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１．北海道経済の高付加価値化  
 

(１) 北海道の魅力の掘り起こし・磨き上げ  

北海道の観光資源の「本物の価値」をしっかりと掘り起こし、提供方法を磨き上げていく

ことが必要である。（うそ物、作り物は所詮一過性の人気頼みで持続性があるとは言えない）  
   

〔北海道運輸局〕 
・北海道観光掘り起こし・磨き上げコンテストの実施（平成２４年度） 

標記コンテストを開催し、道外のプロの視点で道内の観光に関する取組を評価してもらい、

取組の更なるブラッシュアップのためのアドバイスを受ける。  
   

〔北海道開発局〕 
・シーニックバイウェイ北海道の推進（平成１５年度～） 

みちをきっかけに地域住民の方々と行政とが連携し、景観をはじめとした地域資源の保

全・改善の取組を進めることにより、美しい景観づくり、魅力ある観光空間づくり、活力あ

る地域づくりを図る。 
・みなとオアシス北海道の推進（平成１８年度～） 

全道７か所で登録されているみなとオアシスにおいて、旅客ターミナル、広場等やスペー

スを活用し、住民参加型の地域活性化の取組を推進する。  
・「わが村は美しく－北海道」運動の推進（平成１３年度～）  

地域の魅力と活力を高めようとする住民主体の活動を支援し、運動に参加する団体の情報

を広く発信、波及させることによって、農山漁村の新たな発展を図る。  
   

〔北海道経済産業局〕 
・小樽の歴史的建造物を活用した新観光創出支援  

地域力活用新事業∞全国展開プロジェクト事業を活用し、小樽が誇る歴史的建造物を活用

し能舞台やアート・プロジェクト等を実施すると共に、歴史的建造物探訪ツアーの開発、建

造物等を紹介するガイドブックの PR を通じて、観光都市としての魅力を高め、時間消費・

滞在型観光を創出する。（平成２４年度：小樽商工会議所）  
 

〔北海道〕 
・北海道観光ブランデング事業(北海道観光ブランド開発促進事業)（平成 22 年度～24 年度）  

北海道が優位性や可能性を持つ地域ならではの「食」を活かした観光資源の発掘、磨き          

上げから旅行商品化による誘客までの取組に係る支援事業を実施する。 
・国際観光振興費（昭和５８年度～）  
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外国人の目線を活用し、外国人観光客が利用しやすい観光地づくりや魅力と感じる            

観光素材の発掘、磨き上げを図る。  
 

 (２) 北海道ライフスタイルを生かした取組の展開  

「アジアで唯一、西欧田園地域の豊かなライフスタイルを享受できる地域」である。西

欧と緯度が同じだから体感できる春から秋にかけての長い日照時間帯にアウトドアでジン

ギスカン・ワイン・チーズ等を味わうこと、酪農、花卉園の風景を楽しみながらのドライ

ブ、湖沼での遊覧船、アウトドア・アクティビティを満喫することなど、ゆったりと精神

的にも豊かな時間を過ごすことこそ、北海道の本当の観光魅力である。  
   

〔北海道運輸局〕 
・公共交通利用で道産酒類のある豊かなライフスタイルを実現するプロジェクト（平成２４年

度） 
一定種類以上の道産ワインの常備など一定の基準を満たし、道産ワインを応援する協力団

体等の推薦を得た飲食店の情報について、グルメ情報サイトを運営する（株）ぐるなびのサ

イト上で紹介する。これにより、北海道産ワインと道産食材の消費拡大並びに公共交通の利

用促進を図るとともに、ワイナリーツアーの一層の振興と道産ワインのある豊かな北海道ラ

イフスタイルの確立を目指す。  
・北海道ロングステイ、船に乗って知りつくそう（平成２４年度）  

旅客船業界のみならず、旅行業界、自動車関連業界、道路関係機関、メディア等広範な関

係者の連携を軸に「北海道における船旅促進連携懇談会（事務局：北海道運輸局、北海道旅

客船協会）」を開催。北海道旅行のロングステイ化を推進するため、船旅をはじめとした交通

アクセス情報、観光情報、宿泊情報などを網羅したポータルサイトを開設し、きめ細かな情

報を発信している。  
 

〔北海道〕  
・長期滞在型観光促進事業（平成 24 年度～）  

道内各地域に道外から長期宿泊客をモニターとして呼び込み、受入体制や環境整備などの

課題等の検証を行い、長期滞在型観光を促進する。  
・アウトドア活動振興環境整備事業（平成 23 年度～）  

本道の雄大で豊かな自然の中で、誰もが安全に安心してアウトドア活動が楽しむことがで

きるよう、北海道アウトドア資格制度の運営を通じ、アウトドアガイド・事業者のほか、地

域に根ざした人材の育成・確保を図るなど、より多くの道民が参加しアウトドア活動を支え

る基盤づくりを推進する。  
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(３) 農水産業・食やコンテンツなど異業種と観光との連携による道内産業の振興  

裾野が広い観光の特色を生かし、これまで関わりが必ずしも強く無かった他産業と観光と

の連携を強化することで、北海道の観光魅力の向上のみならず、他産業の高付加価値化や

輸出等の促進にもつなげていく、との視点を持つことが重要である。  
 

〔北海道運輸局〕 
・中国をターゲットとした「北海道スイーツ街道」PR 事業（平成２３年度）  

銀行や道内菓子メーカーと連携し、乳製品など北海道の優れた原材料を活かした新たなコ

ンテンツとして「スイーツ」を取り上げ、旅行雑誌での紹介と関連旅行商品の造成により、

観光客の誘致と道産品の PR 等を同時に図る。  
・台湾ドラマ「白色の恋」のロケ地を巡る旅行会社・メディア招請事業（平成２４年度）  

映像産業の振興及び映像のプロモーション効果を活かした観光客の誘致などを目的とした

「札幌コンテンツ特区」の取組と連携し、台湾で放映されるドラマのロケ誘致に加え、ＴＶ

と旅行雑誌によるロケ地の紹介と旅行商品造成、ドラマと連動した土産品の開発など、複合

的なロケ地ツーリズムの推進を図る。  
 

〔北海道開発局〕 
・北海道マリンビジョン２１の推進（平成１６年度～） 

全道２９地域で策定されている地域マリンビジョンの取組を通じて、水産業と観光との連

携を図りつつ、様々な漁村地域の資源を活用した都市漁村交流の推進を図る。  
   

〔北海道経済産業局〕 
・札幌コンテンツ特区事業の推進  

「ロケの誘致」、「札幌からの海外発信」、「観光客の増加」の実現に向けた支援を実施。海

外における北海道の魅力発信を通じ、地域産品の海外展開やインバウンドの増加に寄与する。

（平成２４年度：さっぽろ産業振興財団） 
・北海道チーズ＆ワイン街道への支援  

中小企業海外展開支援事業費補助金（JAPAN ブランド育成支援事業）を活用し、北海道

産のワインとチーズについて「輸出適合商品の開発」により魅力度を向上させ、国際ブラン

ド確立による中国等への販路拡大と「北海道チーズ＆ワイン街道」への観光誘致による地域

経済活性化を支援する。（平成２４年度：(一社)シーニックバイウェイ支援センター）  
 

〔北海道〕 
・北海道観光ブランデング事業(北海道観光ブランド開発促進事業)（平成 22 年度～24 年度）〔再

掲〕 
・北海道ロケーション誘致推進事業（平成 13 年度～）  
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北海道の魅力を海外へ発信する映像コンテンツづくりを進めるため、海外映像製作者           

に対する情報発信や、ロケ撮影に係る全道的な受入体制を整備する。 
 

（４）ラグジュアリー観光の推進  
ラグジュアリー層に対して、北海道ならではの高品質なコンテンツ情報を発信し、北海

道観光の高付加価値化と受入体制の充実を図る。  
   

〔北海道運輸局〕 
・International Luxury Travel Market Asia（ILTM  Asia）関連事業（平成２４年度） 

北海道の優位性を活かしたスキーやゴルフ、豊かなフィールドでの体験、クオリティが高

い食等をテーマに、ラグジュアリー層を顧客にもつアジア・オセアニア地区のバイヤーが一

同に会する旅行商談会、ILTM Asia への出展と公式視察旅行の受入れを通じて、ラグジュア

リー観光の推進を図る。  
 

〔北海道〕 
・外国人観光客誘致特別対策事業（海外富裕層誘致推進事業）（平成 24 年度～）  

海外の富裕層をはじめ新規顧客層の需要を喚起し、本道への誘客を図 るため、受入体制の

整備や新規顧客の開拓・誘致活動を実施する。 
 

（５）ニューツーリズム等の推進  
これまで観光との関わりが必ずしも強く無かった異質の分野との連携を強化し、「学び」、

「体験」をキーワードとした北海道ならではの観光商品化を進めるなどニューツーリズム

を推進することが必要である。  
   

〔北海道運輸局〕 
・スポーツ観光の推進（平成２２年度～） 

北海道のスポーツ観光の振興に向けた幅広い関係者の連携による「北海道スポーツ観光連

絡会議」を設置し、スポーツと観光に関する情報共有や情報発信を行うとともに、モニター

ツアーの実施やＶＪ地方連携事業等を活用した海外プロモーションを実施し、スポーツによ

る交流人口の増加を図る。  
 

・北海道の独自性打ち出しツアー造成（平成２４年度） 
モニターツアーの実施等を通じて、たとえば、ワイナリーツアー、パノラマビューツアー

など北海道の個性、独自性を全面に打ち出した「学び」、「体験」をキーワードとした北海道

らしいツアーの造成を促進する。特に、北海道でしか体験できない農業体験などを通じて、

地域の人とのつながりづくりや北海道の農水産物のおいしさを体験することで、生涯の北海
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道ファンづくりに資する小さな子ども連れ家族旅行者や教育旅行向けの体験メニューの充実

を図る。  
 

〔北海道開発局〕 
・公共施設見学ツアー（インフラツーリズム）の造成（平成２４年度～） 

旅行商品の中に社会資本（橋梁、ダム、港湾等）見学を取り入れた体験型ツアーを旅行会

社が企画催行できるよう仕組みを構築し、地域の観光資源との連携による「学びの場」を提

供する体験ツアーを造成する。  
 

〔北海道経済産業局〕 
・写真撮影の同行指導と WEB による新たなタンチョウ撮影ツアーの提供 

中小企業地域資源活用促進法を活用し、ツアー参加者の撮影技術レベルに応じた撮影ノウ

ハウの伝授を行う「タンチョウ撮影ツアー」とツアー参加者が撮影した写真をインターネッ

ト上で公開する仕組みを組み合わせることにより、鶴居村・タンチョウ生息地等の PR を行

い、当地域への観光客増を目指す。（平成２４年度：（有）泰都（鶴居村））  
 

〔北海道〕 
・各種観光情報の提供 

北海道観光局のホームページにおいて、道内の「体験型観光」、「産業観光」、「グリーンツ

ーリズム」などに関する情報を提供する。  
 

（６）クルーズの振興  
世界のクルーズ人口は今後も増加が見込まれ、特にアジア・太平洋地区では、中国を中

心に市場が急成長しており、２０２０年には欧州と同規模の５００万人となると予測され

ている。今後、中国を中心としたアジアのクルーズ需要はさらなる増加が見込まれており、

これらの観光需要を取り込み、北海道経済の活性化に確実に結びつけて行くことが重要で

ある。  
   

〔北海道運輸局〕 
・クルーズキーパーソン招請事業（平成２４年度）  

ＶＪ地方連携事業で室蘭港、函館港、釧路港、苫小牧港からなる北海道太平洋側４港湾ク

ルーズ誘致連絡会と連携し、米国のクルーズ船社「ロイヤル・カリビアン・インターナショ

ナル」の関係者を招請し、道内の観光地の視察を実施する。 
今後、北海道の港が単体ではなく各港湾が相互に連携して観光の魅力をＰＲすることによ

り、海外クルーズ客船の北海道寄港誘致を目指す。  
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〔北海道開発局〕 
・小樽港（日本海側拠点港）を核とした環日本海クルーズの振興（平成２３年度～） 

小樽港・伏木富山港・舞鶴港の連携による環日本海クルーズのブランド化に向けた取組及

び国際競争力を高めるクルーズ拠点港を形成する。  
・道央圏５港の連携によるクルーズ観光振興（平成２３年度～） 

「道央圏港湾の広域連携による機能強化に係る基本合意」（平成 23 年 4 月）に基づく、道

央圏５港（室蘭港・苫小牧港・小樽港・石狩湾新港・白老港）の連携による共同ポートセー

ルス等を実施する。  
・クルーズ客船へのおもてなし 

室蘭港等の道内港湾において、クルーズ客船の受け入れに際し、歓送迎イベントの開催な

ど来訪者に対するおもてなしを各地域の多様な機関・団体等の連携により実施する。  
 

２．持続可能な地域づくりへの貢献  
 

（１）域内観光消費の着実な取り込み  
急速に経済成長が進むアジア諸国の更なる拡大が見込まれる観光需要を取り込み、道内

観光消費の拡大や若者の雇用の場の創出・確保等を通じて、持続可能な地域づくりを進め

ることが重要である。  
   

〔北海道運輸局〕 
・ＶＪ地方連携事業の推進  

北海道ブロック戦略に基づいた、地域と連携した効果的な北海道への誘客プロモーション

の展開（平成１５年度～）  
北海道スノー・トラベル・エキスポの開催（平成２３年度～）  
教育旅行の誘致（平成１８年度～）  
ラグジュアリーマーケット（ILTM Asia)へ出展 等（平成２４年度） 

・訪日外国人旅行者の受入環境整備 
受入環境整備拠点事業（平成２３年度～）  
受入環境整備サポーター派遣事業（平成２３年度～） 
外国人旅行者の移動容易化のための言語バリアフリー化事業（平成２１年度～）  
北海道の外国人観光客ひとり歩き支援ミニマム言語バリアフリープロジェクト（平成２４

年度）   
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〔北海道経済産業局〕 
・利用者目線での情報発信により４商店街の回遊性を向上  

中小商業活力向上事業を活用し、４つの商店街が連携して「おもてなし心得３カ条」を策

定する。さらに、地元大学と連携して「食楽ヘルシーMAP」など学生視点の回遊 MAP を制

作するとともに、スタンプラリーを実施する。（平成２４年度：なかじま商店街振興組合）  
 

〔北海道〕 
・外国人観光客誘致特別対策事業（平成 24 年度～）  

震災や原発事故の影響で減少した外国人観光客の回復・拡大を図るため、東アジア           

地域からの誘客活動を積極的に行うとともに、新規市場開拓の取組などを行う。  
・コンベンション誘致促進事業（平成元年度～）  

本道へのコンベンション誘致を一層促進するため、国際ミーティングエキスポへの             

出展などを通じ、道外のコンベンション主催者に対して積極的なプロモーションを行う             

ほか、本道で開催されるコンベンションのうち大規模なものに対して助成する。        
       

（２）FIT 型・滞在型観光に対応できる地域ぐるみの観光地づくり  
団体型から FIT 型へという旅行形態の変化や滞在型観光に対応可能な旅行者の多様な嗜

好やニーズにも応えられる多彩な観光魅力を持った地域づくりを進めることが重要である。  
   

〔北海道運輸局〕 
・観光圏の整備 

観光地域づくりプラットフォーム支援事業（平成２３年度～）  
重点的な取組を行う観光圏事業（中核人材育成）（平成２３年度～）     
観光地域ブランド確立支援事業（平成２５年度）  

・旅行形態の変化等に対応した観光地域づくりに資する地域観光イノベーションの促進  
地域観光イノベーション促進事業（平成２５年度）  

・家族・少人数グループ旅行需要取込促進事業 
北海道お気軽一人旅サポートサイトの構築（平成２４年度）  

・ユニバーサルツーリズムの促進  
ユニバーサルツーリズム促進事業（平成２５年度）  

 
〔北海道経済産業局〕 

・要介護認定者の介護予防を目的とした北海道の食・観光資源活用型ヘルスケアサービス創出

事業  
地域ヘルスケア構築推進事業費補助金を活用し、要介護認定者を対象にしたリハビリテー

ションと観光産業の連携による新たなビジネス領域拡大を図る。利用者の自立や趣味・生き
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がいづくりに資するサービスを提供するため、相談対応やプログラムの企画、円滑な受入オ

ペレーション等を担うコンシェルジュ機能を設置。効果的なサービス提供を実現するための

ノウハウを蓄積し、介護事業者や着地型観光旅行会社等に提供するビジネスモデルの構築を

目指す。（平成２４年度：（株）HK ワークス） 
 

〔北海道〕 
・長期滞在型観光促進事業（平成 24 年度～）〔再掲〕       
・広域観光促進地域支援事業（平成 24 年度）  

地域の観光協会等が主体となって実施する、複数の市町村を含む広域的な観光地           

が連携した魅力ある観光地づくりに向けた受入体制整備を支援する。  
・北海道観光ブランデング事業(北海道観光開発ブランド開発促進事業)（平成 22 年度～24 年

度）〔再掲〕  
 

〔ＪＲ北海道〕 
・インバウンド旅客誘致の強化（継続実施） 

インバウンド個人旅行者の北海道観光へのモチベーションアップのために、専用ホームペ

ージ、Facebook、ブログを開設しているほか、リピータ獲得のため、駅施設における多言語

化、無料 Wi-fi 環境の提供を行う。 
 

（３）観光を担う人材の育成と地域住民のホスピタリティ  
観光分野での人材の育成は重要であることから、地域の大学や観光業界とも連携し、観

光地域づくりを担う人材を育成するため、相互の取組情報を交換したり、地域づくりに必

要な情報を共有・交換できる仕組みづくりを進めるほか、これからの観光産業を支えてい

く次世代の観光経営マネージメント層の育成や観光産業従事者の接遇研修などを進めるこ

とが重要である。  
   

〔北海道運輸局〕 
・観光セミナー及び地域密着型人材養成研修 （平成２３年度～）  
・北海道観光アクティビスト支援ネット（平成２４年度）  
・重点的な取組を行う観光圏事業（中核人材育成)（再掲）  
・北海道観光の未来を担う次世代経営者勉強会（平成２４年度）  
 

〔北海道経済産業局〕 
・北海道のおもてなし経営力の向上  

「ホテル・宿泊」、「食・レストラン」に代表されるサービス業やその他幅広い業種の経営

改善に役立つ新たな気づきを提供する。 
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具体的にはセミナーの地域展開により、「従業員満足」、「顧客満足」さらに「地域貢献」を

実践する「おもてなし経営企業」の具体的な経営手法の紹介･普及を図る。（平成２４年度以

降随時）  
・北海道地域観光産業活性化人材養成等事業  

地元企業や新たに進出する企業、観光客のニーズなどを把握・分析し、必要とされる人材

を育成するために必要なプログラムを作成し、実行する。事業運営については、地域の観光

産業について広く研究している北海道大学観光学高等研究センターの協力を得て取り組む。

具体的には、主にサービス産業で活躍するためのホスピタリティ・スキルや語学力の向上等

を目的とした「実務的能力向上コース」の実施や、農業などの地場産業や地域資源を生かし

た新たな観光資源づくりに取り組む「地域ビジネス創造コース」についてのカリキュラムや

講義テキストの検討を行い、北海道全域において継続可能な人材育成体制の構築を図る。（平

成２３年度ニセコ町商工会）  
 

〔北海道〕 
・観光マネージャーステップアップ事業（平成 22 年度～）  

観光事業を生み出す地域観光人材のネットワーク形成の促進と観光事業を牽引する           

人材の育成を実施する。  
・ホスピタリティ推進事業（平成 16 年度～）  

観光ボランティアガイド等の外国人観光客等に対するホスピタリティ向上を図るため、観

光関係者等による意見交換会と外国人観光客の受入に関する研修会などを開催する。  
・国際観光振興費（昭和 58 年度～）〔再掲〕 

         
〔ＪＲ北海道〕  

・北海道大学大学院寄附講座設置および同講座へ社員参加（継続実施） 
ＪＲ東日本と共同して実施している北海道大学大学院への観光学講座の継続設置とこれま

で参加し修了した 3 名の社員に加え、新たに 25 年度から社員 1 名を参加させる。  
 

（４）観光資源の保全、環境との共生や伝統的価値の伝承などを学ぶ観光の推進  
持続的な地域づくりを進めるためには、地域の環境の保全と環境に負荷が少ない持続可

能な利用という視点に立ち、北海道の豊かな自然環境をはじめ、歴史や生活・文化、産業

などを大切に守り育て、次世代に引き継ぐとともに、訪れる人々がその豊かさを堪能でき

る観光地づくりを進めていくことが重要である。  
   

〔北海道運輸局〕 
・エコツーリズムの推進  

顧客満足型旅行商品推進事業（平成２３年度～）   



10 
 

・ニューツーリズム育成  
観光地域動向調査事業（平成２０年度～）   

・着地型旅行商品造成支援等  
北海道ならではの体験と地域の人とのつながりづくりが楽しめる小さな子ども連れ家族旅

行者や教育旅行向けの体験メニューを充実させる。（平成２４年度）  
 

〔北海道開発局〕 
・国際競争力の高い魅力ある観光地域づくり 

北海道らしい豊かな自然環境の保全や適正な利用を図るための取組として、釧路湿原の保

全・再生や網走湖等における水環境改善を推進する。  
・観光資源の保全、環境との共生  

流域特性や周辺の自然環境を踏まえた多自然川づくりや自然再生事業を推進する。  
魚類の河川遡上・降下環境を改善するための魚道整備を推進する。  

・観光地づくりと連携した河川空間の整備  
地域の特性・文化を踏まえたまちづくりと連携した親水空間の創出や河川空間の整備を推

進する。 
・観光資源たる土木遺産の保存・保全  

北海道の歴史を刻んだ施設を観光資源として有効に活用するための取り組みとして土木遺

産（稚内港北防波堤、小樽港北防波堤及び函館漁港石積防波堤）の保存・保全を推進する。 
 

〔北海道〕 
・北海道教育旅行定着促進事業（平成 24 年度～）  

将来を担う子供たちに、「体験学習」、「環境・社会学習」など多様で独自な素材を多            

数有する北海道の役割や観光について学びと感動の場の提供を積極的に推進する。  
・アウトドア活動振興環境整備事業（平成 23 年度～）（再掲）  

 
（５）新幹線や LCC など新たな交通体系の整備・充実を踏まえた地域づくりの推進  

新しい交通インフラを最大限に生かして、訪れる観光客に道内各地域の魅力を楽しんで

もらえるよう、各々の地域が資源の掘り起こし磨き上げに取り組み、観光魅力の向上に努

めることが重要である。  
   

〔北海道運輸局〕 
・北海道新幹線新函館開業を見据えた受入環境の整備・充実  

東北・みなみ北海道の広域観光ルートの形成・旅行商品造成のための勉強会の開催やモニ

ターツアー等を実施する。（平成２４年度）  
・北海道観光掘り起こし・磨き上げコンテストの実施（平成２４年度） （再掲） 
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〔北海道〕 
・北海道観光誘致推進事業（平成 16 年度～）  

 （社）北海道観光振興機構が実施する各種宣伝事業に対して支援し、新幹線開業も            

視野に入れ、観光客誘致に向けた北海道観光の魅力の効果的なＰＲを実施する。 
 

〔ＪＲ北海道〕 
・新函館（仮称）駅周辺地域観光開発（継続実施） 

新函館駅（仮称）周辺自治体（函館、北斗、森、鹿部、七飯）、渡島振興局と当社間で、新

たな観光素材、観光ルート、二次交通の提供等へ 向けた勉強会を立ち上げる。  
・木古内駅周辺地域観光開発（継続実施） 

木古内駅周辺自治体（木古内、江差、松前、奥尻、知内、上ノ国、乙部、福島、厚沢部）、

渡島振興局、檜山振興局で組織する新幹線木古内駅活用推進協議会に協力し、新たな観光素

材、観光ルートや二次交通の検討を行う。  
 

（６）北海道の魅力の掘り起こし・磨き上げ（再掲）  
 

（７）北海道ライフスタイルを生かした取組の展開（再掲）  
 

３．地域の暮らしを支える交通と交流の確保  
 

（１）観光交流の活発化等を通じた公共交通の維持・活性化  
地域に既にあるモノ、コトを再評価し、掘り起こし・磨き上げなどの取組を進めるとと

もに、磨き上げた観光資源を地域公共交通が結んで走るなどの路線の工夫、観光客が乗り

やすいダイヤの工夫やイベント実施、車両の改装による「自らが観光資源」となることな

ど、観光客の取り込みを図り、地域の足の維持・確保に資するよう創意工夫を凝らすこと

が重要である。  
   

〔北海道運輸局〕 
・地域公共交通確保維持改善事業（平成２３年度～） 
・北海道における交通弱者モビリティ確保勉強会（平成２３年度～） 

交通空白地帯の実態把握のための調査（平成２３年度） 
・旅行しやすい交通ネットワークの形成 （平成２４年度～） 

観光ルートの形成に資する交通機関相互のダイヤ等の連携・調整により個人・小グループ

に対応した旅行商品化を促進する。  
北海道観光おもてなしタクシーの普及促進  
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・バス利用促進の取組強化  
北海道内でバスを利用しようとする方々の不便を解消し、バス利用を促進するために、「乗

合バス会社ＨＰ一覧」を国土地理院北海道地方測量部の協力を得て作成する。  
・北海道お気軽一人旅支援プロジェクト（平成２４年度）  

LCC の就航により、今後増大が見込まれる一人旅を促進するための支援サイトを広範な関

係者と協同して構築する。  
・「交通事業者ＨＰユーザビリティ評価」の実施 （平成２４年度）  

一般ユーザーの意見を参考にしつつ、道内各交通事業者のＨＰを対象としてコンテンツの

充実度とユーザビリティの観点からアセスメントを実施。改善を促すことで来道観光客の増

加と地域公共交通の利用者の増加につなげる。  
 

〔北海道〕 
・「北海道を旅しよう」プロジェクト推進（平成 24 年度）   

道民の道内宿泊や閑散期の道内旅行を促進するためのキャンペーンを実施する。 
 

（２）航空路線やチャーター便の拡充  
四方を海に囲まれている北海道において、道外観光客の８５％以上が飛行機を活用して

おり、北海道旅行しやすい環境づくりを進める上で、国内外と北海道を結ぶ定期あるいは

チャーターによる航空路線の拡充は重要である。  
   

〔北海道運輸局〕 
・ＶＪ地方連携事業による航空会社職員招請を通じた国際定期航路の誘致活動支援（平成１５

年度～） 
・チャーター就航時の空港での歓迎（平成１７年度～） 
・道内空港の経営改革に向けた検討支援のための情報提供等（平成２３年度～）  
 

（３）船を活用した交流の活発化  
フェリーや遊覧船に乗船することで日常の時間の流れから解放され、癒しのひとときを

過ごすことができる。こうした『船旅』の魅力を積極的にアピールし、利用を促進してい

くことが必要である。  
   

〔北海道運輸局〕 
・北海道における船旅促進連携懇談会の開催、旅客船需要の掘り起こし  

「北海道ロングステイ船に乗って知りつくそう！」（平成２４年度）（再掲）  
 

（４）新幹線や LCC など新たな交通体系の整備・充実を踏まえた地域づくりの推進（再掲）  
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（５）多様な観光交流を支える社会資本整備の推進  
      

〔北海道開発局〕 
・広域的な幹線道路ネットワークのミッシングリンクの解消、ネットワーク機能の向上 

主要都市間等を結ぶ高規格幹線道路の未整備の部分（ミッシングリンク）等の整備を推進

する。  
・空港施設の機能保持と冬季の定時性確保 

新千歳空港等における航空機の安全・安定運航を確保するため、滑走路、誘導路等の老朽

化及び劣化した施設の更新・改良等を推進する。  
新千歳空港における冬季の遅延時間短縮や離陸確実性向上を図る社会資本整備を推進する。  

・国内外を結ぶフェリー・クルーズターミナル機能の向上 
青函フェリー航路の効率化、安全性を高めるためのフェリーターミナル機能の向上（函館

港）及び国内外クルーズ需要に応じたクルーズターミナル機能の向上（小樽港）を図るため

の社会資本整備を推進する。  
利尻・礼文観光を支えるフェリーターミナル機能のバリアフリー化の推進及び天売・焼尻

観光を支えるフェリーターミナル機能の向上を図るための社会資本整備を推進する。  
・世界遺産「知床」観光を支える観光船離発着機能の確保  

知床観光の目玉である半島を周遊する観光船の安全かつ効率的な離発着機能の確保を図る

ための漁港整備を推進する。  


