、ルート
指定時から取り組んできたチケット販売(トカプチめぐり券→ガーデン・グルメ・温泉チケット→会
員制とかちファンクラブ)の成果や課題を説明。

○ 塚越氏は新潟県の「NPO法人徳合ふるさとの会」の活動について、草刈りやアルミ缶・鉄くず回
収、道の駅での生鮮品販売などで得た収益をさらなる地域の魅力づくりの資金に充て、来訪者
を増やしている様子を伝えた。

○ 水野氏は、全国に1160駅に達した道の駅のビジネス展開について解説。今年度から民間ノウ
ハウ活用を進め、公益機能、経営機能、収益機能の強化に取り組む方向性が示された。
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日本風景街道大学 ニセコ羊蹄キャンパス

分科会

テーマ３：シーニックバイウェイと景観づくり
【景観の保全と活用】

座 長 山内秀彦氏（NPO法人日本風景街道コミュニティ理事)
副座長 長内正宏氏（北海道開発局建設部道路計画課道路調査専門官）
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【電線・電柱の見えない化～景
観づくりの取り組み～】

古谷和之氏（支笏洞爺ニセコ
ルート NPO法人WAOニセコ
羊蹄再発見の会 理事長）

【コロラドシーニックバイウェイの取
り組み～歴史的景観保全～】

ハイディ・パンコウ氏（コロラドSBW
ユーレイ市観光局 産業メディア・顧
客エンゲージメント担当責任者）

【つなぐ道・世間遺産・つながる
道】

加藤千明氏（日本風景街道 別府
海岸・国東半島海べの道推進協議会

事務局長）

○ 古谷氏はニセコ羊蹄エリアにおける「電線・電柱のみえない化」の取り組みを中心に発表。羊蹄
山の眺望を妨げていた電線の移設を粘り強く働きかけて実現した経緯をはじめ、景観診断を
行って道路附属施設の改善やビューポイントパーキングの整備を進めるなどの活動を紹介。

○ シーニックバイウェイ発祥地コロラドで活動に取り組むハイディ・パンコウ氏はサンファン・スカイ
ウエイとアルパイン・ループを中心に道の特色や活動を紹介。温泉と歴史的施設が重要な観光
資源になっていることを紹介。

○ 加藤氏は、かげかえのない日々の暮らしの集積が風景であり、そこに表れる地域の人の善意
の堆積が「世間遺産」とし、それを地域の人々が再認識して自信を持つことが観光につながると
活動を報告。
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日本風景街道大学 ニセコ羊蹄キャンパス

各分科会の振り返り
全体総括
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【分科会の全体総括】
田中孝治氏（NPO法人日本風景街道コミュニティ 理事） 44



日本風景街道大学 ニセコ羊蹄キャンパス

次期開催地報告
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山下政良氏
（愛知県田原市 市長） 46
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日本風景街道大学 ニセコ羊蹄キャンパス

閉会挨拶
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後藤田紘氏
（日本風景街道大学ニセコ羊蹄キャンパス 副実行委員長） 49
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日本風景街道大学 ニセコ羊蹄キャンパス

交流会

51



後志総合振興局 局長
北谷啓幸氏

北海道開発局 建設部長
平野令緒氏
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