
北海道における広域観光周遊ルート形成促進事業に係る調査事業

【調査目的】
我が国では、東京周辺やゴールデンルートなど訪日外国人の需要が集中している地域以外の需要を創出するため、地域間の連携を強化して

情報発信力を高めるとともに、対象市場に訴求するストーリー性やテーマ性に富んだ多様な広域観光周遊ルートの形成を促進し、海外に積
極的に発信することが期待されている。

本事業では、協議会が策定・実施する広域観光周遊ルート形成促進事業計画のうち、マーケティング事業、多言語情報コンテンツの整備、
交通アクセスの円滑化に向けた検討を行い、地域の活性化に資することを目的とする。

【 2020年に向けた受入環境整備】   【 国際モデル観光ルートの整備】

東京やゴールデンルート以外の地域における需要創出
広域連携強化  情報発信力の向上

ストーリー性等に富んだ多様な広域観光周遊ルートの形成

業務の背景と位置づけ 対象エリア
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ターゲット国の設定
地域・資源とのマッチング

北海道で唯一選定

本業務で実施する事業

既存観光資源の充実
発展途上資源の育成

交通拠点充実、二次交通対策
多言語対応、情報発信
案内ガイド機能の強化

訪
日
外
国
人
観
光
客
の
増
大

観光資源の潜在力の発揮 交通戦略の見直し

「アジアの宝悠久の自然美への道ひがし北・海・道」

戦略的マーケティング

・対象市場抽出
・市場アプローチ優先順位の設定
・マーケティング戦略の策定

・外国人のニーズが高いバス
路線の検討・実証実験

・ターゲットにあわせたウェ
ブサイトの構築・コンテン
ツ整備、情報発信

地域の課題



ひがし北海道地域および外国人観光客の特質
観光地域としてのSWOT分析 外国人観光客の特質

強み 弱み

・手付かずの自然 ・知名度が低い

・穴場的な存在 ・地域が広大なため、短期滞在では周遊しきれない。

・豊富な食材 ・二次交通は不便（JRとバスなど）、交通ネットワークは
不便である。

・広大な地域、多様な自然 ・自然条件が厳しいので、冬場の運転は危険である。

・四季折々 ・都市部の観光が少ないため、観光行動が単調になる。

・多様な野生動物（鹿、狐など） ・初訪問客として、重要観光地になりにくい。

・アジア地域にとって、縁起の良い動物が点在してい
る。（丹頂鶴、鹿など）

・観光整備は遅れている。

・多様な交通手段(国内便、JR、バス、レンタカー) ・観光の魅力より観光のコストが高い。

・日本風の自然も、欧州の風景も感じられるような、
異国的な魅力がある。

・未開発な観光地を好む観光客にとって、十分発展す
る機会がある。

・観光素材が豊富なため、観光客の観光特徴に応じた
提案が新規に開発できる。

・既存のイメージはまだ明確ではないが、マイナスな
イメージは存在しないため、イメージ戦略を構築しや

内
部
環
境 ・移動距離が長いなど課題によって、観光ルートを構築し

にくい。周遊型のツアー客には不向きなため、観光客が飛
躍的に増加することは難しい。

・団体中心

・初訪日

・1週間の滞在

・家族・親族中心

・個人客

・初訪日

・1週間以内

・家族・親族中心

・個人客
・初訪日

・2週間以内の滞在

・家族・親族中心

・個人客

・初訪日
・1週間以内

道東の観光特
徴

・個人観光
・リピーター客の増加
・観光行動の多様化

・個人客の拡大
・滞在日数の増加

中国
夏の７、８、9月。新
学期前の夏休みと重な
る。

周遊型中心。

発展
市場

台湾 ・個人客の増加
7月、8月。学校の休
みと重なる。

周遊型中心

韓国 ・個人客の増加

・通年的に連泊
す る 傾 向 が あ
る。（オホーツ

8月、12月。学校の夏
休み、冬休みと重な

タイ
3月中旬～5月末。小
～高校の夏休みと重な
る。

冬季の滞在型が
多い（十勝圏）

マレー
シア

市場
分類

国・地
域

主要特徴 発展的特徴 人気シーズン

・個人客の増加
11月と12月。学校の
休みと重なる。

12月の滞在が
目立つ。（十勝
圏）

新興
市場

・個人と団体半々の割合
・リピーター
・1週間以内
・家族・親族中心
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ひがし北海道の特質 ターゲットとなる観光客の特質 主要国・地域

1 広い 長期休暇を取れる タイ、中国、香港、台湾、欧米

2 自然、四季、野生動物 自然、四季単調な地域、都会部 タイ、香港、台湾

3 二次交通の不便
滞在型、あるいは団体ツアー商品を利用する客

（貸切バスの利用）
タイ、台湾、中国、欧米

4 観光コスト高い 富裕層 各国の富裕層

5 知名度が低い 観光に慣れた人 シンガポール、香港、欧米

すい。

機会 脅威

・定番観光地の集客能力は飽和状況になりつつあるた
め、宿泊料金の高騰など問題が生じた。それによっ
て、地方への観光の分散に拍車をかけている。

・北海道では、自然･食を魅力要素として観光客を誘致する
地域が多い、観光魅力の差別化が構築しづらい。

・新たな日本の魅力を求める観光客の増加。 ・観光コストの低い地域と競争しにくい。

・日本観光ブームにより、日本観光全体の知名度を向
上した。

・「観光立地域」の国策により、各地も観光に力を入れて
いるので、競争が激しくなる。

・リピーター客の増加により、観光目的地の多様化が
求められている。

・中国経済の低迷によって、富裕層の割合が減少。

・移民など世界的不安定要素が増加しているため、余暇を
楽しむ客の減少。

・日本国内消費の値上げ、宿泊料金の高騰などの要素によ
り、観光消費コストが高騰しつつある。

外
部
環
境

ひがし北海
道の特質を
活かした

ターゲット
の選定

・1週間以内
・家族・親族中心

豪州
・個人客
・滞在型
・体験型

・需要の多様化 ・スキーホリデー
冬期の滞在が人

気

欧州
・個人客
・滞在型
・体験型

・需要の多様化

・個人客
・初訪日
・2週間以内
・家族・親族中心

・個人客
・リピーター
・1週間以内
・家族・親族中心

・個人客の増加
・初訪日の割合20%未
満　　・2週間以内の長
期滞在の増加

・個人客の増加
・リピーター客の増加

香港
7月。学校の休みと重
なる。

基本周遊型、冬
季の連泊が見ら
れ る 。 （ 十 勝
圏）

シンガ
ポール

12月。学校の休みと
重なる。

冬季の滞在型が
目立つ。特に3
月。夏場のレン
タカーが人気。

成熟
市場

る。（オホーツ
ク圏）

休み、冬休みと重な
る。



今後5年間のマーケティング戦略（ターゲット市場別）
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広域観光促進地域におけるモデルルート
ひがし北海道の各地域イメージからみたエリア区分と各エリアの特性 ひがし北海道の広域観光ルート設定の方針
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エリア名 主たる観光地域 キラーコンテンツ

自然と人の織りなす景観・

大地を味わうエリア

旭川、美瑛、富良野、占

冠

・北海道らしい農村景観

・豊かな農村文化・食文化

北海道の屋根「大雪山」を

望む山岳・高原エリア

旭川、美瑛、上川、温根

湯温泉

・雄大な大雪山の景観

・アルピニスト憧れの山

・大雪山を背景にした美しい農村

日本の食糧基地「十勝」の

雄大さを体感するエリア

サホロ、然別湖、糠平湖、

帯広、

十勝川温泉、池田

・日本を代表する食の生産地

・豊かな農村文化・食文化

・広大な農地景観

流氷の神秘・絶景エリア 知床、網走、紋別 ・流氷、流氷砕氷船

・流氷と野生動物

地球の営みとアイヌの世界

にひたるエリア

釧路、阿寒湖、摩周湖、

屈斜路湖

・自然と共生するアイヌ文化

・アイヌが暮らしている風景

世界遺産にふれるエリア 斜里、羅臼 ・世界自然遺産

野生動物との出会いのエリ

ア

厚岸、根室、別界、知床 ・ヒグマとの出会い

・いつでも見られるオオワシ等



2次交通利用データの調査
【調査】
①対象路線での乗車人数調査、②バス事業者ヒアリング調査、③アンケート調査からの推計

レンタカー：来道外国人のレンタカー利用状況

鉄道：平成26年度区間別輸送密度の状況

来道外国人のHokkaido Expressway Passの利用状況

バス：ひがし北海道の都市間バス輸送実績



2次交通利用データの分析と提案

外国人個人旅行者の視点で二次交通の課題

運行頻度 容量 その他

道北 ○運行頻度の課題： ○利便性の課題：

地域
トップシーズン、休日、休前日の
臨時運行が必要である。

観光地周遊バス、巡回バスが必
要である。特になし

提案 理由

１．道東地区
の交通分断を
解消する。

道東の観光地は主要駅、最寄りの駅、主要空港などを結ぶ二次交通の整備は概ねで
きているが、阿寒湖・摩周湖・川湯温泉・屈斜路湖・知床を結ぶ交通が分断されてい
る。観光旅行の形態が、貸切バスの団体旅行へ、そしてレンタカー利用の旅行に変化
した流れのなかで廃止になったと思うが、再度、観光地をつなぐ交通手段を検討すべ
きだろう。特に世界自然遺産知床や阿寒国立公園、釧路湿原国立公園を周遊できる二
次交通の整備は喫緊の課題である。

２．北海道内
の周遊パスを
作る。

個人旅行者は、ジャパンレールパスや北海道レールパスを利用するケースが多い。
北海道では鉄道以外にも高速道路網の発達に合わせて主要都市を結ぶ都市間連絡バス
が数多く運行されている。都市間バスの利用を訪日外国人旅行者に普及させるために
は、共同運行になっている路線からでも、都市間周遊パスの実証実験が可能ではない
か。

３．個人旅行
者目線のダイ
ヤ 編 成 に す
る。

主要観光地を結ぶ二次交通の運行ダイヤは、十分に個人旅行者の立場になっていな
い。新千歳空港と登別温泉、洞爺湖温泉と昭和新山の事例ばかりではない。

訪日外国人が円滑に周遊するうえでの提案

臨時運行が必要である。 要である。

旭川空港⇔旭山動物園 美瑛・富良野

旭川駅⇔上野ファーム

道東 ○運行頻度の課題： ○利便性の課題：

地域
航空機に合わせた運行本数の増便
が必要である。

施設巡りバスの通年運行の継続
が難しい

釧路空港⇔阿寒湖 網走市

○新路線の運行の課題：

観光地と観光地を結ぶ新路線の運
行が必要である。

・阿寒湖⇔摩周湖⇔川湯⇔屈斜路
湖⇔知床斜里駅

・帯広駅⇔紫竹ガーデン

○運行ダイヤの見直し課題：

乗り継ぎの待ち時間を短縮する。

釧路空港⇔阿寒湖

特になし

特になし

主要観光地や宿泊施設は、そのホームページにおいてアクセスの情報を発信してい
るが、鉄道やバスの時刻や発着時間、乗り換えの方法を具体的に、詳細に説明してい
るところは極めて少ない。

個人旅行者は、行きたい観光地や宿泊施設のホームページからどのような交通機関
で行くことができるかを探そうとする。観光地や宿泊施設のホームページが多言語化
されていても、運輸機関のホームページは多言語化が進んでいない状況にある。可能
な限り一度のアクセスで求める情報をすべて得られるように工夫すべきである。

観光地や宿泊施設等から二次交通の利便性が悪いという意見もあるが、実態として
利便性は決して悪いわけではない。個人旅行者が、公共交通機関を使って旅行ができ
るようにするためには、必要な情報を判りやすく簡単に得ることができるよう改善す
ることが必要だ。乗り換えは1度というシンプルなアクセスを工夫して欲しい。

宿泊施設や観光施設は個人旅行者との接点が緊密であるから、二次交通への要望や
不満などを最大に聞き取りができる。地域をあげて顧客の側から、具体的にどのよう
な問題があるかを聞き取る取組みが必要ではないか。

５．横断的な
事業者間の連
携 を 構 築 す
る。

交通、宿泊、飲食、ガイド、流通、商業、金融などが一体になった情報交換や取り
組みが必要になってきた。特に、タクシー事業は、隘路となっている交通区間を柔軟
にタイムリーに解決できるフットワークの軽い交通手段である。訪日外国人旅行者の
市場へ積極的に関与することを大きな課題としたい。

４．アクセス
情報を判りや
すく丁寧に発
信する。



テーマ別モデル観光ルートの概要
観光ルート名 区　間 特　　　徴

１．北海道ガーデン街
道

上川―富良野―帯
広

上川と十勝を結ぶ国道沿い8か所の民間の有料ガーデンが連携し、ガーデン街道を形成（既
設）。各ガーデンのクオリティは高く、またこの沿線は北海道を代表する観光エリアであるこ
とから、すでにガーデン街道をテーマに様々な観光商品が作られている。

２．オホーツク花街道
網走―北見―湧別
―大空

オホーツク海沿いに見られる原生花園や大規模に植栽されたシバザクラやチューリップ等は人
気であり、すでに多くの外国人が訪れている。

３．大雪十勝パノラマ
街道

上川―上士幌―鹿
追―中札内―広尾

上川から三国峠を越え十勝に至る、北海道中心部を縦断する壮大なパノラマドライブコース。
大雪山の雄大な山岳景観と十勝の広大な農地景観という、まさに北海道ならではのダイナミッ
クな景観が同時に楽しめる。

４．ひがし北海道3つ
星街道

阿寒湖―摩周湖―
知床国立公園

すでに設定されている観光ルートで、ミシュラン・グリーンガイドジャポン改訂版に掲載され
た阿寒湖・摩周湖・知床国立公園をつなぐ観光ルート。２つの国立公園を通過する雄大な大自
然を満喫できるルートである。

５．オホーツク流氷街
道

ウトロー網走―紋
別

外国人に大人気の流氷は、見る場所によってか表情が異なっている。いろいろな表情の流氷を
見ながらオホーツク地域の町を訪ねてもらうコースである。

６．アニマルミュージ
アム街道

旭川―サホロ―釧
路―北見

北海道の野生動物を展示している施設をめぐり、北海道の野生動物と触れ合ってもらうコー
ス。

７．野鳥の楽園街道
釧路―厚岸―浜中
―根室―標津

ラムサール条約登録湿地の釧路湿原、厚岸湖・別寒辺牛湿原、霧多布湿原、風蓮湖・春国岱、
野付半島・野付湾を結ぶ自然観光ルート。すでに世界のバードウォッチャーから注目され、近
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―根室―標津
年イギリスなどからの来訪者が増加している。

８．丹頂まりも街道 釧路駅―阿寒湖畔
通称まりも国道と呼ばれる国道240号線の釧路から阿寒に至る路線を「丹頂まりも街道」と
呼び、観光ルートとしての魅力を強化する。これにより、この地域のイメージの拡大、イメー
ジアップを図る。

９．根釧ミルク街道
釧路―標茶―中標
津―別海―根室

根釧地域の大規模酪農地帯の存在や景観・食の魅力をより多くの人たちにアピールする観光
ルート。このルート形成により、大規模酪農地帯がより身近になり、そこでの楽しみ方が広が
ることを期待。また、乳製品等を扱うショップの立地を促進する。

10.北海道チーズワイ
ン街道

十勝一円
すでにあるルートであるが、路線は特に明確ではない。十勝に集積しているチーズ生産者との
ふれあいも魅力。

11．北海道ファーム
ステイ街道

十勝（新得、鹿
追、中札内など）

すでにファームステイが定着しつつある新得、鹿追、中札内を拠点に滞在してもらい、十勝の
本当の魅力を知ってもらう。

12。ひがし北海道海
のグルメ街道

釧路―根室―標津
―知床―網走

ひがし北海道の海の幸をテーマにした本格海のグルメコース。漁業者との交流も大きな要素と
したい。

13．先住民の歴史文
化をたどる道

釧路―阿寒―網走
計画地で発掘されている縄文文化、オホーツク文化、それから今も継続しているアイヌ文化の
魅力に迫るツアー。

14.富良野・大雪。十
勝アドベンチャーゾー
ン

大雪山国立公園一
帯

15.釧路・阿寒・知床
アドベンチャーゾーン

阿寒国立公園、知
床国立公園一帯

16．ひがし北海道
ONSEN街道

上川―温根湯―川
湯―阿寒―十勝川

ひがし北海道地域の主要温泉地（層雲狭、温根湯温泉、川湯温泉、阿寒湖温泉など）をつなぐ
観光ルート。ひがし北海道の多様な温泉の存在とその魅力を地域として内外に強くアピールす
る強力なツールになる。

様々な野外での体験ゾーンとして設定。すでに活動しているアウトドア会社の協力でより魅力
あるアドベンチャーゾーンに。



多言語情報コンテンツの整備
多言語情報コンテンツの整備

「 Explore The Wonderland  Eastern Hokkaido 」

「アジアの宝 悠久の自然美への道 ひがし北・海・道」

他言語WEBサイトアドレス
・英語 http://en.visit-eastern-hokkaido.jp
・簡体字 http://cn.visit-eastern-hokkaido.jp
・繁体字 http://tw.visit-eastern-hokkaido.jp
・韓国 http://ko.visit-eastern-hokkaido.jp
・タイ語 http://th.visit-eastern-hokkaido.jp
・日本語 http://ja.visit-eastern-hokkaido.jp

WEBサイト制作の概要

ひがし北海道の魅力、トラベルートを海外へ向けて発信し、ま
たサイト訪問者にとって魅力ある情報が、分かりやすく入手で
きる手段となることを目指した。
この方針に従い、コンテンツ作成、インターフェース設計を
行った。また動画等のリッチコンテンツを容易に追加・更新で
きることと、次年度以降の民間事業者によるWEB サービスと
のAPI 連動などを視野に入れた拡張性についても十分想定の
上、設計した。
来訪者に向けては、情報の取りやすさおよび回遊性を高め効率
的に情報発信できるようコンテンツの配置とデザインを行った。
全言語ともCMS（コンテンツマネジメントシステム）を導入
し更新業務の負荷軽減と、情報管理、拡張性の確保を行った。

8

「先進事例調査及び発信コンテンツ整備のあり方検討」

●明確なターゲット層の設定と品質保証システム
●環境面で取組み
●明確な数値目標
●国レベル、広域レベル、地域レベルのＤＭＯの連携が重要

「ひがし北海道地域におけるＤＭＯの役割と課題」

○フィンランド
○オーストラリア連邦
○ドイツロマンチック街道
○昇龍道
○せとうち・海の道

PRパンフレット企画・編集・デザインコンセプト



交通アクセスの円滑化に向けた検討

観光交流による域内交通の円滑化検討
作業内容 ：主に「ひがし北海道エクスプレスバス」に関する道の駅への
外国人来訪客への説明、質問・問合せへの対応等

○ 外国人旅行者の利便性向上
○ 外国人旅行者の予約経路調査

バスの運行実証実験

○ひがし北海道内の外国人旅行者の流動状況
○円滑化への提案
○予約受付の柔軟性
○立ち寄地の選定

○ 交通と地域の着地型旅行商品との連動、
○ 効果的な販売促進ＰＲ手法、
○ 横断的な事業者間連携及び地域間連携等
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地域別課題：
①層雲峡地域、
②温根湯音声地域
③オホーツク沿岸地域
④釧路管内内陸地域（阿寒・摩周・
川湯地域）

バスの運行における検討と提案

Googleの広告を利用してエクスプレスバスの利用促進策を実施した。
ランディングページはeasthokkaido.comサイトのひがし北海道エクスプレスバスコンテンツ（英語版）とし、外国人を対象に設
定を行った。

「Googleによる利用促進策の実施」

週間
2016年2月1
日(月) の週

2016年2月8
日(月) の週

2016年2月15
日(月) の週

2016年2月22
日(月) の週

2016年2月29
日(月) の週

2016年3月4
日(月) の週

クリック数 134 2,543 1,891 1,401 3,051 3
表示回数 19,882 318,711 270,918 228,570 360,138 603
クリック率 0.67% 0.80% 0.70% 0.61% 0.85% 0.50%

平均クリック単価 ¥71 ¥72 ¥73 ¥73 ¥73 ¥1

コンバージョンに至った
クリック

1 23 15 13 28 0

コンバージョン率 0.75% 0.90% 0.79% 0.93% 0.92% 0.00%



シーニックバイウェイ北海道との協働検討

「シーニックバイウェイ北海道とプライムロードひがし北海道の協働イメージ」

シーニックバイエウェイ北海道における地域活動団体の取組みの把握シーニックバイエウェイ北海道における地域活動団体の取組みの把握
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○上位組織での情報共有 ○各ルートでの情報共有 ○協働事業移動ｗｉｆｉ事業、道の駅ｗｉｆｉスポットの情報共有と二次交通事業

「シーニックバイウェイ北海道との連携方策検討」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

景  観 

地  域 観  光 情報発信 

滞在コンテン
ツ整備 

受入環境 
整備 

シーニックバイウェイ 
北海道 

プライムロード 
ひがし北・海・道 


