平成25年度

ニューツーリズムによる
インバウンド観光の振に向けた基礎調査

報

止.圭:

(概要)

北海開発局開発調査課

1.調査概要

北海道へのインバウンド観光は、平
成24年度では約79万人となり、来道
外国人観光客数は過去最高となった。
また平成 25年度では、海外からの直
行便の増便などから100万人を上回る
ことが予測されている。
平成 24年度の外国人来道者数全体
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(1)調査の目的
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の割合を見ると、東アジア各国・地域
から人気が高く、北海道のインバウン
ド観光を推進する上で重要な地域であ
ることが伺える。
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出典:訪日外国人来道者(実人数)の推移(北海道経済部)
を基にグラフ化(※H22年度より定方法が変更)
図1来道外国人観光客の国別推移

中でも平成 23年度来道外国人観光

客のうち、台湾からの旅行客が認.6%を占め国別で第 1位であるのに加え、台湾はサイク
リング観光が盛んであることから、その推進を図るため、平成24年度に「来道外国人観光
客によるサイクリング観光の振興に向けた基礎調査」を行ったところである。
本調査では、ニューツーリズムによるインバウンド観光のメニューのうちサイクリング観
光について、昨年度実施した「来道外国人観光客によるサイクリング観光の振興に向けた基
礎調査」での抽出課題等を踏まえて、その推進を図るための対応方策等を検討するものであ
る。

(2)

査の全体像

0 資料の収集及び理
①内のニューツーリズム全般にする資の収及ぴ整理
内先における入
にる資の収集及ぴ整理
北海内における入等にする情収集及ぴ理
④北海道内からの観光情側、する資の収集及ぴ
⑤ニューツーリズムの済効果にする基礎資の収集及ぴ理
モニターツアーアンケート査
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北道の優位との理
地壊連の推進に向けた可
と課 の理
入の推に向けた 翻の

Ⅱ.礎資料の収集及び理
(1)国内のニューツーリズム全般に関する基礎資料の収集及ぴ整理
国内のニューツーリズムによるインバウンド観光に係る現状を把握するため、全国 10 ブ
ロック(北海道、東北、北陸、関東、中部、近畿、中国、四国、九州及び沖縄)での特色あ

る取組について既存の資料等を収集し整理した。また、北海道新幹線延伸を見据え、北陸新
幹線開業に係る事例についても調査した。

①各地域でのニューツーリズムの取組状況・事例
各地域のニューツーリズムの特色ある取組について、各自治体・観光協会・活動団体等の
HPなどにより抽出・分類し、下表のとおり整理した。
地域

取組名称

種別

抽出理由

グリーン.ツーリズム

圏域を越え、テーマに沿0た複数の観光拠点を結
ぶ街道を演出し、個人・FIT・団体問わ司'、ひと
つの観光モデルルートを形成Lた取組

グリーン・ツーリズム
エ=ツーリズム

中山問地域の暮らしを観光資源とした取組事例

芸術・アートイベント

地城資源の多元的結合と世界最大級のアートイ
ベントの開催による地域再生の先駆的事例

旭Ⅱ1・̲、,

北海道富良野.北海道ガーデン街
道
十勝

東北

山形県
朝日町

北陸

大地の芸術祭
新潟県
十日町市

飯山

北陸新幹線関連

上越

糸魚川

黒部

朝日町工=ミュー
ジアム

長野県

信州いいやま観光

伍山市

局

新潟県
上越市

越後田舎体験

新潟県
糸魚川市
富山県

黒部市

根知体験交流プロ

エニツーリズム
グリーン・ツーリズム

スポーツツーリズム
グリーン・ツーリズム
エコツーリズム

ジェクト

グリーン・ツーリズム
エコツーリズム

YKK産業観光

産業観光

越中・飛騨観光県
整備実施計面

関東

群馬県
松井田町

碓氷峠の鉄道遺産産業観光

中部

三重県
熊野市

近畿

中国

四国

和歌山県

田辺市
鳥取県

紀南ツアーデザイ
ンセンター

秋津野ガルデン

皆生・大山エキサ
イティングツアー
ベネッセアートサ

直島町

イト直島

佐賀県
鹿島市など

沖縄

沖縄県

メイプルシロップ採取体験や冬の遊びなど、地域
資源を活かした観光メニニーによる着地交流型
観光の事例

世界的な企業を核に、別々に展開されていた観光
資源と産業観光を住民との対話を経ながら結び

グリーン・ツーリズム

エ=ツーリズム

グリーン・ツーリズム

新幹線開通を契機として、複数市町村に跨0て、
行政側から既存の観光資源の結びうけを取り組
んだ事例
鉄道の廃線を活かし、闊連する施設とともに産業
遺産として観光賣源化した取組事例
エ=ツーリズムの先進事例で、地域との連携・理
解を図るための取組を行っている京例
既存施設・産業・観光資源を生かし00、地域と
の連携・理解を図りながら、6炊産業化を行0た
取組

香川県

九州

行政の枠を超え、ありのままの暮らしを生かした
体験旅行の受入れによる地域活性化の取組事例

付けた取組

富山県
高岡市など

高岡

観光協会から移行した組織として、幅広い分野
で、幅広い人材が活躍している事例

サイクリング
ヘルスツーリズム

訪日外国人観光客が全体の8割と多く、インバウ
ンド観光推進に向けた取組の参考事例

芸術,アートイベント

空家や産業遺産なぞの地城賣源を活かした常設
アートサイトを、企業・行政の連携により、地域
住民も巻き込んだ活動へと展開Lた事例

酒蔵ツーリズム

ワイナリー・酒蔵

沖縄型健康保養プ

医療・ヘルスツーリズ

ログラム

ム

酒蔵体験や日本酒の魅力を外国人韻光客へPR、
また国内他地域と連携した取組展開など多様性
のある事例
長寿県巴Lて、沖縄県内の健康保養施設を活用し
た観光プログラムの実施(インバウンド観光への
展開)

②各地域でのニューツーリズムの取組の実態・まとめ
各地域でのニューツーリズムから考察した課題・取組意識について、北海道内のサイクノレ
ツーリズムに置き換えた場合の二ーズや課題を整理した。

各地域でのニューツーリズムの課題・取組意識

北海道内のサイクルツーリズム

●誘客・イメージづくりのための事前取組や初
期投資が重要であり、特に、受入基盤の確立
のための取組を前段階で行うことが必要。
》地元との協働のための事前調整・説明(シン
ポジウムや説明会、地元住民の体験など)
》イメージを共有tる機能の整備(パンフレッ
ト、サイン、シンボル・拠点となる施設など)
》魅力を伝えるガイド等の人材育成

ヲ「サイクル・ツーリズム北海道推進連絡会」に
よる各関係機関の協働体制の構築が図られてい
る(サイクリスト受入可能宿泊施設の整理やサ
イクルラックの設置、ガイドブック作成など)。
今各地でサイクリング団体などによるツアーやイ

●外部の視点(外部から来た人など)を持うた
人が、観光資源の発掘や地域活性化に向けた

取組には、発起人となりやすい。

ベントの取組が見られている。

→サイクリング需要の高まりに合わせて、ガイド
等の担い手の不足が懸念される。
→各地でサイクリング団体などによるツァーやイ
ベントの取組により、交流機会が拡大しており、
外部からの視点による地域資源の発掘などにつ
ながることが期待される。

●ニューツーリズムへの取組の最大の目的は、
観光消費額の増加を狙いに、滞在期問を延ば
すことである。

今広火な士地を有する北海道では元来、滞在期間
が長いと考えられ、特に、ロングライドのサイ
クリングの場合は特に長期滞在となりやすい。

●滞在を伸ぱすための取組として、ツーリズム
が長期滞在を前提としている場合(ヘルスツ
ーリズムやグリーン・ツーリズムなど)と、
複数のコンテンツを用意している場合とが
見られるが、後者では、以下の観点などが重
視されている。

→観光コンテンツの充実については、サイクリン
グにおいても共通であるが、移動自体も旅行の
楽しみの主たる部分となりえる旅行形態であ

》観光資源が広範囲に点在する場合には、観光
資源問の移動手段を用意することが必須

》歴史・文化の紹介才地元の活動や生活、観光
資源の体験才地場産の消費(食等)などの連
携を図ることが重要
》観光案内や問合せ窓口の一元化、観光案内の
ためのガイド等の確保

る。

ヲサイクリングによる観光自体が移動手段となる
だめ、他の交通機関等の移動手段が不要となる
場合もある。
→初心者を中心とした、観光地内,観光地間のサ
イクリングの需要への対応も必要である。
→地域間移動(二次交通)でのサイクリスト受入
(輪行対応など)が必要である。

→サイクリストは荷物を多く持たないことが多い
ことから、士産等の消費に盧げるためには、
配などのサービス提供の充実も重要と考えられ
る。

リピーターとなる対象が絞られている。(特
定の志向を持った層、特定の年齢層・家族構
成、学生・修学旅行など)
また、住民等との交流が魅力のひとつとして
掲げられており、りピーター獲得の一要因と
なっている

今狙いとすべき対象は、ロングライドのサイクリ
ストが中心。

→サイクリング環境の整備や需要の高まりに合わ
せて、初心者を中心とした観光地内でのサイク
リング(ポタリングなど)まで対象の幅を広げ
るなどの二ーズに合わせた対応が必要である。
→休憩施設など住民との交流空問の創出も、地域
の魅力を発信することにつながり、りビーター
の獲得につながる可能性がある。

(2)国内先進地における受入体制等に関する基礎資料の収集及び理
北海道でのインバウンド観光戦略としての可能性が高いサイクルツーリズムの先進事例として、
しまなみ海道を対象に、現地調査及びヒアリングを行い、基盤施設の整備・維持管理、レンタサ
イクルを含む地元の受入体制、外国人観光客を意識した取組等の状況について収集し、整理した。

①現地調査
愛媛県・今治市と広島県・尾道市を結ぶ全長約 70km の「瀬戸内しまなみ海道」は、国内
で初めての海峡を横断する自転車道(瀬戸内海横断自転車道)であり、熟練したサイクリスト
から口ードバイクの初心者まで自転車で楽しむことができる全国でも人気のサイクリング=
ースである。特にコース上の各島には、レンタサイクル可能なサイクリングターミナルが存在
しており、また貸出地以外のサイクリングターミナルで乗り捨て可能となっているなど、サイ

クリストの時問や体力に合わせた自由な観光が可能となっている。また、瀬戸内海の風景や各
島の観光施設等への立寄りなど、単にサイクル=ースという線的な観光振興ではなく、サイク

リングコースの整備により点在していた観光施設が有機的につながり、地域の一体感を醸成す
るなど、沿線の地域資源を活用した面的な観光振興をサイクルツーリズムとして展開しており、
日本国内だけではなく、海外からの観光客の目的地ともなうている。
このしまなみ海道の全長約 70km のうち、特に沿線の観光資源が多く、サイクリングの起

点となるサイクリングターミナルが多く点在している瀬戸田町観光案内所(広島県尾道市瀬戸
田町) 道の駅よしうみいきいき館;吉海レンタサイクルターミナル(愛媛県今張市吉海町)
の約34.5km を調査区間として設定した(図Ⅱ一2・D。
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(瀬戸内しまなみ海道振興協議会)より編集
図Ⅱ・2・1しまなみ海道調査区問
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②現地調査結果
(a)走路:自転走行空間の備状況
橋梁区間を除く全区問にブルーラインが引かれていた。自転車走路として認識しやすく、サ

イクリストも基本的にブルーライン内を通行しており、ルールとして周知されていると考えら
れる(図Ⅱ・2・2)。
また、多くの区間で、歩道上にも自転車通行帯があった。初心者の通行や車両が横を通行し
て危険性を感じるような時には、歩道に回避できるため、安心感がある(図Ⅱ・2・3)。

走路幅員は、ほとんどの区間で0.5m 1.5mと、通常の路肩と同じであり、自転車が通行す
る上で支障は少なかった。ただし、多くの区間においてL字側溝となっており、走路幅員のう
ち半分程度の部分で舗装の切れ目が生じている。そのため、心理的に走路が狭く感じ、また、
タイヤのパンクの可能性が高い口ードバイク等では注意司、る必要があると思われる(図Ⅱ
・2・4)。
歩道と車道が同じ高さで整備されている箇所は、側溝が歩道部分にあり、走路の危険性が低
い。 L字倶1溝では、ブルーライン内に舗装の切れ目や雨水口があると自転車にとぅて危険が生
じるが、歩道と車道を同じ高さにして歩道側で排水処理できれば、ブルーライン内が広く使え、
危険性も少ない(図Ⅱ・2・5)。
その他走行上の支障となり得るものとして、急勾配の坂道が続く箇所があった才ルD者など、
体力的に余裕のない利用者が左右によろけることで、自動車が自転車を追越す際に危険性が高
まる可能性がある(図Ⅱ・2・6)。また、沿道植栽・樹木により視界が遮られる箇所があり、行中
に前方の危険性を判断できない可能性があり、こまめな維持管理が必要となると思われる(図
Ⅱ・2・フ)。

図Ⅱ・2・2

ブノレーライン内走行

図Ⅱ・2,5

同じ高さの歩車道

図Ⅱ・2・3
歩道上自転車通行帯

図Ⅱ・2・4
路肩

図Ⅱ・2・6
急勾配の坂道

沿道植栽による視界遮蔽
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図Ⅱ,2・フ

・表示:サイクリスト対応の情報提供等

(b)

ブルーライン及び歩道上の自転車通行帯についてはデザインが統一されている。ブルーライ

ンには進行方向(終点)が示されており、サイクリストに認識されやすく、道に迷いづらいよ
うになっている。また、距離表示についてもブルーラインや案内板に記載されるなど基本的に
統一的な仕様となっており、分かりやすい表示となっている(図Ⅱ・2・8)。
一方、多言語表示や危険表示については行政界によって差異が見られ、今治市側では独白仕
様の多言語表示が設置されている箇所があった(図Ⅱ・2・9)。
道路標識については、自動車用の標識を自転車も利用するところが多い。自転車専用の標識
としては、自転車道が自動車道から分雛する箇所でのみ確認された(図Ⅱ・2・10)。併用するこ

とで、新たな標識整備等の費用が掛からず、標識が乱立する状況が防げるため、「すっきりする」
「判別しやすい」という点で景観面でも望ましい形となっている。
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考
図Ⅱ・2・8

図Ⅱ・2・9

ブルーライン上の距離表示

多言語表記の表示

図Ⅱ,2・10
自転車専用の標識

(0)景観:走行空間からの観
しまなみ海道では、瀬戸内海の多島美と橋の人工美が重なり合うことで、美しい多島美溢れ
る良好な景観が形成されている(図Ⅱ・2・1D。海を含めた人工美と多島美が織りなす美しい風
景が、訪れるサイクリストを惹きつける要因となっている。移動自体を楽しむサイクリングに
とって、良好な景観は魅力であり、旅の思い出に残るとともに、さらに前へと進む活力を与え
てくれる。

図Ⅱ・2・11

多島美と人工美

(d)その他
休憩施設などのその他の施設については、次項③「関係事業者及び各種団体へのヒアリング調
査」の(b)「「しまなみ海道」での取組実態と北海道への適用性と課題」の中で述べる。

③関係事者及ぴ各種団体へのヒアリング調査
「しまなみ海道」において、関係事業者や各種団体等12者へのヒアリング調査を実施して、

観光関連事業の取組状況、外国人観光客を意識した取組、他地域との連携状況等を把握し、更
なるサイクルツーリズム展開に向けた課題や今後の取組について整理した。

(a)「しまなみ海道」における地域内での達携性
行政/支援組織/地元などの間に明文化された役割分担はないが、主に以下のような役割を
担うに至っている。

行政【愛媛県・広島県・今治市・尾道市】
基盤整備(プルーライン、標識やレンタサイクル等の整備)
観光情報発信
支援組織の活動支援

支援組織【シクロツーリズムしまなみ(NP0法刃・今治市観光協会・尾道観光協会等】
イベントやツアーの実施
地元の人と人とのつながりの創出
情報発信
地元

【地元企業・商店・住民】
サイクリストに向けたおもてなし
(休憩場所(サイクルラックや飲料水、ベンチ等)の提供などによる交流)

<行政>
プルーラインの設置により、サイクリングの認知度が更に向上している。またバックアッ
プ体制の充実も図られており、例えば、今治市街(今治市役所周辺)では、愛媛県による口

ードバイク用駐輪スペースの設置なども実施されている。愛媛県では、サイクリングを県内
全域に拡大するため、今治市から松山市(道後温泉)までの道路整備(ブルーラインの延長
等)を進めたり、県南でのサイクルイベント実施などに取り組んだりしている。また、より
広城的な取組としては、船など他交通機関の活用やブルーライン等によるルートの可視化な
どによる「とぴしま海道」や「さざなみ海道」「はまかぜ海道」との連携が進められており、
航路の復活が図られるなど、サイクルツーリズムが地域公共交通の維持だけでなく新たな地
域活性化を促すツールにもなり得ると老えられる。
<支授組>
幼稚園でのランニングバイクを利用した講習会など子供向けのサイクルイベントの取組が
活発化しており、これにより小さい頃からサイクリングに親しみ、"サイクリングの聖地"と
しての意識が高まっている。このような取組により、地域でのサイクリングの裾野の拡大も
期待できる。
<地元>

「お遍路文化」が地域に根付いており、訪れた人を大釖にもてなすという習慣があった。
しかし、当初サイクリングに対するネガティプなイメージ(交通・ゴミ等のマナーが悪い、
地域にお金を落としてくれない等)が存在したが、払拭に向けては、地域資源発掘のための
座談会やサイクルイベントの開催等の啓発活動を通じ、地域住民の意識変化が現れ、サイク
リスト受入のためのおもてなしが図られている。

(b)「しまなみ海道」での取組実態と北海道への用性と課鬮
以下に、ヒアリング調査で得られた『しまなみ海道』での珊且実態について、現地調査で得ら
れた取組実態と合わせて整理し、北海道での適用性と県題を考察する。

『しまなみ海道』での取組実態

北海道での適用性と課題

①サイクルツーリズム展開の背景
●『しまなみ海道』におけるサイクルツーリ

・ヲ・

サイクルツーリズムは、地域特有の資源を

ズムは、瀬戸内海の多島美をはじめとした

観光資源として捉え、これらの資源を結ん

古くからある地域資源と本州 四国を結

でいくことで大きな発展の可能性がある。

ぶ西瀬戸内自動車道を人工美として捉え

→

特に自然景観や温泉、"食"など他地域か

た新たな地域資源を結びつけたものであ

ら見て魅力ある資源が豊富な北海道にお

る。

けるサイクルツーリズムの可能性は大き

い(実際、調査対象者からは、北海道の方
が魅力あるという声が出ている)。

図Π・2・12

多島美と人工美②
.

"お遍路文化"という、訪れた人を大釖に

・ヲ

もてなす二とが地域に根ざしている。
.

『しまなみ海道』を通じた連携は、自転車

必要がある。
→

近隣市町村との連携を図り、つながりのあ

利用の促進を図っていた今治市と多くの

るサイクノレツーリズムの展開と、ノウハウ

観光資源を有する尾道市で、それぞれのノ

の共有が必要である。

ウハウの授受を図ることにより、展開され
始めた経緯がある。
.

北海道らしいおもてなしの文化の醸成の

尾道市側と今治市側では、地域の産業構造
の違いによる、観光に対する意識差があ
る。サイクノレツーリズムに対しても、各種
整備の進行に差がある。

『しまなみ海道』での取組実態
初期段階では、地域全体としてサイクリン

北海道での適用性と課題
・)

グに対する意識は低く、逆にサイクリスト
のマナー(交通・ごみ等)の問題や地域経

受入意識の浸透に向けた、行政や支援団体
間の組織的な取組が必要である。

→

雄大なスケール感のイメージが、全国的

済への貢献度(あまり地域にお金を落とさ

に、元来浸透している北海道では、サイク

ないというイメージ)から、ネガティブな

ルツーリズムの可能性は大きい。

イメージがあった。

全国的な『しまなみ海道』の認知度も、こ
こ数年のものであり、実際、東京都内のサ
イクルショップ等では、5年前にはあまり
知られていない状況であ0た。
サイクノレツーリズムの拡大に向けては、地

→

外国人観光客を含め、「しまなみ海道」の

域固有の文化であるおもてなしの"お遍路

大きな成功要因は、お遍路文化に基づく

文化"が後押しをしている。お遍路文化の

"船もてなし"の気持ちから生まれる地域

"おもてなしをしたい"という気持ちによ

交流であり、これは地域資源と人材の 2

り、受入体制整備の盛り上がりが拡大傾向

つが重要要素となっている。

にある。
②サイクリストの特性・ニーズ
●サイクリストは、お金に余裕のある人が多 ・)
いと言われている。

サイクリストの客層を見極める二とが重
要で、その趣向に合った商品・サービス展
開が望まれる。

.

サイクリストは、事前にコースや行程を決

・)

モデノレコースの設定や著名なサイクリス

めて走行しているとともに、走りやすい環

トによるコース紹介により、サイクリング

境が整っていたりコースに魅力を感じた

コースの誘導を図ることが、ひとつの有効

りすれば、何度も(練習も兼ねて)通うこ

な方法と考えられる。

ととなる。

・ヲ

サイクリスト受入環境の充実により、りビ
ーターの確保が可能となる。

.

サイクリストを意識したサービスを含め、

・ヲ

サイクリストの二ーズを把握し、的確なサ

受入体制については、利用者アンケート調

イクリスト向けサービスを提供する二と

査等を参考に、利用者目線でのサービス展

が重要である。

開がされている(調査結果の実現化)。

→

そのために、北海道でサイクルツーリズム
を展開している団体や、地元のサイクリン
グ団体等の二ーズを把握することが重要
である。

北海道での適用性と課題

『しまなみ海道』での取組実態
●サイクリストは、ドライブ観光とは異なるヲ

サイクリスト受入のための"ウエノレカム"

立寄先での交流を求めている。サイクリス

な雰囲気づくりを行う必要がある。

トは、服装や汗などを気にして、一般の観→

実際にサイクリストに対し調査を行い、検

光客が集まるような店舗には立ち寄りた

討することが、"ウエノレカム"な雰囲気イづ

がらないと言われている。そのため、気軽

くりを行う上では最短の方法であると考

に入りやすい外装・内装・サービスなど、

えられる。

サイクリストに対する"ウエノレカム"な雰
囲気が好まれる。
●サイクリストには、お金に余裕のある人が今

ニーズを把握し、サイクリストの趣向やサ

多いことから、商品・サービスを気に入れ

イクリングスタイルに合うた商品提供の

ば、高くても購入してもらえ、かつ手荷物

検討が必要である。

やごみが生じるものは好まれないことが
挙げられている。
●サイクリストに気に入ってもらえると、事

前に決める行程に組み込んでもらえ、何度
も通ってもらえることとなる。
●サイクリスト同士、SNS等を通してつなが→

SNS等の情報ツールを活用した、利用者層

つていることが多く、気に入ったスポット

の拡大が期待でき、受入側からも発信する

や商品等を発信して、仲間へと広がってい

とともに、サイクリストが発信したくなる

き、次はその情報を見た他のサイクリスト

ような観光資源やサービス提供が必要で

が訪れてくれるという循環が生じる可能

ある。

性がある。

③サイクリストの二ーズに対応した交流空問創出、商品展開の状況
《交流空問の創出》
●"サイクリングの聖地"として『しまなみヲ

今まで眠っていた地域資源の発掘などは、

海道』の認知度が高まった背景には、地域

外部の人・視点でこそ見えてくることもあ

資源との結ぴつきや地域との交流といっ

り、内部/外部の人的資源や地域資源の結

た、これまで達成できていなかったこと

ぴうきが、サイクリング観光の振興につな

を、サイクリングの視点を取り入れて、実

がると考えられる。

現した点にあると考えられる。

→

サイクリングは点と点を結ぶ線的な観光

形態となるが、地域全体を周遊するなど資
源を結ぶ面的な観光振興の取組が有効と
なる。
.

地域資源を結びつけるきっかけとして、外

→

地域にとっては観光資源とは思えないも

部視点としてのサイクリストの意見を、

のも、地域外から訪れる人にとぅては魅力

NP0 法人などの自主的にサイクリングに

ある観光資源となりえる可能性がある。

よる観光振興を支援する組織から、取り入
れ始めた二とが大きい。

『しまなみ海道』での取組実態

北海道での適用性と課題

地域振興事業の一環として、サイクリスト

→

既存の観光施設やサービス施設等との連

が気軽に立寄ることができる交流空間『し

携による、立ち寄り可能な場所の拡大と充

まなみサイクルオアシス』を整備した。単

実が必要である。

にトイレや休憩の場だけでなく、飲み水や
休憩空間、観光情報提供のほか、サイクリ
ストとの積極的な交流が行われ、住民参画
型の取組として展開され、受入環境整備が
拡大している。
サイクリスト愛好家らの発意等によるサ
イクルオアシスもある

、
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サイクルオアシス

《美容室

観光案内所は、サイクリストへの対応に慣

・)

サイクリスト向けのきめ細やかな情報提

れており、スタッフの対応が良く、島内の

供やサービス提供のため、サイクリストの

情報等、掲示がなくても、問い合わせれば

趣向やサイクリングスタイルに合った情

様々な情報を提供している。

報を把握する必要がある。

図Ⅱ・2・14

観光案内所

『しまなみ海道』での取組実態

北海道での適用性と課題

《商品展開》
●民間事業者のなかには、サイクリストの行

→

サイクリストの趣向やサイクリングスタ

動や二ーズを反映した商品販売を行って

イルに合った商品戦略の検討、気軽な商品

いる事業者もおり、このような商品戦略が

の開発やサービス提供が必要である。

更なるサイクリストを呼び込んでいる。

・ヲ

●ロングライドのサイクリストの二ーズに
沿0た商品としては、その場で食べられる

サイクリストを引き付ける地域独自の商
品開発・提供が必要である。

・ヲ

来店時の消費の少なさだけを見るのでは

商品が望まれる(自転車に乗0て食べるこ

なく、帰宅後も考慮した販売展開が有効と

とはない)。

考えられる。

●サイクリストは、来店時の消費は少ない
が、りピート率が高く、味を気に入うても
らい、帰宅後に、ホームページから商品購
入してもらうという販売展開を行うもの
もある。
●地元の食材を用いた商品については、他の
観光地同様、需要が高いと思われる。
●道の駅では、ロングライドのサイクリスト
と、般のサイクリスト(ポタリング等)
への区別がなく、対応は一様で、手持ちで
すぐ飲食できるような個装の商品が多く
見られた。

図Ⅱ・2・15

《手持ちで飲食する商品》

北海道での適用性と課題

『しまなみ海道』での取組実態
④サイクリストの受入体制
《レンタサイクル事業》
●レンタサイクル事業者の中には、家族向け

→

一般の観光客向けにも、クロスバイクな

からエキスパートまで個々のレベノレに応

ど、その場でしか乗らないような自転車を

じた自転車のレンタルなど、選択肢が多い

レンタルすることが、観光客のステータス

ことも特徴的であるが、尾道市側は積極的

となると老えられる。(帰ってから自慢し

に、クロスバイクなど、ロングライド用の

たくなるようなサービス)

自転車を揃えているが、今治市倶Ⅱよ、シテ

→

体力面など、サイクリングのレベルに応じ

イサイクル用の自転車が中心となってい

たレンタサイクルも必要となる。(電動ア

る。

シスト付自転車等)

●宿泊施設のなかには、乗捨可能な施設まで

→

ある。

乗捨や故障時(パンク等)などにも対応し
たサービスや利用動向に沿ったサービス

展開を検討する必要がある。

^^
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→

受入可能な施設の拡大・充実が必要であ
る。

図Ⅱ・2・16

《レンタサイクル乗捨可能宿泊施設》

《休憩施設》
●道の駅や観光案内所は、レンタサイクルタ

→

様々な主体の協力等により、レストスポッ
ト等の整備を図り、サイクルラックなどの

ーミナノレとなっており、サイクノレラックや
空気入れなどの設備が整備されていた。

設備の充実を図る必要がある。

●サイクルオアシスの登録には、飲料水やト
イレの無償提供など、最低限のサービス提
供が必要。
サイクリスト向けのサービス提供を意識

・ヲ

個々の"おもてなし"意識の高さから観光

しているサイクルオアシスとして、例え

振興の継続性につながって松り、交流に対

ば、外国語で対応できるようメモを作成し

する意識改革が必要である。

たり、また"地域を知ってもらいたい"と
いう気持ちからオリジナルの情報発信を
行ったりするなどの取組を行っているも
のも見られる。

『しまなみ海道』での取組実態
地元銀行からの寄付により、ニンビニにサ

北海道での適用性と課題
→

地元企業や大手コンビニ、道の駅など、各

イクルラックが設置されているなど、サイ

地に点在する事業者との連携により、サイ

クリングへの地域をあげた意識共有が着

クリング受入の機運醸成を図ることもひ

実になされている。

とつの方法である。

図Ⅱ・2・17
《サイクルラックを設置したニンビニ》

《輪行》
●一般的な運搬サービスでは荷物の出発地

・ヲ

と目的地が異なる際、対応が難しいことか

地域の活動団体・事業者等の連携による利
用者サービスの拡充を図る必要がある。

ら、サイクリスト向けの荷物運搬サービス
を、現在社会実験として無料で実施するな
どの取組を行0ている。
●輪行はサイクリストの需要がまだそれほ
ど大きくないため、事業者により対応差が
みられる。尾道市側では、平成26年4月
からバス会社による輪行サービスが開始
される予定である。輪行は、受入拡大を目
指すうえで重要なシステムである。
《地域の受入体制強化のための取組》
●行政/支援組織/地元などの間に明文化

・)

それぞれの役割に応じ、基盤整備からサー

された役割はないが、自然的に役割分担が

ビス提供まで、ハード/ソフトの連携が必

形成されている。

要である。

<行政>

・)

●ブルーラインの設置により、サイクリング

いくためには、安全性確保の取組を進める

の認知度が更に向上している。
●バックァップ体制の充実も図られており、

自動車での走行が多い北海道で展開して

必要がある。
・ヲ

地域住民のサイクリングに対する意識改

例えぱ、市街地では、行政により口ードバ

革も重要であり、サイクルイベントや座談

イク用駐輪スペースの設置なども実施さ

会の開催など"サイクリングの認知"のた

れている。

めの取組が必要である。

『しまなみ海道』での取組実態
サイクリングを周辺地域に拡大し、サイク

北海道での適用性と課題
→

サイクリング需要の高まりに合わせて、既

リング空間の整備(ブルーラインの延長

存ルートの活用や、道内周遊サイクリング

等)を進めたり、サイクルイベント実施な

ルートの設定、周知、展開が考えられる。

どに取り組んだりしている。

・)

「とぴしま海道」や「さざなみ海道」「は

また、それにより、公共交通におけるサイ
クリスト受入に対する需要が高まり、公共

まかぜ海道」との連携を進めており、サイ

交通の維持やサービス向上が図られる可

クルツーリズムが地域公共交通の維持だ

能性がある。

けでなく新たな地域活性化を促すツール
にもなりぇると考えられる。
<支援組織>

・)

北海道のサイクリング文化の醸成に向け
た取組を模索していく必要がある。

子供恂けのサイクルイベント・講習会など
の取組が活発化しており、これにより小さ
い頃からサイクリングに親しみ、"サイク
リングの聖地"としての意識が高まってい

る。このような取組により、地域でのサイ
クリングの裾野の拡火も期待できる。
<地域住民>

・)

地域住民のサイクリングに対する意識改

おもてなしを行う地域住民にも、当初はサ

革のひとつとして、観光資源発掘のための

イクリングに対tるネガティブなイメー

協働や、イベント等による盛り上がりを実

ジ(交通・ゴミ等のマナーが悪い、地域に

際に感じてもらうことも必要となる。

お金を落としてくれないなど)があ0た。
しかし、地域資源発掘のための座談会やサ
イクルイベントを通じ、地域住民の意識変
化が現れている。

(3)北海道内における入体制等に関する情収集及ぴ 理
交通事業者及び宿泊事業者へのヒアリング調査を実施し、 北海道内におけるインバウンド観光
及び受入体制の現状や課題を整理した。

①交通事業者ヒアリング調査
北海道はインバウンド観光の国内拠点(成田空港、関西国際空港等)から距離があることや広
域分散型の観光圏を形成しているため、インバウンド観光振興を図って行く上では、交通手段が
重要な役割を担っている。

そのため本調査では、交通事業者を対象としたヒアリング調査を実施し、北海道内におけるイ
ンバウンド観光及び受入体制の現状や問題・課題を把握することを目的としている。
【査内容】
道内に拠点を持つ鉄道、航空、バス事業者計7者に対し、以下の項目についてヒアリング調
査を行った。
・過去5力年の事業状況及び東日本大震災の影響とその回復状況
,外国人観光客の個人・グループ客化(FIT化)の状況と今後の見通し
・外国人観光客へのサービス提供で配慮している点、及びその効果に対する認識
・サイクリング観光客の受入状況及ぴ今後の営業施策等
・インターネット及び紙媒体での情報発信
・北海道内及び国内他地域との連携の状況と今後の意向

【査結果のまとめ】
(a)'去5力年の事業状況及び日本大震災の影響とその回復状況
多くの事業者が震災前の状況に回復、または業績を伸ぱしている。これは、昨今の円安の影
響でインバウンド観光が伸ぴていることがその一因として上げられる。

(b)外人観光客の人・グループ客化(FΠ化)の状況と今の見通し
いずれの交通事業者も外国人観光客の詳細な内訳を把握することは難しいようだが、外国人

観光客の個人・グループ客化(FIT化)は進んでいるものとみられる。これは、インターネッ
トの普及により、個人でも容易に交通機関を検索したり、チケットを購入したりすることがで
きるようになっていることが一因として挙げられる。交通事業者からの取り組みはあまり見ら
れないが、個人での予約を早い時期から押さえ、座席を埋めるための取組みが航空会社から見

られる。ただし、確実に座席数を確保できるツァー客も一定数確保したいという思惑も見られ
た。

(0)外国人観光へのサービス提供で配慮している点、及ぴその効果に対する認識
Wi・Fi貸出や外国人スタッフの採用、ハラーノレ食提供などの取組が外国人に向けたサービス
として見られるが、主とする特別に外国人に向けたサービスは、情報発信における多言語化が
行われているのが現状である。

多言語化に末着手な事業者は、まだインバウンド観光客の需要が少なかったり、外国人側か
らの日本語でのアプローチがあったりするため喫緊の対応が求められていない現状にある。

(d)サイクリング観光客の入状況及び今後の営施策
サイクリング観光客の受入は、需要があれば取組む意向の見られる事業者もあるが、現状で
は需要が少なく、意識していなかったり、試験的に取り組んだものの採算性が伴わなかったり
している。受入に慣れている業者も、他路線で大会等に合わせて需要が増え、それによってノ
ウハウを得たため、対応できていると思われる。そのため、まずはサイクリング観光に対する
北海道での機運醸成が必要不可欠である。

(e)インターネット及び紙媒体での情報発信
インターネットの普及により、いずれの事業者もWebを重視しているが、紙媒体が必要と

なる場合として、現場での対応や機内情報誌(インターネットが使えない状況)での情報発信
が挙げられる。特に、公共交通での移動時問は余裕があるため、手に取ってもらう可能性が高
く、効果的に情報発信できると考えられる。

(f)北海道内及ぴ国内他地域との連携の状況と今後の意向
観光施設との連携を試みた事業者は見られたが、連携先が少なく効果が発揮できないなど、

うまく結果に結びうかないのが現状である。利用者の奪い合いにならない範囲で、交通事業者
問で協力し合ったり、行政との連携により海外プロモーションを仕掛けていったりすることが、
現状できることとして捉えられているようである。

②宿泊事業者ヒアリング査
北海道の場合、本州の拠点から距籬があることから、宿泊を伴う観光が基本であり、受入環
境の整備がインバウンド観光振興を図る上で重要となる。
そのため、本調査では、宿泊事業者を対象としたヒアリング調査を実施し、北海道内におけ
るインバウンド観光及ぴ受入体制の現状や問題・ミ果題を把握することを目的としている。
【調査内容】
道内(富良野・美瑛、ニセコ、オホーツク、帯広、釧路、函館、支笏湖・洞爺湖、空知、
D の宿泊事業者計41事業者に対し、以下の項目についてヒアリング調査を行った。
過去5力年の事業状況及ぴ東日本大震災の影響とその回復状況
外国人観光客の個人・グループ客化(FIT化)の状況と今後の見通し
外国人観光客へのサービス提供で配慮している点、及びその効果に対する認識
サイクリング観光客の受入状況及び今後の営業施策等
インターネット及び紙媒体での情報発信
北海道内及ぴ国内他地域との連携の状況と今後の意向

【調査結果のまとめ】
ヒアリングの
視点

系列/ハイグレード

地元資本等の

地元資本等の個人業者等の
中
小^

過去5力年の ・多くの宿泊施設で震災前の水準まで回復ま

ターゲットを絞った営業展開やテ

事業状況及び
東日本大震災

ーマ性のある商品販売をしている

たは震災前以上に復調。

の影響とその ・特に、台湾からの観光客は回復が早く(震災
年内)、現在のインバウンドの主たる需要の
回復状況

大きな割合を占めている。

ため大きな減少はなく回復も早い

(系列ホテル大規模施設と比べ、外
的影響が少ない)。

・ただし、中国本士及び韓国からの観光客は激
減(特に、団体客の多い宿泊施設での減少率
は大きい)。
・震災後、修学旅行の受入が増加、特に道東方
面では競合地となる東北地域と比べ費用面
もあまり変わらないことから、修学旅行での
利用が大きく増加(ただし、地域により一過
性の増加)。

その他の環境 ・新千歳空港を除く道内地方空港に発着する航空機の小型化によ ・りピーター等
変化による影
の固定客が多
り、大きなツアーの受入が減少。
響

・一方、地方空港への海外航空会社の乗入れにより、インバウンド

く、環境変化

の受入が増加している施設も存在(ただし、地域により海外から

による影響は

のチャーター便の復活を望む声がある)。

少なし、。

・海外と道内空港を結ぶチャーター便は、宿泊客数の増加に直結す
るため、国外からのチャーター便就航を一便でも多く期待する声
がある
・タイ航空の増便やハワイ路線の就航により、外国人観光客の増加
が見られる施設が存在。

外国人観光客 ・台湾や東南アジアの経済発展、ビザの緩和、
の個人・グル
円安の進行が大きく影響し、台湾やシンガポ
ープ客化(FIT
化)の状況と
今後の見通し

多くはないが、これまでと異なる外
国人観光客、特に個人客の宿泊が見

ールをはじめとした東南アジアからの観光

受けられる。

客が堅調に伸びている。

欧米等からの宿泊客の多くがHT客

の長期滞在型。
特に、プロモーションを行っていな
いが、(日本文化に触れられる機会
など)ロ=ミによる広がりで利用者
増。

ヒアリングの

視点

系列/ハイグレード

地元資本等の

地元資本等の
中規模施設

個人

の

/1、

・これまで台湾や東南 ・台湾やシンガポールに続き、ロシアやフィ ・富裕層主体で
アジアからは富裕層

リピンなどからの訪問を期待。

あったが、最

のみの需要であった

近、中問層の

ものの、最近になり

需要が増加

中問層の需要が増え

(利用者の多

てきている。

様化やFIT 化

欧米等からの来訪に

が進展)。

関しては、その多く
が FIT客。
外国人観光客 ・人材やノウハウの構 ・最低限の外国語対応 ・人材不足等によ
へのサービス
築から、外国人向け
をした上で日本人と
り外国人対応が
提供で配慮し
できていない施
外国人の区別をしな
に対応可能。
ている点及ぴ
いで対応。
設が多い(外国語
その効果に対 ・アジア圏からの観光
する認識

日本の宿泊文

化に触れたい
客層のため、
特に外国人観

客への対応として、

対応スタッフの

光客に特化し

できる限りサービス

配置もできてい

たサービスは

を円滑に進めたいと

ない)。

展開していな

いう意向があり、日
本語・英語以外の言
語に対応できるスタ

ツフの配置の検討を

外国語対応スタップ採用のひとぅの方法
として、毎年台湾等から研修生を受け入れ
ている宿泊施設が存在。

進めている事業者も

存在。
中国本土以外の国・地域からの観光客へは、英語によるサービスで対応可能(ただ
し、英語研修を実施している施設は少ない)。

宿泊先のルーノレ・マナー(食事・トイレ・入浴等)の情報が十分に周知されていな
いため、利用者から苦情の原因となる場合もある。
海外客の宿泊時に最も多い問合せは"wi‑Fi環境"に関する内容であり、ほぽ全て
の宿泊者からの問合せがある状況。
設備が充分に対応できる施設は少なく、フロントやロビー回り及び一部の客室のみ

利用可能な施設が多い(客室内でのWi‑Fi環境の整備は必要と感じている)。
ハラールやべジタリアン(例えば精進料理)などに対応した食事の・宗教など外国
提供(事前対応として把握している施設も存在)。

人の食文化に
対応した食事
の提供は実施
していない。

ヒアリングの
視点

系列/ハイグレード

地元資本等の
大規模施設

地元資本等の
中

・宿泊者が個々の宗教等により食材が容易に選択できるようにバイ

の
個人
小^

・地元食材をメ

キング形式を採用。

インとした食

・最低限、英語の食事メニューを提供している施設が存在(多言語化

事の提供。

は皆無に近い)。
サイクリング ・サイクリングの受入意向のある宿泊施設の中でも、設備としては揃・サイクリング
観光客の受入

えられていないところが多々見られる。地域で行っているレンタサ対応は未整備

状況及び今後

イクルの受け入れはできても本格的な口ードバイクになると対応な施設が大半

の営業施策等

に苦慮。

(部屋への自

・玄関先に駐輪Lてもらっている。

転車に受入は

・スキー客ψゾート)の利用が多い宿泊施設では、スキー板の保管基本的に禁
場所を自転車の保管場所として転用しているところが多い。
インターネッ
ト及び紙媒体

止)。

・外国語版HPは多くの宿泊施設で採用されて・外国人利用が多い地域は、外国語の
おり、英語版・中国語版の用意が主流。

紙媒体で情報提供を行うているが、

での情報発信 ・多くは日本語版では季節ごとのトピックスを外国人が少なく、特に個人客利用が
扱っている一方で、外国語版では基本的な情出始めている地域では、基本的に旧
本語のみの情報提供。

報のみ。

・外国人が情報として重視しているのは、「バ・インターネットの情報提供等だけで
ス」「トイレ」「洗面」であり、その情報によなく、宿泊したことのある人に個別
り宿泊施設を決めている外国人も多い。

メーノレで対応するなど、ターゲット

を絞った情報発信が主。
・紙蝶体を置いている施設の中には、宿泊客が・紙媒体にういては、地域の情報等に
帰国後に友人等にその施設を紹介してもらえついての問合せがあった際に対応で
るメリットがあるとして、そのホテルのクオきるような用意があれば十分である
リティを伝えてもらうためにそれに見合ったと考えている。
体裁や材質に拘0て作成を行っている。
北海道内及び ・系列ホテルとの連携・温泉を持たない宿泊施設が、地域の温泉施設との連携を期待

国内他地域と

は積極的に取れるが、する声もある。(温泉地への二徐交通の問題も存在)。

の連携の状況

道内及び国内他地域・海外旅行博に参加経験のある宿泊事業者には、道内各自治体

と今後の意向

との連携は難しい。の個別のプロモーション対応を課題と指摘する声があり、地
域ごとの参加が多い北海道に比べ、地域一体となりプロモー
ションを展開している沖縄県や九州の方が評価が海外では

高いと感じている。

(4)北海道内からの光情発信にる基礎資料の収集及ぴ整理
①学者等へのヒアリング調査
北海道内からの外国語でのインバウンド観光情報の発信について、国外のサイクリング愛好

者が強い改善要望を持っていることを踏まえ、学識者等へのヒアリングを行い、インバウンド
観光情報発信の現状及び今後の課題を調査した。
【調査内容】
ヒアリング対象者は、インバウンド観光に関連した情報発信に精通した学識者や情報発信の
実務に関わっている自治体や観光協会の計5者を選定し調査を行った。調査項目は下表のとお
りである。
情報内宴
0

情報アクセス

00

報発信手段

00

ヒアリング項目

外国語での観光報発信の現状に対する見解と改善点
ホームページ、SNSを併用した情報発信の可能性と課題
紙媒体での情報発信が今後も有効であると考えられる分野
Ⅷ一Fi接続環境の整備に対する見解と改善点

0
0

②ヒアリング査のまとめ
(a)外での情報発信の現状に対する解と改善点
【人員体佃n
海外からの劭問客が多い地域、そして多くの外国人観光客を受け入れている施設では、現時
点では、多くの外国人観光客は英語での対応が可能である。英語に加えて、韓国語や中国語に
対応している施設も見受けられるが、現時点ではごく僅かである。多くの事業施設は日本語十

英語により対応を行っているところがほとんどであるが、英語があまり堪能でなくても対応は
可能であるとの認識を持っている。ただし、近年のアジア圏からの来訪増加に対して円滑にサ
ービスをするために言語対応スタッフの必要性に対する意向を持つ施設が多く見受けられる。

【外語版のクオリティの確保手法】
英語に関して情報吏新等を内部で対応している施設が見受けられた一方で、英語以外の言語
となった場合は、自国スタッフが居なけれぼなかなか発信する情報に精度や適確性が担保でき

ないことから、結果的には外部委託しなければならず、更新頻度が滞る状況などが見られる。
また、日本語からの翻訳や、国ごとに興味のあることを取り上げ国別のサイトを作成tる等
の工夫が必要であるという課題も見受けられた。

(b)ホームページ、 SNSを併用した情報発信の可能性と課題
【多言語化の展開】
海外からの訪問客が多いエリアでは、ホームページに英語、簡体宇・繁体字、韓国語な
ど 4 力国以上で展開している場合がある。しかし、日本語+英語のサイトや、中には日本語

だけのホームページとしている施設も存在している。ブログサイトは、インターネット環境
の充実によ0て近年では二ーザーはSNSへシフトしている。管理者側(主に行政)からの情報

発信は、地域や観光施設等に関する一般的な情報発信に留まるが、 SNS利用者(一般ユーザ)
からの投稿やロニミによる情報発信は、インバウンド観光の誘客力となっている施設も見受け
られる。
しかし現在は、インターネット等で情報が氾濫していて検索が煩雑化する傾向にあるため、

外国人が求める二ーズ(国別で異なる)に対応した、分かりやすい、使いやすい、そして新鮮
な情報等が求められるようになっている。また、コストを意識し計画的かつ定期的な更新やサ
イト運営が望まれる。
そのため、地域をPR、そして意識してもらうために定期的なニュースレターなどを出すこ
とで確実に地域のことを知ってもらえるような取組も見られた。

【質間フォームへの間合せ】
質問フォームへの問合せは海外の観光シーズンに当たる2 3ケ月前や旅行博覧会が開催さ
れた後に増加する傾向が見られる。
以前までは電話での受け付けが多く、外国語が分からず聞き取れなく対応に苦慮していたが、

質問フォームからのアクセスが増えたことにより幾分スムーズになっている。また、事業者に
とっては、電話対応に比べ、インターネットでの予約受付における確実性が向上している。た
だし、質問フォームが分かりやすくなったことで以前よりも問合せは増加傾向である。

(0)紙体での情報発信が今後も有効であると考えられる分野
【インターネットやWEB情報の現状】
観光客が各人で収集する情報等については、インターネット、スマートフォンやタブレット
を使0て取得できる内容が主であり、日々更新される情報等はWEB上での発信・収集が一般
的になりつつある。
ただし、情報アクセスの面でスマートフォンなどは全般的に通信環境整備が不十分であり、
電波状況も圈外エリアが多いため使い勝手が良くないという意見がある。

【紙媒体の現状】
インターネット環境の充実により、紙媒体の需要は逓減していると考えられる.
基本的に紙媒体は、コスト面や実現性の観点から配布可能な枚数が少なく、情報発信の実効
性では、不特定多数が閲覧できる電子媒体(web・SNS 等)に比べて劣ると考えられる。また、
紙媒体をPDFでW此上に掲載しておけぱ、いつ誰でも紙媒体を見ることができる。
また、紙媒体は、保管が長期に渡れぱ、紙が劣化し使えなくなることや、情報の変更に合わ
せた更新が難しいことから、紙媒体の必要性を感じなくなってきている観光施設も多いと考え
られる。
【紙媒体の有用性】
電子媒体は誰もが見る可能性があるが、サイト等の維持費や技術的な面でも、すべてにおい
て充実した内容の掲載は難しい。
そこで、紙媒体が求められる場面として、以下の3つの場合が挙げられる。
(1)紙媒体が最も有効的と考えられる情報・内容は、観光地を巡る際の地図(観光マップ)

である。詳細な情報について問合せがあった場合などには、紙面上に書込みできるため、

利用者と提供側の=ミュニケーションを図る際にも有用とされている。

(2)海外プロモーション時の営業ツールとしても使用頻度が高い。例えぱ、海外での旅行
博覧会時には北海道のPRを行う際には、国別言語に対応したパンフレットは重要である
という意識がある。ただし各国二ーズや噛好にあわせた作成が必要となるため、開催国が
増えるに従いコストも掛かる。そのため、各国の二ーズを捉えた冊子として作成し、イン
ターネットへのアクセスのロスが少なくなるQRコードやURLなどを目に付きやすい
場所に掲載することにより、多様な情報へアクセス性を高めるなど、紙媒体とインターネ
ツトの併用による効果的な取組が行われている。
(3)インターネット利用を使う機会が限られる者に対する情報提供手法としても利用頻度
が高い。宿泊先や公共交通での移動中など時間に余裕があるときに、手に取りやすく、暇
を埋めることのできる読み物として活用されている。

【媒体間の連携と利便性の確保】
営業ツールとしての活用に船いて行われている、紙媒体とインターネットの併用は、以下の
ような情報提供方法である(図Ⅱ一4・1)。双方の情報を入手でき、情報アクセスに対する相乗効
果がより期待できる。
また、その効果をさらに高めるためには、いつ、どこでも情報が入手可能なように、登録手
続きなどでストレスを感じにくい、社会インフラ的なWi・Fi環境(公共・宿泊空間等)が必要
である。
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【出典】
パンフレット:公益社団法人北海道観光振興機構
QRコード:一般社団法人登別楓光協会

(d)wi十i接境の蔓に対する見解と改善点
則1‑Fi環境襲の遅れ】
海外に比べて、 wi・Fi環境など通佶環境の整備が遅れており、今後の円滑な情報収集手段と

して非常に重要なインフラ設備として整備が望まれている。特に、案内所、ホテル、駅、道の
駅などの公共空間での整備は必要である海外ではホテルだけでなく街中でも整備され無料で
使える環境が多いが、日本では範囲力郭艮定されていること、パスワード取得にメーノレアドレス
の登録が必要であり手続きが煩雑であることなど、アクセスや利用面に課題が多い。そのため、
分かりやすい登録方法で、無料で誰もがアクセスしやすいWi・Fi環境が望ましいといえる。

【基盤づくりの強化】
Wi・Fi環境の改善のためには、各機関が協力した基盤づくりが望まれている。公共施設や公共
交通機関を含めた共通の規格が必要で、公共・個人が取り組む所を分け、それぞれに運用の仕
方を決めていく必要がある。また、通信環境の不備が指摘されている状況をカバーするため、
既存インフラの光ファイバーが有効活用できる環境を構築していくことが望ましい。
(θ)その他

【アクシデント発生時の必な情報と手段】
道に迷った場合や自分が今どこにいるのかが分からなくなった時に、 GPSを頼りに自分で
移動できるための最低限の通信環境が必要である。
また、災害情報などは、地域が観光客に対して出すべき必要な情報として欠かせないもので
あることから、外国人にも分かる言語・情報で発信することが必要である。

③サイクリング光にる情報発信についての(考データ作成)
日本語版ガイドブック「サイクルツーリズム in北海道(サイクル・ツーリズム北海道推進連絡

会)」をべースとし、英語版、中国語版(繁体字)をそれぞれ作成した。
日本語版は娼ページで構成されているが、以下に示す外国人向けの情報を追記及ぴ削除し、
52ページで構成した。

【考データの追記及ぴ削除内容】
仏)アクシデント発生時の連絡先を追記
(b)基本的な交通マナーを追記
(ON耶サイトに掲載されており、ガイドブックに掲載されていない情報を追記
(d)国内向けに特化した情報を削除
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参考データの追記例(英語版ガイドブック)
アクシデント発生時の連絡先

(5)ニューツーリズム開の経済効果に関する基礎資料の収集及び理
国内で展開されているニューツーリズムについて、既存の調査研究結果等を参考に、経済効
果の事例収集を行った。ここでは、(ア)「しまなみ海道」で「ツール・ド・しまなみ」の開催
を仮定した場合の「スポーツツーリズム」の事伊ル(イ)彦根市における「文化観光」につい
ての、経済波及効果の試算結果について紹介する。
(ア) スポーツツーリズム
ツール・ド・しまなみ

名称
取組概要

.

地域広島県尾道市

広島県尾道市と愛媛県今治市を結ぶ f瀬戸内しまなみ海道(西瀬戸自動
車道)」等を活用し自転車イベント 1ツール・ド・しまなみ」開催によ
る経済波及効果の試算。

経済効果の概要
尾道大学の試算によれば、 1ツール・ド・しまなみ」開催が地元におよぼす経済波及効
果には、大会参加者と観客の地元消費がもたらす経済波及効果と、大会事業運営費の地元
発注分および施設整備がもたらす経済波及効果があり、この 3 つの経済波及効果の合計

が、「ツール・ド・しまなみ」開催による経済波及効果の総額となり、推計の結果、経済
波及効果は8億6百万円と試算。
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しまなみ」開催およびホテル建設による経済波及効果について(尾道火学)

【参考文献】
「ツーノレ・ド

しまなみ」開催およびホテル建設による経済波及効果について(尾道大学)

(イ)文化観光
名称

彦根城周辺光

地域滋賀県彦根市

●彦根城」は、全国でも数少ない木造建築のお城として現存し、天守閣は

国宝に指定され、 H12年以降、滋賀県内主要観光地入込客数の10位台前半
取組概要

をキープ。

● H19年に開催された築城如0年祭がきっかけとなり、歴史と自然感覚を活
かした新しい観光資源として観光客や市民の彦根城に対する意識向上を図
り、更には宿泊客の誘致促進と滞在時間を伸ぱすため、各種のイベントが
開催。
● H23年では、NHK大河ドラマ効果もあって長浜市観光地が上位を占めたも
のの、年間観光入込数が82万人以上となり、県内第6位の入込数。

経済効果の概要
彦根市が実施した観光客アンケート凋査から、彦根観光における宿泊客・日帰り客別の

1人あたり観光消費金額はそれぞれ 20,260円、4,3船円となり、前年に比べ宿泊客で0.フ%
の減額、日帰り客で6.1%の増額となった(各費目の構成比率に大きな変化はなし)。
また、彦根市に来訪した観光客数(実人数)は、204万人であり、うち宿泊客は30万人、
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【観光客1人あたり観光消費額の内訳】
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彦根市による試算では、観光消費137億円による経済波及効果総額は2認億円と推計さ
れ、雇用効果は 1,309人と推計。これは彦根市の第3次産業総生産(2,530億円)の 10.2%、
同市第3炊産業労働力人口(3.3万人)の4.0%に相当しており、地域産業への貢献度は大き
い。ただし前年調査に比べ、経済波及総額で13億円減少し、雇用効果で15人相当が減少。
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【経済波及効果イメージ】

雇用総数
1.30,人

(彦根市)

【参考文献】

・彦根市観光に関する経済効果測定調査報告書:平成24年彦根市観光の消費動向調査結
果および観光消費による経済的波及効果の推計(彦根市)

(6)モニターツアーアンケート調査

モニターツアーアンケート結果から見た今の取組課題
今年度、北海道内で実施されたモニターツアーにおいて、その実施主体が行うアンケートと合
わせ、参加者の宿泊、その他の消費動向及びその二ーズを調査し、その結果の分析から今後の取
り組みにおける課題を抽出した。なお、有効サンプル数は 31件であり、全員日本人であった。
回答者属性は以下のとおりである。

男性

女性

1年以上
3年末1
26%
1

7

スボーツ自転車歴

性別

10代
20代
30代
如代

無回答
2
6
大
イ、くント

加
8
26%

50代
60代

5
生齢届

サイクリングレベル

牝海道
神奈川県
兵庫県
東京都
京都府

岐阜県
茨城県
愛知県

北海道でのサイクリング経験

北海

在住
16
52%

2
60

来道経験

ツアーへの自転車持参

【アンケート結果の分析】
初心者は、「レンタバイク対応」に魅力を感じる傾向が強く、
モニターツァーに感じた魅力
と選定理由

気軽に楽しめること、十分な休息、が得られることを重要視
している可能性がある。

一方経験者は、「プロサイクリングガイドが同行」1自転車
積載器具付のサポートカーが全行程同行」に対して、高い

魅力を感じており、特に、「プロサイクリングガイドが同行」
に対しては、90%を超える参加者が魅力を感じている。

「エイドステーション」については、道内参加者が事前に
感じた魅力が道外参加者に対して極めて低い一方、「食事」
ツァーへの期待と満足

サイクリングの強度はつさ)
とルートや北海道全体に感じ
た魅力
リピート意向

サイクリング環境整備に関す
る要望

「宿泊施設」に対しては道内参加者のほうが道外参加者に
比べて高い期待度であった。
満足できなかったことは少ないが、「体験内容がイメージと
違った」「事前のツアー情報が不十分」がやや見られ、ツア
一内容の事前説明が不足していた可能性がある。
"サイクリング強度"と"ルートの魅力"の結果データ値
は相関の関係にあり、強度がきつしソレートに対して、より
ルートの魅力を感じている。
いずれの参加者も総じて高い意向(ツアー参加・推薦・
域再訪)を示しているが、初心者がツァー参加に対する意
向が特に強く、目新しい旅行形態として、再体験してみた
いという印象を得られた可能性がある。
「レンタサイクルの充実」噛転車の盗難を防ぐための防犯
対策」については、初心者が経験者に比べて必要性を感じ

ているが、「サイクリストのための総合案内所の充実」「自
転車の故障に対応する施設の充実」「公共交通機関における
自転車の持ち込みや乗り入れに対するサービスの充実」に
ついては、経験者が初心者に比べて必要性を感じている。
「日帰り回数」は初心者が多い一方、「合計宿泊数」は経験

者が多い。「宿泊旅行回数」はほぽ同等であることから、経
験者は旅行1回あたりの旅行日数が長いと考えられる。

また、「予算」は経験者が高い一方、「推定旅行日数」は初
ツァー費用に対する認識

心者のほうが多いことから、経験者は旅行 1回あたりの予
算が高いと考えられる。
ツアー中の消費を見ると、「菓子」については購入している
割合が高い。「飲食費」は初心者の支出額が目立って高い。

「士産・買物など」は初心者・経験者間で目立った違いは

ツアーに対する知覚価格
(妥当と思うツァー金額)

利用する情報源

なく、初心者・経験者いずれも半分程度は支出額がゼロで
あった。
ツァー金額について、経験者は、安いと感じ始める金額が
3万円 4万9千円の間、高いと感じ始める金額は4 6
万円の間となっている。一方、初心者は、安いと感じ始め
る金額は1万3千円 5万円の間、高いと感じ始める金額
は3万5千円 8万円の間とな0ている。経験者は初心者
と比べてばらつきが少なく、値頃感が経験上分か0ている
したがって、知覚価格に基づく価格設定を行う場合は、経
験者のみのデータによるほうがより適切なものになると仮
定される。
経験者はウェブサイト(cyclingtime、 cyclist、 cyclowired)
初心者は「知人・友人の紹介」やSNS利用。

Ⅲ.総括
調査結果を基に、今後サイクルツーリズムによるインバウンド観光を振興するための展開を考
察す、る。

(1)北海道の優位性、課懸の理
【優位性①】北海道の雄大な自然環境と本州以南となる気候・風土
北海道の雄大な風景や空問が作り出す盲然環境は、道外からの観光客にと0ては魅力的な観光
資源である。自然・田園景観のほか、観光客にとって北海道ならではの温泉・食などが豊富に存
在する。また、北海道は四季が明確であり、夏場は冷涼な気候で避暑地としての魅力に溢れるな
ど、道外からの観光客を惹きつける観光要素ともなっており、サイクリング観光を振興する上で
優位であると考えられる。
しかし、北海道の雄大な自然環境や気候風士、観光資源の豊富さは、他地域にはない北海道の
優位性であるものの、更に新たな観光資源の発掘が必要である。そのため、北海道独自の観光振
興戦略として、これらの多様な組み合わせや連携により、更なるインバウンド観光の振興を図る
ことが期待できる。

^
【課題】・観光資源としてポテンシャルを持った地壊資源の地域住民による発掘と資源価値の再
認(地域資源発談会等の開催)
・地域外からの視点による、観光資源となり得る地域資源の発見(外郁点の活用)
【優位性②】ロコミを含めた北海道の認知度
アジアへ旅行するなら日本、日本を旅行するなら北海道へと考えている外国人もおり、海外に
おける"HOKKAIDO"の人気は高い。またサイクリングの先進地域である「しまなみ海道」
においても、北海道の雄火な自然の中でのサイクリングに対する憧れの声がある。

北海道におけるインバウンド観光では、関係機関が発信する公式情報に加えて、外国人観光客
のロコミにより広がった地域が存在し、プロモーション以上の力を発揮している。例えぱ道内の
小規模宿泊施設では、利用者(宿拍客等)と受入倶ルの交流が発展し、利用者がその施設のファ
ン・サポーターとなり、りピーターとして毎年来訪したり、ロコミのきっかけ(発信者)となっ
たりしている。

また、SNS等を通じたロニミによる広がりも個人客の誘致につながっており、単に北海道の観
光情報を一方通行で提供するのではなく、ロコミにより北海道への利用や来訪が拡大するような
仕掛けづくりも検討していく必要がある

.

【課題】

''

れ"から、実際に何度訪れても"楽しし、"(一見からりピーターヘ)と思われる

ための取組の展開

・ロコミにより北海道への来訪が拡大するような仕掛けづくり
ロコミでも広がりをみせる観光情報にえ、おもてなしや魅力的なサービス提供など
更なる"質"をめるための取組の展鬨

(2)地城連携推進に向けた可能性と課の理
【可能性①】滞在交流型に向けた地域資源を結ぶ連携推進
「しまなみ海道」の場合、地域で発掘した資源《点》をサイクリングルートという《線》で
結びつけることで自治体間の連携を実現し、さらに瀬戸内海の地域資源である船を利用した「と

びしま海道」との連携を計画するなど地域資源の有効活用による連携推進を目指している。
また、愛媛県内有数の観光地である「道後温泉」と「しまなみ海道」を結ぶルートを「はま
かぜ海道」として、ブルーラインによる可視化や地域資源発掘などの取組を進めており、短期
的な特定地域問での連携から、中・長期的な四国エリア全域での他地域との広域的な連携や結
びつきを図る《面》的な取組の展開を目指している。周辺地域・四国全域を《線》から《面》
でつなぐ取組は、観光メニューの多様性を生むだけでなく、滞在日数の増加や地元での立ち寄
り先の増加など、滞在交流型観光の活性化が期待できる。
一方北海道では、都市間の距離が長いこともあり、自動車中心の観光展開が図られており、
各地域資源がそれぞれ目的地になっている状況にあると考えられる。

近年では、『シーニックバイウェイ北海道』のように移動途中の景観を楽しんでもらう取組や、
『北海道ガーデン街道』のように、地域の観光素材をテーマに沿って一連のストーリーでつな
げる取組があるが、これらは目的地間の移動も観光資源として取り込むための取組であり、移
動自体も楽しむサイクリングの観点から同様の取組が必要であると考えられる。これは、既存
の観光資源のみでは実現が難しく、サイクリングの視点に立った新たな地域資源の発掘及びそ
れらをつなげる仕掛けづくり(テーマ性や景観、食など)の検討が必要である。

【課題】 ・サイクルツーリズムにより地域をで結ぶための地域資源の発掘
・サイクリングルート《線》から辺地域全体《面》へと展開る仕掛けづくりの
検酎

【可能性②】方向性の共通認識による連携推進と支授体制
「しまなみ海道」では、当初サイクルツーリズム対して、「地域にお金を落としてくれない」
などとい0たネガティプなイメージがあり、地域住民によるサイクリングに対する地元意識は
高くなかった。そのイメージの払拭に向けた取組として、地域資源発掘のための座談会やサイ
クルイベント等が開催され、地域住民の意識変化が現れている。地域資源をサイクリングで結
び、地域全体の活性化へと発展させるという展開において、各団体・関係機関等の役割が明確
になうており、方向性の共通認識が図られている。例えば、サイクルオアシスでは、交流機会
の確保というテーマが明確であり、交流機会の確保に向けた空間の提供や最低限のサービス提
供など、誰が、どのような役割を担うか関係者間で理解している。また、サイクリストへのサ
ービスに関する共通認識に加えて、意識の高揚も図られており、行政・民問事業者のバックァ
ツプ体制も充実している。例えば、今治市内の街中では、愛媛県による口ードバイク用駐輪ス
ペースの設置をはじめ、大手地方銀行による駐輪ラックの設置支援なども実施されている。

北海道においても、「サイクルツーリズム北海道推進連絡会」による各関係機関の共同体制
の構築が図られてきているが、サイクリストの取り込みが必要なほどの需要があると感じてい
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る交通事業者や宿泊事業者は少なく、地域を挙げた取組として根付くまでには至っていない。
サイクルツーリズムの文化が根付くまでの間に、受入事業者や地域住民に対し、北海道におけ
るサイクルツーリズム振興に向けた認識とその方向性を示し、共通認識による関係者・団体間
の協力体制や受入基盤を構築することが必要である。

仕掛けづくりの連携が見られ始めている一方で、プロモーションでの連携に課題を感じる事
業者もおり、"AⅡ HOKI(AIDO"でのプロモーションの不足が指摘されている(海外旅行博に参
加経験のある宿泊事業者から、道内各自治体が個別に対応している課題を指摘する声があるほ
か、地域ごとの参加が多い北海道に比べ、地域一体となりプロモーションを展開している沖縄
県や九州の評価が海外では高いとされている。)なお、"A11HOKKAΦ0"でのプロモーション
として、観光のみのプロモーションは北海道の魅力を最大限に表現していないことが多く、十
勝地域における"食"と"観光"によるプロモーションのように、地域資源を最大限に活かし
たプロモーションが必要と考えられる。

【課題】 ・サイクルツーリズムに対する地域住民の理解や係機関・団体・地域住民の意識共
有による役割分担の明確化
適切な目標、テーマを設定の下、方向性の共通認識による関係機関・団体間の協
体の構築
"AⅡH0怜(AIDO"による海外プロモーション展開と、地域資を最大限に活かしたプ
ロモーションの展開

(3)受入体制の

推進に向けた課賭の整理

①サイクリング空間
(a)テーマ性を意したサイクリングルートの設定
サイクリストは移動の自由度が高く、家族連れや女性、初心者から上級者まで多種多様で、
道路利用パターンを含め複雑化している。先進地の成功要因を見てみると、多様なサイクリス
トの二ーズに対応した走行空問の確保のほか、地域資源(点)をサイクリングルート(線)で
結び、サイクリングルート(線)から、さらに周辺地域全体(面)の活性化(交流機会の拡大
による立寄先の増加や滞在臼数の拡大)へと結びうけるテーマ性がキーワードとなっている。

サイクリストはコースの選定において、「00走破」「00一周」などといったキーワードを
好む傾向があり、「一本道」であることは、起終点が明確で道に迷いにくい上、サイクリストの
分散を抑えることも可能と考えられる。サイクリストの分散が少なければ、サイクリストの行
動範囲を想定しやすく、サイクリストの行動パターンに沿った休憩施設・観光案内所等の配置
を行うことができると考えられる。

またレンタサイクル乗捨などの地域問連携が必要なサービスも、特定ルート上で自転車の配
備等の運用ができるため、サービス展開の可能性が高まると考えられる。

その中で、『北海道ガーデン街道』のように、地域の観光素材をテーマに沿って一連のストー
リーでつなげ、人的交流を図る仕掛けづくり(魅力発信や観光客誘致)を行うことで、サイク
リングに関する着地型旅行商品の造成が可能である.そのため、サイクルツーリズムのテーマ
性(食、景観、体験等)を意識しながら、ルートを設定することが重要である。

(b)統一性や安全性の向上を図るサイクリング空間の創出
サイクリングの先進地である「しまなみ海道」では、ブルーライン及び歩道上の自転車通行
帯については統一されており、また、距離表示や標識類についても基本的には統一されている。
サイクリングルートを走行していることを視覚的・体感的に認識することが可能なほか、ドラ
イバー等に対しても"この区間はサイクリストが走行します"と注意喚起を促すなど、安全性
の面でも非常に効果の高い手法といえる。そのため、北海道の地域性を踏まえたデザインの統
一化など、サイクリング空間の設えについても留意した検討が必要である。

②サービス提供(おもてなし)
(a)サイクリストの行動バターンをまえたサービス展開
サイクリストにういて、上級者の場合は、ロングライドやツーリングによる、広域的で長距
籬移動が多く、初級者の場合は地域内でのレンタルサイクルによる利用が多いなど、属性によ
つて二ーズが大きく異なる。
レンタルサイクル乗捨てサービスなどは、隣接する地域の各関係機関の協働による管理体制
の整備が必要なほか、サービス提供に向けては「しまなみ海道」のように安定した利用客数の
確保が必要となる。

また、サイクリストは工工意識が強いほか、荷物の軽量化への二ーズが高いため、 fしまな
み海道」ではパック型飲料の販売など、サイクリストの二ーズに応じた商品化・商品販売が行
われている。このような、サイクリストの行動パターンや二ーズに応じたサービス展開がサイ
クルツーリズムを後押ししており、北海道においても、利用者目線でのサービス展開に向けて
具体的な二ーズを把握し、仕掛けづくりや商品開発の提案に活かす工夫が必要である。
(b)

全体での輪行サービスに向けた取組の検討

先進地である「しまなみ海道」においては、バス会社による輪行サービスが開始される予定
となっており、サイクルツーリズムの拡大に向けては、輪行サービスの提供は重要である。ま
た、道内においても、交通事業者による試行的な取組では、施設整備などの面で輪行サービス
展開に向けた課題が多く、上手く進行していない。
輪行サービスの展開に向けては、単体でのサービスではなく、地域全体として展開していく
ことが必要であり、実現に向けては多くの課題解決が必要となる。

(0)北海道らしい「おもてなし」の創出
日本の「おもてなし」は、お客さんに対するきめ細かな心配りであり、日本独自の風士・慣
習である。日本文化に触れる機会とも重なり、個人客のみならずりビーターを生む大きな要因
となっている。

「しまなみ海道」の特徴として、地域交流の活発化があり、これは古くからのおもてなし文
化=お遍路文化が土台であり、サイクルオアシスのなかには、整備される以前より、サイクリ
ストへのおもてなしを行っていた所もあるなど、"おもてなし"が日常的な風景となっている。
おもてなし文化の異なる北海道においても、利用者二ーズに合った、北海道ならではの"お
もてなし"の提供は可能であり、サイクリストの受入体制充実のため、北海道としてのおもて
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なしのための地域文化の創出を検討していく必要がある。

③インバウンド観光としての対応
(a)情報アクセスのための通信環境の備の検討
海外では、無料公衆Wi・Fiの整備が進んでおり、日常的にWi・Fiを通じ情報収集を行ってい
るが、北海道は、海外と比べ、 wi・Fi環境など通信環境が不十分な状況である。実際、外国人
観光客のWi・Fi環境に対するホテルへの問合せも多く、特に客室内での整備が強く求められて
いる。また、日本では登録手続きが煩雑であるなど、アクセスや利用面に課題が多く、分かり
やすい登録方法で、主要なポイントではフリーで使いやすいWi・Fi環境が望まれている。wi・Fi
環境の整備に向けては、役割分担を明確化した効率的なサービス展開が重要である。

(b)二次交通ネットワークの充実に向けた仕組みづくり
道内宿泊事業者へのヒアリング調査では、インバウンド観光振興に向けた課題の1つとして、
新千歳空港からの二次交通の充実が挙げられている。
外国人観光客の場合、レンタカーでの移動が可能な観光客を除き、鉄道やバス移動を選択す

る観光客も多く、自転車を持ち込む場合、数十 k牙のスーツケースと自転車を持ち運ぶ必要が
あり、移動は困難である。特に、地方部においては、移動時の選択肢が少なく、路線バス、鉄
道が運行している程度で、ルートも運行本数も限られ、ダイヤ間隔は非常に長い。
例えぼ、道東地域では、冬期間の観光客の移動手段として、観光地問を結ぶバスを地域連携
(ひがし北海道観光事業開発協議会による「ひがし北海道エクスプレスバス」)により運行,る
など、二次交通の充実に向けた取組も始まっている。

道内におけるインバウンド観光振興に向けては、鉄道・バスの連携強化や、圏域を超えた広
域連携によるバス運行など二炊交通ネットワークの充実が必要である。

