
 幅広い分野にわたる自転車関連施策を相互に連携させながら、効果的かつ効率的な

施策の推進を図ります。 

 なお、本計画は「持続可能な開発目標(ＳＤＧｓ)」の推進に資するものであり、

「北海道ＳＤＧｓ推進ビジョン」(Ｈ30.12策定)の趣旨を踏まえ、多様な主体と連携

を図りながら、「環境に◎観光に◎健康に◎もっと、自転車  北海道。」の実現に

向けた取組を展開します。 

 ＰＤＣＡサイクルに基づく「目標管理型行政運営システム」*25等を活用し、年度ご

とに自転車関連施策の推進状況を取りまとめます。 

Ⅲ 施策の推進 

 １ 施策推進の考え方 

 ２ 施策の推進管理 

 ＃キャンペーン受賞作品を挿入 

 

 ＃
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  もっと、自転車北海道。 

 「＃もっと自転車北海道」キャンペーン 受賞作品 



Ｐ１ ＊１ 自転車活用推進法 

   身近な交通手段である自転車の活用の推進に関する法律。基本理念を定め、国の責務等を明らかに 

   し、及び自転車の活用の推進に関する施策の基本となる事項を総合的かつ計画的に推進するこ  

   とを目的として、平成29年５月１日に施行。 

 ＊２ 自転車活用推進計画 

   自転車活用推進法第９条に基づき、自転車の活用推進に関する目標及び自転車の活用の推進に関 

   し、講ずべき必要な法制上又は財政上の措置その他措置を定めた国の計画。 

 ＊３ 北海道自転車条例 

   自転車の活用及び安全な利用の推進に関する北海道の条例。基本理念や道の基本的施策などを定 

   め、自転車の活用等により、環境への負荷の低減、道民の健康の増進、観光振興等を推進するこ 

   とを目的として、平成30年４月１日に施行。 

 ＊４ ３つの密 

   新型コロナウイルスの感染拡大防止に際して広く周知された、「換気の悪い密閉空間」、「多数 

   が集まる密集場所」、「間近で会話や発声する密接場面」の３つの略称。 

 ＊５ 都道府県自転車活用推進計画 

   自転車活用推進法第10条に基づき、国の自転車活用推進計画を勘案して、当該都道府県が区域の 

   実情に応じた自転車の活用の推進に関する施策を定めた計画。 

Ｐ２ ＊６ 自転車専用道路 

   道路法第48条の14第２項に規定される、専ら自転車の一般交通の用に供するために、独立して設 

   けられる道路。 

Ｐ３ ＊７ スポーツ車 

   各種サイクルスポーツ及びレジャー用として長距離走行、快速走行など、それぞれの使用目的に 

   適するような一般用自転車でチェンジギア装置を備えたものの総称。 

Ｐ４ ＊８ 自転車関連事故 

   第１当事者（事故による過失が重い方をいう。過失が同程度の場合は、損傷の軽い方）又は第２ 

   当事者が自転車の事故で、「自転車対歩行者」「自転車対自転車」「自転車対自動車」「自転車 

   単独」に類型。 

Ｐ５ ＊９ 自転車通行空間 

   自転車が通行するための道路、又は道路の部分。 

 ＊10 安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン 

   国土交通省と警察庁が、自転車の安全で快適な利用環境を創出する取組を推進するため、自転車 

   通行空間として重要な路線を対象とした面的な自転車ネットワーク計画の作成方法や、歩行者、 

   自転車、自動車が適切に分離された自転車通行空間設計の考え方等について、取りまとめた指針。 

 ＊11 車両 

   道路交通法における車両とは、自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスを示し、自転 

   車は同法で軽車両に該当する。 

 ＊12 自転車ネットワーク計画 

   安全で快適な自転車通行空間を効果的、効率的に整備することを目的に、自転車ネットワーク路 

   線(※)を選定し、その路線の整備形態等を示した計画。 

    (※)自転車ネットワーク計画の基本方針や計画目標に応じて、自転車通行空間を効果的、効率的に整備す 

      ることを目的に選定された、面的な自転車ネットワークを構成する路線。 

 用語集 
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Ｐ５ ＊13 自転車歩行者専用道路 

   道路法第48条の14第２項に規定される専ら自転車及び歩行者の一般交通の用に供するために、独 

   立して設けられる道路。 

 ＊14 矢羽根型 

   道路幅員が狭く自転車道や自転車通行帯を整備することができない区間において、自転車利用者 

   に安全な通行を促すことを目的として、車道の路肩に自転車の通行位置と方向を示すために描い 

   た法定外の路面表示。 

 ＊15 路面表示 

   道路標識、区画線及び道路標示に関する命令に規定されていない、法定外の路面に描かれた表示    

   で、ペイント、石等で路面に描かれた線、記号又は文字。 

Ｐ６ ＊16 ナショナルサイクルルート 

   自転車活用推進計画の目標の一つでもある「サイクルツーリズムの推進による観光立国の実現」 

   のため、走行環境や受入環境等、質の高いサイクリング環境を有するサイクリングルートを、国 

   が、日本を代表し、世界に誇りうる「ナショナルサイクルルート」として指定し、国内外にＰＲ 

   を図る取組。     

Ｐ７ ＊17 北海道サイクルルート連携協議会 

   北海道におけるサイクルツーリズムの振興による広域的な周遊観光等の地域振興の実現を目的 

   に、官民が連携・協力した取組を行なうために、北海道開発局と北海道が設立した組織。     

Ｐ８ ＊18 北海道自転車活用等推進連携会議 

   北海道自転車条例に基づく自転車の活用及び安全な利用の推進に関する施策を、関係機関及び団  

   体と緊密な連携を図りながら効果的に推進するため、北海道が設置した会議。 

Ｐ12 ＊19 シェアサイクル 

   必要なタイミングで他の人と自転車を共同利用するための仕組み。 

Ｐ15 ＊20 道路標識 

   道路交通法第２条第１項第15号に規定される、道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示 

   板をいい、種類、様式等については、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第１条～４条 

   により規定。 

Ｐ17 ＊21 レンタサイクル 

   自転車を短期に有料で貸し出すサービス。 

 ＊22 案内標識 

   目的地・通過地の方向、距離や道路上の位置を示し目標地までの経路を案内する「経路案内」、 

   現在地を示す「地点案内」、「待避所」「パーキング」などの附属施設を案内する附属施設案内。 

 ＊23 アドベンチャートラベル（ＡＴ） 

   アクテビティ、自然、異文化体験の３要素のうち、２つ以上を含む旅行形態のことで、シーカ 

   ヤック、ラフティング、トレッキング、登山といった、海・山・川を活かした様々なアウトド 

   アのアクティビティの総称。 

 ＊24 アドベンチャートラベルワールドサミット 

   ＡＴの国際的な団体であるＡＴＴＡ（Adventure Travel Trade Association）が主催する、世界 

   最大のＡＴイベント。 

Ｐ18 ＊25 目標管理型行政運営システム 

   道政運営の基本的制度として、Plan(企画立案)⇒Do(実施)⇒Check(評価)⇒Action(改善)の政策 

   マネジメントサイクルを確立し、時代の変化や道民の期待に的確に対応できる行政の実現を図る 

   取組。 
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[展開方向Ⅰ] 

 自転車の魅力を生かした多様なサイクルスタイルの実現 

知る 

使う 

  自転車が持つ幅広い魅力や価値を生かし、生活の様々なシーンでもっと利用されるよう、 

 自転車を活用した多様なライフスタイルなどについて、普及啓発を図ります。 

 自転車利用促進に関する普及啓発・活用の推進 

 １ 自転車関連施策 

 ◆ その他参考 

年度 事業等 概   要 推進状況 

Ｈ30 自転車安全利

活用等推進事

業 

[総合政策部] 

北海道自転車条例の目的に掲げる自転

車の活用と安全利用を推進するため、

広く道民等の理解を図るとともに、国・

市町村・関係団体と連携体制を構築し、

健康増進やサイクルツーリズムによる

観光振興等を図る。 

・「環境に◎観光に◎健康に◎もっと 

 自転車北海道」をキャッチフレーズ 

 に設定した啓発資材の作成・配布 

・幅広い層を対象とした自転車活用・ 

 安全利用のためのイベント「もっと 

 自転車北海道inチカホ」の実施 

・自転車利用促進のため、ＡＩＲ－Ｇ’ 

 と連携し、ＦＢ等を活用したキャン 

 ペーンの実施 

・自転車関連施策の効果的な推進のた 

 め、関係機関・団体で構成する北海 

 道自転車活用等推進連携会議の設置・ 

 運営 

10,000 

 

 地域政策推進

事業 

[総合政策部] 

○石狩地域自転車活用促進事業 

・北海道自転車条例の目的に掲げる自 

 転車の活用と安全利用を啓発するた 

 め、子ども向け体験イベントや高齢 

 者を対象にした講座等を実施し、条 

 例の趣旨の浸透を図るとともに、関 

 係機関等との情報共有を行う。 

・道内外における自転車を活用した取 

 組を把握し、その導入効果や課題に 

 ついて管内市町村と情報を共有 

・地域住民相互の交通安全意識を向上 

 させるため、子どもや高齢者を対象  

 とした交通ルール・マナー講習会を 

 開催 

454 

 地域づくり総

合交付金 

[総合政策部] 

○石狩市自転車活用推進事業 

・石狩地域のサイクリング環境の向上 

 のため、各種情報収集、調査、自転 

 車活用推進に係る施策の検討等を実 

 施する取組に対して支援する。 

・基礎データの収集整理、関係団体へ 

 のヒアリング調査を実施 

・自転車活用推進に係る施策の検討 

・協議会の運営、及び報告書の作成 

2,400 

 シェアサイク

ルの利用促進 

[総務部] 

日常生活における身近な交通手段や健

康増進のための取組など、自転車の更

なる利用促進を図るため、シェアサイ

クルの利用を促進する。 

・サイクルシェアサイクリング事業者 

 「特定非営利活動法人ポロクル」に 

 対し、庁舎敷地にサイクルポート（16 

 台分）の設置を許可 

   ー   

 

 自転車ネット

ワーク計画策

定の促進 

[建設部] 

安全で快適な自転車通行空間を効果的、

効率的に整備することを目的に、市町

村が策定する自転車ネットワーク計画

への策定支援等を行う。 

・自転車ネットワーク計画（石狩市） 

 策定への参画 

   ー 

参１ 



年度 事業等 概   要 推進状況 

Ｈ31 

(R1) 

自転車利用環

境向上会議の

開催 

[総合政策部] 

日本の自転車環境の向上と道路交通環

境づくりの推進のため、全国各地の自

転車関連の取組を広く発信・共有し、

具体的な自転車まちづくりにつなげて

いくための全国会議を札幌市で開催す

る。 

・開催日時：R1.8.29(13:00～18:00) 

        8.30(09:00～12:00) 

・開催場所：札幌ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

・主  催：北海道、札幌市、北海道   

      開発局 

・テ ー マ：ｻｲｸﾙﾂｰﾘｽﾞﾑの推進 

      自転車利用環境の向上 

・参加者数：463名 

   ー 

 自転車活用等

促進事業 

[総合政策部] 

北海道自転車条例の目的に掲げる自転

車の活用と安全利用を推進するため、

広く道民等の理解を図るとともに、国・

市町村・関係団体と連携体制を構築し、

健康増進やサイクルツーリズムによる

観光振興等を図る。 

・ビギナー女性のためのスポーツサイ 

 クル体験ライドの開催 

・自転車利用促進のため、ＡＩＲーＧ‘と 

 連携したラジオキャンペーンやフォ 

 トコンテストの実施 

・自転車関連施策の効果的な推進のた 

 め、関係機関・団体で構成する北海 

 道自転車活用等推進連携会議の設置・ 

 運営 

9,000 

 地域づくり総

合交付金 

[総合政策部] 

○石狩市自転車活用推進事業 

・石狩地域のサイクリング環境の整備 

 を行うとともに、サイクルツーリズ  

 ム推進のために実施するプロモーショ 

 ン活動に対して支援する。 

・サイクリストの安心・安全な走行環 

 境確保を目的とした、案内標識のデ 

 ザイン及び配置計画の検討 

・動画共有サービスで配信可能なプロ 

 モーション動画の制作 

・協議会の運営、及び報告書の作成 

800 

  ○ニセコサイクルフェスティバル事業 

・ニセコ地域の住民の自転車への理解 

 促進やサイクリング環境整備、認知 

 度向上を図るため実施するフェスティ 

 バルイベントに対して支援する。 

・開催日時：R1.7.6(10：00～17：00) 

        7.7( 6：00～16：00) 

・開催場所：ﾆｾｺｸﾞﾗﾝﾋﾗﾌ第一駐車場 

・主  催：(一社)HOKKAIDO EVENTS 

・参加者数：約6,000名 

3,000 

 シェアサイク

ルの利用促進 

[総務部・総

合政策部] 

日常生活における身近な交通手段や健

康増進のための取組など、自転車の更

なる利用促進を図るため、シェアサイ

クルの利用を促進する。 

・サイクルシェアリング事業者「特定 

 非営利活動法人ポロクル」に対し、 

 庁舎敷地にサイクルポート（16台分） 

 の設置を許可 

・包括連携協定を締結している日本生 

 命が実施するイベントにおいて、ポ 

 ロクルと連携し、シェアサイクル会 

 員登録会を実施 

   ー 

 自転車活用推

進計画策定の

促進 

[総合政策部] 

自転車活用推進法に基づき、自転車の

活用を推進することを目的に、市町村

が策定する自転車活用推進計画の策定

を促進する。 

・市町村の策定状況・策定予定時期の 

 把握 

・市町村への情報提供の実施 

   ー 

 自転車ﾈｯﾄﾜｰｸ

計画策定の促進 

[総合政策部・

建設部] 

安全で快適な自転車通行空間を効果的、

効率的に整備することを目的に、市町

村が策定する自転車ネットワーク計画

の策定を促進する。 

・市町村の策定状況・策定予定時期の 

 把握 

・市町村への情報提供の実施 

   ー 

参２ 



年度 事業等 概   要 推進状況 

 タンデム自転

車の公道走行

に関する検討 

[環境生活部・

警察本部] 

タンデム自転車が持つ特性や道内の道

路交通環境、他府県の状況等を踏まえ、

一般道路における走行規制について、

総合的な検討を行う。 

・タンデム自転車の一般公道の走行に 

 向け、関係規則を改正 

・中学生以下の児童と保護者を対象に 

 実施した自転車安全教室において、 

 北海道サイクリング協会と連携し、 

 タンデム自転車の試乗等を実施 

・ホームページでの安全利用に係る普 

 及啓発の実施 

   ー 

Ｒ２ 自転車活用等

促進事業 

[総合政策部] 

北海道自転車条例の目的に掲げる自転

車の活用と安全利用を推進するため、

広く道民等の理解を図るとともに、国・

市町村・関係団体と連携体制を構築し、

健康増進やサイクルツーリズムによる

観光振興等を図る。 

・自転車利用促進のため、「もっと、 

 自転車北海道。」公式インスタグラ 

 ムを開設し、フォトコンテストを実 

 施 

・自転車関連施策の効果的な推進のた 

 め、関係機関・団体で構成する北海 

 道自転車活用等推進連携会議（書 

 面）や関係者とのＷＥＢ意見交換会 

 を開催 

8,984 

 シェアサイク

ルの利用促進 

[総務部・総

合政策部] 

日常生活における身近な交通手段や健

康増進のための取組など、自転車の更

なる利用促進を図るため、シェアサイ

クルの利用を促進する。 

・サイクルシェアリング事業者「特定 

 非営利活動法人ポロクル」に対し、 

 庁舎敷地にサイクルポート（30台 

 分）の設置を許可 

   ー 

 自転車活用推

進計画策定の

促進 

[総合政策部] 

自転車活用推進法に基づき、自転車の

活用を推進することを目的に、市町村

が策定する自転車活用推進計画の策定

を促進する。 

・市町村の策定状況・策定予定時期の 

 把握 

・市町村への情報提供の実施 

   ー 

 自転車ﾈｯﾄﾜｰｸ

計画策定の促進 

[総合政策部・

建設部] 

安全で快適な自転車通行空間を効果的、

効率的に整備することを目的に、市町

村が策定する自転車ネットワーク計画

の策定を促進する。 

・市町村の策定状況・策定予定時期の 

 把握 

・市町村への情報提供の実施 

   ー 

 自転車利用環境の整備の推進 

年度 事業等 概   要 推進状況 

Ｈ30 自転車安全利

活用等推進事

業（再掲） 

[総合政策部] 

北海道自転車条例の目的に掲げる自転

車の活用と安全利用を推進するため、

広く道民等の理解を図る。 

・幅広い層を対象とした自転車活用・ 

 安全利用のためのイベント「もっと 

 自転車北海道inチカホ」の実施 

・自転車と自動車がお互いを思いやる 

 道路環境づくりを推進するためのキャ 

 ンペーンの実施 

10,000 

 大規模自転車

道の整備 

[建設部] 

自然公園、名勝、観光施設等を結ぶ大

規模自転車道線（道内10コース）の整

備を推進する。 

・札幌恵庭自転車道線（実施検討） 

・釧路阿寒自転車道線（トイレ（２箇 

 所）の補修） 

   ー 

 自転車ﾈｯﾄﾜｰｸ

計画策定の促進 

（再掲） 

[総合政策部・

建設部] 

安全で快適な自転車通行空間を効果的、

効率的に整備することを目的に、市町

村が策定する自転車ネットワーク計画

への策定支援等を行う。 

・自転車ネットワーク計画（石狩市） 

 策定への参画 

   ー 

参３ 



年度 事業等 概   要 推進状況 

 安全で快適な

自転車通行空

間の整備 

[建設部] 

市町村が作成した自転車ネットワーク

計画に基づく安全で快適な自転車通行

空間の整備の推進 

・車道混在型による矢羽根型路面表示 

 の試験施工箇所について実走による 

 検証やアンケート等の実施（旭川市） 

   ー 

 生活道路にお

ける交通安全

対策の実施 

[建設部・警

察本部] 

生活道路における通過交通の抑制など、

自転車通行空間の整備について総合的

な取組を実施する。 

・路側帯、ゾーン30等の整備（函館市、 

 旭川市） 

・規制標示の塗り替え整備、一時停 

 止、横断歩道の新設 

   ー 

Ｈ31 

(R1) 

自転車利用環

境向上会議の

開催（再掲） 

[総合政策部] 

日本の自転車環境の向上と道路交通環

境づくりの推進のため、全国各地の自

転車関連の取組を広く発信・共有し、

具体的な自転車まちづくりにつなげて

いくための全国会議を札幌市で開催す

る。 

・開催日時：R1.8.29(13:00～18:00) 

        8.30(09:00～12:00) 

・開催場所：札幌ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

・主  催：北海道、札幌市、北海道   

      開発局 

・テ ー マ：ｻｲｸﾙﾂｰﾘｽﾞﾑの推進 

      自転車利用環境の向上 

・参加者数：463名 

   ー 

 自転車活用等

促進事業（再

掲） 

[総合政策部] 

北海道自転車条例の目的に掲げる自転

車の活用と安全利用を推進するため、

広く道民等の理解を図る。 

・自転車と自動車がお互いを思いやる 

 道路環境づくりを推進するためのキャ 

 ンペーンの実施 

9,000 

 自転車活用推

進計画策定の

促進（再掲） 

[総合政策部] 

自転車活用推進法に基づき、自転車の

活用を推進することを目的に、市町村

が策定する自転車活用推進計画の策定

を促進する。 

・市町村の策定状況・策定予定時期の 

 把握 

・市町村への情報提供の実施 

   ー 

 自転車ﾈｯﾄﾜｰｸ

計画策定の促進 

（再掲） 

[総合政策部・

建設部] 

安全で快適な自転車通行空間を効果的、

効率的に整備することを目的に、市町

村が策定する自転車ネットワーク計画

の策定を促進する。 

・市町村の策定状況・策定予定時期の 

 把握 

・市町村への情報提供の実施 

   ー 

 大規模自転車

道の整備 

[建設部] 

自然公園、名勝、観光施設等を結ぶ大

規模自転車道線（道内10コース）の整

備を推進する。 

・札幌恵庭自転車道線（関係機関協議） 

・釧路阿寒自転車道線（舗装補修） 

   ー 

 安全で快適な

自転車通行空

間の整備 

[建設部] 

市町村が作成した自転車ネットワーク

計画に基づく安全で快適な自転車通行

空間の整備の推進 

・優先整備区間における矢羽根型路面 

 表示等の実施（旭川市） 

   ー 

 生活道路にお

ける交通安全

対策の実施 

[建設部・警

察本部] 

生活道路における通過交通の抑制など、

自転車通行空間の整備について総合的

な取組を実施する。 

・ゾーン30の整備（札幌市ほか） 

・区画線、規制標識の高輝度化、規制 

 標示の塗り替え整備 

   ー 

参４ 



年度 事業等 概   要 推進状況 

Ｒ２ 自転車活用等

促進事業（再

掲） 

[総合政策部] 

北海道自転車条例の目的に掲げる自転

車の活用と安全利用を推進するため、

広く道民等の理解を図る。 

・自転車利用促進のため、「もっと、 

 自転車北海道。」公式インスタグラ 

 ムを開設し、フォトコンテストを実 

 施 

・自転車関連施策の効果的な推進のた 

 め、関係機関・団体で構成する北海 

 道自転車活用等推進連携会議（書 

 面）や関係者とのＷＥＢ意見交換会 

 を開催 

8,984 

 自転車活用推

進計画策定の

促進（再掲） 

[総合政策部] 

自転車活用推進法に基づき、自転車の

活用を推進することを目的に、市町村

が策定する自転車活用推進計画の策定

を促進する。 

・市町村の策定状況・策定予定時期の 

 把握 

・市町村への情報提供の実施 

   ー 

 自転車ﾈｯﾄﾜｰｸ

計画策定の促進 

（再掲） 

[総合政策部・

建設部] 

安全で快適な自転車通行空間を効果的、

効率的に整備することを目的に、市町

村が策定する自転車ネットワーク計画

の策定を促進する。 

・市町村が策定する計画の状況把握 

・市町村への情報提供の実施 

   ー 

 大規模自転車

道の整備 

[建設部] 

自然公園、名勝、観光施設等を結ぶ大

規模自転車道線（道内10コース）の整

備を推進する。 

・札幌恵庭自転車道線（路盤舗装工） 

・十勝川温泉帯広自転車道線（案内標 

 識） 

・釧路阿寒自転車道線（路盤舗装） 

   ー 

 安全で快適な

自転車通行空

間の整備 

[建設部] 

市町村が作成した自転車ネットワーク

計画に基づく安全で快適な自転車通行

空間の整備の推進 

・矢羽根型路面表示、分離表示等の実 

 施（石狩市・旭川市・帯広市） 

   ー 

 生活道路にお

ける交通安全

対策の実施 

[建設部・警

察本部] 

生活道路における通過交通の抑制など、

自転車通行空間の整備について総合的

な取組を実施する。 

・ゾーン３０の整備 

・区画線、規制標識の高輝度化、規制 

 標示の塗り替え整備 

   ー 

参５ 



安全 

安心 

[展開方向Ⅱ] 

 自転車を安全で安心に利用することのできる環境の構築 

 交通安全教育の推進 

  自転車利用者はもとより、歩行者や自動車利用者を含む全ての人々が、交通ルールや 

 マナーなどを遵守し、誰もが安全かつ快適に自転車を利用できる環境の整備を図ります。 

年度 事業等 概   要 推進状況 

Ｈ30 自転車安全利

活用等推進事

業（再掲） 

[総合政策部] 

北海道自転車条例の目的に掲げる自転

車の活用と安全利用を推進するため、

広く道民等の理解を図る。 

・幅広い層を対象とした自転車活用・ 

 安全利用のためのイベント「もっと 

 自転車北海道inチカホ」の実施 

・自転車と自動車がお互いを思いやる 

 道路環境づくりを推進するためのキャ 

 ンペーンの実施 

10,000 

 地域政策推進

事業（再掲） 

[総合政策部] 

○石狩地域自転車活用促進事業 

・北海道自転車条例の目的に掲げる自 

 転車の活用と安全利用を啓発するた 

 め、子ども向け体験イベントや高齢 

 者を対象にした講座等を実施し、条 

 例の趣旨の浸透を図るとともに、関 

 係機関等との情報共有を行う。 

・道内外における自転車を活用した取 

 組を把握し、その導入効果や課題に 

 ついて管内市町村と情報を共有 

・地域住民相互の交通安全意識を向上 

 させるため、子どもや高齢者を対象  

 とした交通ルール・マナー講習会を 

 開催 

454 

 交通安全対策

推進事業 

[環境生活部] 

交通事故のない安全で安心な社会を目

指し、事故の発生実態を踏まえた対策

を実施する。 

・高齢者の交通事故防止に向けたチラ 

 シの作成 

・高齢者が訪れやすい店舗で交通安全 

 に関するひと声アドバイスを行うた 

 めの事例集を作成し、店舗に配布 

5,289 

   ・保護者を含む児童・生徒向けに自転 

 車の交通ルールなどを示したリーフ 

 レットを作成し、学校に配布 

73,268 

 自転車の安全

利用の促進 

[環境生活部・

道教委・警察

本部] 

交通安全意識の向上に資する普及啓発

の推進や自転車利用者に対する指導・

取締りの実施により、自転車の安全利

用を促進する。 

・期別の交通安全運動、サイクルセー 

 フティキャンペーン、自転車安全日 

 における街頭啓発の実施 

・幼児や小中高校生等を対象とした参 

 加・体験・実践型の自転車教育の推 

 進 

・交通安全運動期間中におけるパネル 

 展の実施 

・交通安全指導員、交通ボランティア 

 研修会の開催 

・学校等と連携した通学路の安全点検 

 の実施 

・自転車の安全利用に係る啓発資材を 

 作成・配布し、自転車小売事業者等 

 と連携し、自転車購入者に対する啓 

 発を実施 

   ー 

参６ 



年度 事業等 概   要 推進状況 

Ｈ31 

(R1) 

自転車利用環

境向上会議の

開催（再掲） 

[総合政策部] 

日本の自転車環境の向上と道路交通環

境づくりの推進のため、全国各地の自

転車関連の取組を広く発信・共有し、

具体的な自転車まちづくりにつなげて

いくための全国会議を札幌市で開催す

る。 

・開催日時：R1.8.29(13:00～18:00) 

        8.30(09:00～12:00) 

・開催場所：札幌ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

・主  催：北海道、札幌市、北海道   

      開発局 

・テ ー マ：ｻｲｸﾙﾂｰﾘｽﾞﾑの推進 

      自転車利用環境の向上 

・参加者数：463名 

   ー 

 自転車活用等

促進事業（再

掲） 

[総合政策部] 

北海道自転車条例の目的に掲げる自転

車の活用と安全利用を推進するため、

広く道民等の理解を図る。 

・自転車と自動車がお互いを思いやる 

 道路環境づくりを推進するためのキャ 

 ンペーンの実施 

9,000 

 交通安全対策

推進事業 

[環境生活部] 

交通事故のない安全で安心な社会を目

指し、事故の発生実態を踏まえた対策

を実施する。 

・高齢者の交通事故防止に向けたチラ 

 シの作成 

・高齢者が訪れやすい店舗で交通安全 

 に関するひと声アドバイスを行うた 

 めの事例集を作成し、店舗に配布 

4,613 

   ・保護者を含む児童・生徒向けに自転 

 車の交通ルールなどを示したリーフ 

 レットを作成し、学校に配布 

72,737 

 自転車の安全

利用の促進 

[環境生活部・

道教委・警察

本部] 

交通安全意識の向上に資する普及啓発

の推進や自転車利用者に対する指導・

取締りの実施により、自転車の安全利

用を促進する。 

・期別の交通安全運動、サイクルセー 

 フティキャンペーン、自転車安全日 

 における街頭啓発の実施 

・幼児や小中高校生等を対象とした参 

 加・体験・実践型の自転車教育の推 

 進 

・交通安全運動期間中におけるパネル 

 展の実施 

・交通安全指導員、交通ボランティア 

 研修会の開催 

・学校等と連携した通学路の安全点検 

 の実施 

・自転車の安全利用に係る啓発資材を 

 作成・配布し、自転車小売事業者等 

 と連携し、自転車購入者に対する啓 

 発を実施 

   ー 

Ｒ２ 自転車活用等

促進事業（再

掲） 

[総合政策部] 

北海道自転車条例の目的に掲げる自転

車の活用と安全利用を推進するため、

広く道民等の理解を図る。 

・自転車利用促進のため、「もっと、 

 自転車北海道。」公式インスタグラ 

 ムを開設し、フォトコンテストを実 

 施 

・自転車関連施策の効果的な推進のた 

 め、関係機関・団体で構成する北海 

 道自転車活用等推進連携会議（書 

 面）や関係者とのＷＥＢ意見交換会 

 を開催 

8,948 

参７ 



年度 事業等 概   要 推進状況 

 交通安全対策

推進事業 

[環境生活部] 

交通事故のない安全で安心な社会を目

指し、事故の発生実態を踏まえた対策

を実施する。 

・高齢者の交通事故防止に向けたチラ 

 シの作成 

・高齢者が訪れやすい店舗で交通安全 

 に関するひと声アドバイスを行うた 

 めの事例集を作成し、店舗に配布 

4,099 

   ・保護者を含む児童・生徒向けに自 

 転車の交通ルールなどを示したリ 

 ーフレットを作成し、学校に配布 

73,498 

 自転車の安全

利用の促進 

[環境生活部・

道教委・警察

本部] 

交通安全意識の向上に資する普及啓発

の推進や自転車利用者に対する指導・

取締りの実施により、自転車の安全利

用を促進する。 

・期別の交通安全運動、サイクル 

 セーフティーキャンペーン、自転 

 車安全日における街頭啓発の実施 

・交通安全運動期間中におけるパネ 

 ル展の実施 

・交通安全指導員、交通ボランティ 

 ア研修会の開催 

・自転車の安全利用に係る啓発資材 

 を配布、自転車小売事業者等と連 

 携した自転車購入者に対する啓発 

 の実施 

 

 自転車損害賠償保険等への加入促進 

年度 事業等 概   要 推進状況 

Ｈ30 自転車安全利

活用等推進事

業（再掲） 

[総合政策部] 

北海道自転車条例の目的に掲げる自転

車の活用と安全利用を推進するため、

広く道民等の理解を図る。 

・幅広い層を対象とした自転車活用・ 

 安全利用のためのイベント「もっと 

 自転車北海道inチカホ」の実施 

10,000 

 自転車損害賠

償保険等への

加入促進 

[環境生活部] 

自転車事故をめぐる損害賠償額の高額

化などを踏まえ、自転車利用者等の自

転車損害賠償保険等加入の必要政の理

解や加入促進に向けた取組を実施する。 

・自転車の安全利用に係る啓発資材を 

 作成・配布し、自転車小売事業者等 

 と連携し、自転車購入者等に対する 

 啓発を実施 

・レンタサイクル事業者に対する保険 

 加入の働きかけを実施 

・日本損害保険協会から講師を招聘し、 

 保険加入の必要性等について講演を 

 実施 

   ー 

Ｈ31 

(R1) 

自転車損害賠

償保険等への

加入促進 

[環境生活部] 

自転車事故をめぐる損害賠償額の高額

化などを踏まえ、自転車利用者等の自

転車損害賠償保険等加入の必要性の理

解や加入促進に向けた取組を実施する。 

・自転車の安全利用に係る啓発資材を 

 作成・配布し、自転車小売事業者等 

 と連携し、自転車購入者等に対する 

 啓発を実施 

・レンタサイクル事業者に対する保険 

 加入の働きかけを実施 

・日本損害保険協会から講師を招聘し、 

 保険加入の必要性等について講演を 

 実施 

   ー 

Ｒ２ 自転車損害賠

償保険等への

加入促進 

[環境生活部] 

自転車事故をめぐる損害賠償額の高額

化などを踏まえ、自転車利用者等の自

転車損害賠償保険等加入の必要政の理

解や加入促進に向けた取組を実施する。 

・幼児や小・中・高校生等を対象とし 

 た参加・体験・実践型の自転車教育 

 の推進 

・教職員を対象とした自転車の安全利 

 用指導に係る研修の実施 

   ー 
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年度 事業等 概   要 推進状況 

Ｈ30 自転車安全利

活用等推進事

業（再掲） 

[総合政策部] 

北海道自転車条例の目的に掲げる自転

車の活用と安全利用を推進するため、

広く道民等の理解を図る。 

・幅広い層を対象とした自転車活用・ 

 安全利用のためのイベント「もっと 

 自転車北海道inチカホ」の実施 

・自転車と自動車がお互いを思いやる 

 道路環境づくりを推進するためのキャ 

 ンペーンの実施 

 

 地域づくり総

合交付金 

[総合政策部] 

○上磯田園通整備事業 

・街路整備により、歩行者・自転車の 

 交通安全の確保、交通の円滑化や生 

 活に身近な道路機能の向上を図るた 

 めの取組に対して支援する。 

・上磯田園通整備工事（道路・橋梁詳 

 細設計、地質調査等委託） 

1,400 

 大規模自転車

道の整備（再

掲） 

[建設部] 

自然公園、名勝、観光施設等を結ぶ大

規模自転車道線（道内10コース）の整

備を推進する。 

・札幌恵庭自転車道線（実施検討） 

・釧路阿寒自転車道線（トイレ（２箇 

 所）の補修） 

   ー 

 自転車ﾈｯﾄﾜｰｸ

計画策定の促進 

（再掲） 

[総合政策部・

建設部] 

安全で快適な自転車通行空間を効果的、

効率的に整備することを目的に、市町

村が策定する自転車ネットワーク計画

への策定支援等を行う。 

・自転車ネットワーク計画（石狩市） 

 策定への参画 

   ー 

 安全で快適な

自転車通行空

間の整備（再

掲） 

[建設部] 

市町村が作成した自転車ネットワーク

計画に基づく安全で快適な自転車通行

空間の整備の推進 

・車道混在型による矢羽根型路面表示 

 の試験施工箇所について実走による 

 検証やアンケート等の実施（旭川市） 

   ー 

 生活道路にお

ける交通安全

対策の実施 

（再掲） 

[建設部・警

察本部] 

生活道路における通過交通の抑制など、

自転車通行空間の整備について総合的

な取組を実施する。 

・路側帯、ゾーン30等の整備（函館市、 

 旭川市） 

・規制標示の塗り替え整備、一時停 

 止、横断歩道の新設 

   ー 

 安全な自転車

通行空間の確

保の推進 

[警察本部] 

地域住民の意見・要望を踏まえた悪質

性・危険性・迷惑性の高いものに重点

を置いた取締りを実施するほか、駐車

監視員制度を活用し、安全な自転車通

行空間の確保を推進する。 

・駐車監視員による放置駐車違反の確 

 認事務を実施（札幌市、函館市） 

・地域住民の意見・要望を踏まえた悪 

 質・迷惑性の高い違法駐車を重点に 

 指導取締りを実施 

   ー 

Ｈ31 

(R1) 

自転車利用環

境向上会議の

開催（再掲） 

[総合政策部] 

日本の自転車環境の向上と道路交通環

境づくりの推進のため、全国各地の自

転車関連の取組を広く発信・共有し、

具体的な自転車まちづくりにつなげて

いくための全国会議を札幌市で開催す

る。 

・開催日時：R1.8.29(13:00～18:00) 

        8.30(09:00～12:00) 

・開催場所：札幌ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

・主  催：北海道、札幌市、北海道   

      開発局 

・テ ー マ：ｻｲｸﾙﾂｰﾘｽﾞﾑの推進 

      自転車利用環境の向上 

・参加者数：463名 

   ー 

 自転車利用環境の整備の推進(再掲) 
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年度 事業等 概   要 推進状況 

 自転車活用等

促進事業（再

掲） 

[総合政策部] 

北海道自転車条例の目的に掲げる自転

車の活用と安全利用を推進するため、

広く道民等の理解を図る。 

・自転車と自動車がお互いを思いやる 

 道路環境づくりを推進するためのキャ 

 ンペーンの実施 

9,000 

 地域づくり総

合交付金 

[総合政策部] 

○上磯田園通整備事業 

・街路整備により、歩行者・自転車の 

 交通安全の確保、交通の円滑化や生 

 活に身近な道路機能の向上を図るた 

 めの取組に対して支援する。 

・上磯田園通整備工事（用地測量委託、 

 支障物件調査委託） 

1,000 

 自転車活用推

進計画策定の

促進（再掲） 

[総合政策部] 

自転車活用推進法に基づき、自転車の

活用を推進することを目的に、市町村

が策定する自転車活用推進計画の策定

を促進する。 

・市町村の策定状況・策定予定時期の 

 把握 

・市町村への情報提供の実施 

   ー 

 自転車ﾈｯﾄﾜｰｸ

計画策定の促進 

（再掲） 

[総合政策部・

建設部] 

安全で快適な自転車通行空間を効果的、

効率的に整備することを目的に、市町

村が策定する自転車ネットワーク計画

の策定を促進する。 

・市町村の策定状況・策定予定時期の 

 把握 

・市町村への情報提供の実施 

   ー 

 大規模自転車

道の整備（再

掲） 

[建設部] 

自然公園、名勝、観光施設等を結ぶ大

規模自転車道線（道内10コース）の整

備を推進する。 

・札幌恵庭自転車道線（関係機関協議） 

・釧路阿寒自転車道線（舗装補修） 

   ー 

 安全で快適な

自転車通行空

間の整備 

[建設部] 

市町村が作成した自転車ネットワーク

計画に基づく安全で快適な自転車通行

空間の整備の推進 

・優先整備区間における矢羽根型路面 

 表示等の実施（旭川市） 

   ー 

  歩道上の電柱を撤去し、自転車、車、

歩行者等相互の視認性を向上させるこ

とにより、自転車通行空間の安全性・

快適性の確保を推進する。 

・蘭越ニセコ倶知安線（倶知安町）に 

 おける無電柱化 

   ー 

 生活道路にお

ける交通安全

対策の実施 

[建設部・警

察本部] 

生活道路における通過交通の抑制など、

自転車通行空間の整備について総合的

な取組を実施する。 

・ゾーン30の整備（札幌市ほか） 

・区画線、規制標識の高輝度化、規制 

 標示の塗り替え整備 

   ー 

 安全な自転車

通行空間の確

保の推進 

[警察本部] 

地域住民の意見・要望を踏まえた悪質

性・危険性・迷惑性の高いものに重点

を置いた取締りを実施するほか、駐車

監視員制度を活用し、安全な自転車通

行空間の確保を推進する。 

・駐車監視員による放置駐車違反の確 

 認事務を実施（札幌市、函館市） 

・地域住民の意見・要望を踏まえた悪 

 質・迷惑性の高い違法駐車を重点に 

 指導取締りを実施 

   ー 
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年度 事業等 概   要 推進状況 

Ｒ２ 自転車活用等

促進事業（再

掲） 

[総合政策部] 

北海道自転車条例の目的に掲げる自転

車の活用と安全利用を推進するため、

広く道民等の理解を図る。 

・自転車利用促進のため、「もっと、 

 自転車北海道。」公式インスタグラ 

 ムを開設し、フォトコンテストを実 

 施 

・自転車関連施策の効果的な推進のた 

 め、関係機関・団体で構成する北海 

 道自転車活用等推進連携会議（書 

 面）や関係者とのＷＥＢ意見交換会 

 を開催 

8,984 

 自転車活用推

進計画策定の

促進（再掲） 

[総合政策部] 

自転車活用推進法に基づき、自転車の

活用を推進することを目的に、市町村

が策定する自転車活用推進計画の策定

を促進する。 

・市町村の策定状況・策定予定時期の 

 把握 

・市町村への情報提供の実施 

   ー 

 自転車ﾈｯﾄﾜｰｸ

計画策定の促進 

（再掲） 

[総合政策部・

建設部] 

安全で快適な自転車通行空間を効果的、

効率的に整備することを目的に、市町

村が策定する自転車ネットワーク計画

の策定を促進する。 

・市町村が策定する計画の状況把握 

・市町村への情報提供の実施 

   ー 

 大規模自転車

道の整備（再

掲） 

[建設部] 

自然公園、名勝、観光施設等を結ぶ大

規模自転車道線（道内10コース）の整

備を推進する。 

・札幌恵庭自転車道線（路盤舗装工） 

・十勝川温泉帯広自転車道線（案内標 

 識） 

・釧路阿寒自転車道線（路盤舗装） 

   ー 

 安全で快適な

自転車通行空

間の整備 

[建設部] 

市町村が作成した自転車ネットワーク

計画に基づく安全で快適な自転車通行

空間の整備の推進 

・矢羽根型路面表示、分離表示等の実 

 施（石狩市・旭川市・帯広市） 

   ー 

  歩道上の電柱を撤去し、自転車、車、

歩行者等相互の視認性を向上させるこ

とにより、自転車通行空間の安全性・

快適性の確保を推進する。 

ー 

   ー 

 生活道路にお

ける交通安全

対策の実施 

[建設部・警

察本部] 

生活道路における通過交通の抑制など、

自転車通行空間の整備について総合的

な取組を実施する。 

・ゾーン３０の整備 

・区画線、規制標識の高輝度化、規制 

 標示の塗り替え整備 

   ー 

 安全な自転車

通行空間の確

保の推進 

[警察本部] 

地域住民の意見・要望を踏まえた悪質

性・危険性・迷惑性の高いものに重点

を置いた取締りを実施するほか、駐車

監視員制度を活用し、安全な自転車通

行空間の確保を推進する。 

・駐車監視員による放置駐車違反の確 

 認事務を実施 

・地域住民の意見・要望を踏まえた悪 

 質・迷惑性の高い違法駐車を重点に 

 指導取締りを実施 

   ー 
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楽しく 

快適 

[展開方向Ⅲ] 

 北海道の特性を生かしたサイクルツーリズムの推進 

 国内外のサイクリストの誘客・北海道の特性を生かしたサイクリング環境の創出 

  雄大で豊かな自然や冷涼な気候など、北海道の地域特性を最大限に生かし、道内はもと 

 より、国内外からのサイクリストの受入環境づくりを進めるなど、北海道の魅力を生かし 

 たサイクルツーリズムの推進を図ります。 

年度 事業等 概   要 推進状況 

Ｈ30 自転車安全利

活用等推進事

業 

[総合政策部] 

北海道自転車条例の目的に掲げる自転

車の活用と安全利用を推進するため、

広く道民等の理解を図るとともに、国・

市町村・関係団体と連携体制を構築し、

健康増進やサイクルツーリズムによる

観光振興等を図る。 

・「環境に◎観光に◎健康に◎もっと 

 自転車北海道」をキャッチフレーズ 

 に設定した啓発資材の作成・配布 

・幅広い層を対象とした自転車活用・ 

 安全利用のためのイベント「もっと 

 自転車北海道inチカホ」の実施 

・自転車利用促進のため、ＡＩＲ－Ｇ’ 

 と連携し、ＦＢ等を活用したキャン 

 ペーンの実施 

10,000 

 

 地域政策推進

事業 

[総合政策部] 

○空知型観光まちづくり推進事業 

・管内での情報共有の場を創出すると 

 ともに、国の動向・他地域の先進的 

 な取組等の情報を提供し、サイクリ 

 ストに対するサービスのあり方を学 

 ぶ場を設ける。 

・空知管内におけるサイクルツーリズ  

 ムに関する取組状況を共有するため 

 の意見交換会を実施 

・他地域の先進的な取組等を学ぶため 

 のサイクルツーリズムの勉強会の開 

 催 

29,932 

  ○カムバック＆ウェルカム・イシカリ 

 事業 

・さっぽろ圏の学生（北海学園大学） 

 と地域おこし協力隊との連携により、 

 当別町（太美地区）のレンタサイク 

 ルを活用した、学生視点によるサイ 

 クリングマップを作製し、地域とサ 

 イクリング環境をＰＲする。 

・大学構内でのオリエンテーション、 

 及び実地調査 

・サイクリングマップの検討・作製 

 

  ○ShiriBeshi観光のグリーンシーズン 

 誘客事業 

・スポーツツーリズムや文化・教育な 

 どグリーンシーズンの多様なコンテ 

 ンツを最大限活用した魅力ある観光 

 地づくりを進める。 

・海外のインフルエンサーを招へいし、 

 サイクリングツアー等の魅力をＳＮ 

 ＳやＷＥＢ等で国内外に広く発信し、 

 スポーツツーリズムの優位性のＰＲ 

 を実施 

 

  ○ひだか戦略総合情報発信事業 

・日高管内の知名度向上とイメージアッ 

 プを図り、交流人口の増加につなげ 

 るため、日高管内の地域資源を活用 

 した魅力発信や観光人材の育成等を 

 行う。 

・自転車愛好家の誘客を促進するため、 

 サイクリングマップ「北海道ひだか 

 サイクリングフィールド」等を用い 

 て国内外へのＰＲを実施 
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年度 事業等 概   要 推進状況 

  ○「食」や「食文化」を観光資源とす 

 るフードツーリズム推進事業 

・「食」や「食文化」をテーマとした 

 新たな旅行商品の提案や既存の旅行 

 商品に「食」や「食文化」の観光素 

 材の魅力を加え、上川地域への誘客 

 促進を図る。 

・上川管内のサイクルツーリズムの担 

 い手育成をテーマとしたフォーラム 

 を開催し、上川の「食」や「食文 

 化」などの観光素材と自転車を組み 

 合わせた観光振興に向けた検討を実 

 施 

 

  ○西蝦夷300年 新交流次代創造事業 

 ＜STEP2＞ 

・留萌地域の魅力再生に向けて、地域 

 の財産や観光資源の利活用を図り、 

 交流人口のさらなる拡大、移住・  

 定住人口の増加につなげていく。 

・サイクルツーリズムの推進に向け、 

 セミナーの開催やサイクリストの試 

 走、自治体との意見交換を実施し、 

 サイクリストのニーズの把握や課題 

 等について検討を実施 

 

  ○オールオホーツク来訪振興促進事業 

・オホーツク地域が有する地域資源の 

 情報を魅力的に発信・拡散すること 

 により来訪への動機付けとし、来訪 

 人口の増加によって地域産業の活性 

 化を図る。 

・外国人をターゲットとした新たな観 

 光資源としてファットバイクを活用 

 した冬型サイクルツーリズムを推進 

 

 地域づくり総

合交付金 

[総合政策部] 

○かみふらの十勝岳ヒルクライム大会 

 事業 

・サイクリストの管内への誘客により、 

 観光入込数や観光消費額の増加を図 

 るため、サイクルレース大会を実施 

 する取組に対して支援する。 

・開催日時：H30.8.26(7:00～13:00) 

・開催場所：上富良野町 

 (日の出公園～十勝岳温泉特設ｺｰｽ) 

・主  催：かみふらの十勝岳ヒルク 

      ライム大会実行委員会 

・参加者数：143人 

2,300 

 北海道スポー

ツツーリズム

戦略的誘客促

進事業 

[経済部] 

サイクリングが盛んな台湾等に対し、

気候や景観、食など本道ならではの環

境の中で楽しむことのできるサイクリ

ングを戦略的にＰＲし、来道外国人観

光客の増加を図る。 

・サイクルイベントへの参加 

 （台湾、香港、シンガポール） 

・メディア及びインフルエンサーの招聘 

・プロモーション動画などの広報ツー 

 ルの作成 

・ナビゲーションアプリと連動したサ 

 イクリングルート発信 

43,793 

 広域観光推進

事業 

[経済部] 

地域の観光協会や団体などが連携して

広域的に取り組む観光商品の開発や周

遊ルートづくり、プロモーションなど

を支援し、広域連携や二次交通整備等

の受入体制整備を図る取組に対して支

援する。 

・さっぽろサイクルラボ自転車観光広 

 域連携事業 

・台湾人女性サイクルツーリスト向け 

 周遊ルート確立事業 

・北・中空知ツーリズム推進事業 

・南空知サイクルツーリズム推進事業 

・南北海道サイクルツーリズム推進事業 

・とかちライフスタイルツーリズムコ 

 ンテンツ整備事業 

・くしろサイクルツーリズム推進事業 

108,363 
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年度 事業等 概   要 推進状況 

 地域観光活性

化促進事業 

[経済部] 

地域の観光従事者などが連携して行う

地域の特性を生かした観光資源の掘り

起こし等による多様な観光商品づくり

の取組に対し、商品開発から旅行会社

へのセールスまでの取組に対して支援

する。 

・にせこひらふー倶知安旭ヶ丘ＭＴＢ 

 フロートレイル推進事業 

・宗谷岬周辺における魅力ある観光資 

 源開発事業 

・観光推進プラットフォーム形成事業 

・芽室町サイクルツーリズム協議会事業 

・閑散期対策における冬の新たなアク 

 ティビティ開発事業 

・オートバイ・自転車置き場ユニバー 

 サル看板整備事業 

・名寄市サイクリングルート整備事業 

81,024 

 サイクルツー

リズムへの理

解促進 

[総合政策部] 

北海道のサイクルツーリズム関係者が

一堂に会し、関係者間の連携や取組を

広くＰＲすることを目的とした「北海

道のサイクルツーリズム推進フォーラ

ム」を北海道開発局と連携し開催する。 

・開催日時：H30.5.29(15:00～17:00) 

・開催場所：ホテルさっぽろ芸文館 

・主  催：北海道、北海道開発局 

・テ ー マ：サイクルツーリズムの推進 

・参加者数：217名 

   ー  

Ｈ31 

(R1) 

自転車利用環

境向上会議の

開催（再掲） 

[総合政策部] 

日本の自転車環境の向上と道路交通環

境づくりの推進のため、全国各地の自

転車関連の取組を広く発信・共有し、

具体的な自転車まちづくりにつなげて

いくための全国会議を札幌市で開催す

る。 

・開催日時：R1.8.29(13:00～18:00) 

        8.30(09:00～12:00) 

・開催場所：札幌ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

・主  催：北海道、札幌市、北海道   

      開発局 

・テ ー マ：ｻｲｸﾙﾂｰﾘｽﾞﾑの推進 

      自転車利用環境の向上 

・参加者数：463名 

   ー 

 自転車活用等

促進事業 

(再掲) 

[総合政策部] 

北海道自転車条例の目的に掲げる自転

車の活用と安全利用を推進するため、

広く道民等の理解を図るとともに、国・

市町村・関係団体と連携体制を構築し、

健康増進やサイクルツーリズムによる

観光振興等を図る。 

・ビギナー女性のためのスポーツサイ 

 クル体験ライドの開催 

9,000 

 地域政策推進

事業 

[総合政策部] 

○空知型観光まちづくり推進事業 

・管内での取組などを情報共有するな 

 ど、広域で取り組むことの優位性を 

 認識する場を設けるとともに、管内 

 のサイクルツーリズムに関する取組 

 を振興局ＨＰで一元的に発信するな 

 ど、情報発信の強化を図る。 

・空知管内におけるサイクルツーリズ 

 ムに関する取組状況を共有するため 

 の意見交換会を実施 

・空知管内におけるサイクルツーリズ 

 ムに関する情報発信HP「そらちdeサ 

 イクリングポータルサイト」を開設 

29,877 

  ○ShiriBeshi観光のグリーンシーズン 

 誘客事業 

・スポーツツーリズムや文化・教育な 

 どグリーンシーズンの多様なコンテ 

 ンツを最大限活用した魅力ある観光 

 地づくりを進める。 

・海外のインフルエンサーを招へいし、 

 サイクリングツアー等の魅力をＳＮ 

 ＳやＷＥＢ等で国内外に広く発信し 

 たり、サイクリングを含む動画を作 

 成し、スポーツツーリズムの優位性 

 のＰＲを実施 
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年度 事業等 概   要 推進状況 

  ○ひだか戦略総合情報発信事業 

・日高管内の知名度向上とイメージアッ 

 プを図り、交流人口の増加につなげ 

 るため、日高管内の地域資源を活用 

 した魅力発信や観光人材の育成等を 

 行う。 

・自転車愛好家の誘客を促進するため、 

 サイクリングマップ「北海道ひだか 

 サイクリングフィールド」等を用い 

 て国内外へのＰＲを実施 

 

  ○「食」や「食文化」を観光資源とす 

るフードツーリズム推進事業 

・「食」や「食文化」をテーマとした 

 新たな旅行商品の提案や既存の旅行 

 商品に「食」や「食文化」の観光素 

 材の魅力を加え、上川地域への誘客 

 促進を図る。 

・マウンテンバイクによる地域振興等 

 をテーマとしたフォーラムをを開催 

 し、上川の観光資源と自転車を組み 

 合わせた観光振興に向けた検討を実 

 施 

 

  ○るもい地域戦略的魅力創造発信事業 

・管内を直接目的地とするためのプロ 

 モーション活動を実施するととも 

 に、台湾を重点としたインバウンド 

 対策を図り、観光客を誘引する取組 

 みを進める。 

・台湾の旅行会社等を訪問し留萌管内 

 のＰＲや旅行商品造成の働きかけを 

 実施 

 

  ○西蝦夷300年 新交流次代創造事業 

 <STEP2> 

・留萌地域の魅力再生に向けて、地域 

 の財産や観光資源の利活用を図り、 

 交流人口のさらなる拡大、移住・  

 定住人口の増加につなげていく。 

・台湾の旅行会社等を招聘したモニター 

 ツアーを実施し、旅行商品造成の働 

 きかけを行ったほか、自治体との意 

 見交換を実施し、ＦＩＴや富裕層向 

 けコンテンツの把握と旅行商品造成 

 の検討を実施 

 

  ○宗谷地域サイクルツーリズム推進事業 

・宗谷地域を「自転車」に乗りながら 

 ゆっくりと楽しんでもらえるような 

 仕組みづくりを検討するとともに、 

 希少価値の高いモデルルートを設定 

 する。 

・サイクリングルートの検討など、自 

 転車の積極的な活用方法について検 

 討を実施 

・有識者を交えての試走会、懇談会の 

 参加 

 

  ○オールオホーツク来訪振興促進事業 

・オホーツク地域が有する地域資源の 

 情報を魅力的に発信・拡散すること 

 により来訪への動機付けとし、来訪 

 人口の増加によって地域産業の活性 

 化を図る。 

・外国人をターゲットとした新たな観 

 光資源としてファットバイクを活用 

 した冬型サイクルツーリズムを推進 

 

 地域づくり総

合交付金 

[総合政策部] 

○北空知サイクルツーリズム推進事業 

・自然豊かな田園風景のコースを走行 

 しながら地域の特産品を楽しむサイ 

 クリングイベント「TOUR OF KAMUI  

 EXTRA 北空知・深川大会」に対して 

 支援する。 

・開催日時：R1.10.5(8:00～14:00) 

        10.6(8:00～16:00) 

・開催場所：深川市、芦別市、妹背牛 

      町、北竜町内 

・主  催：北空知サイクルツーリズ    

      ム推進協議会 

・テ ー マ：サイクルツーリズムの推進 

      地域の特産品PR 

・参加者数：29名 

900 
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  ○ニセコサイクルフェスティバル事業 

・ニセコ地域の住民の自転車への理解 

 促進やサイクリング環境整備、認知 

 度向上を図るため実施するフェスティ 

 バルイベントに対して支援する。 

・開催日時：R1.7.6(10：00～17：00) 

        7.7( 6：00～16：00) 

・開催場所：ニセコグランヒラフ第一  

      駐車場 

・主  催：(一社)HOKKAIDO EVENTS 

・参加者数：約6,000名 

3,000 

 サイクルツー

リズム推進事

業 

[経済部] 

北海道におけるサイクルツーリズムを

推進するため、輸送方法の検証や周遊

拠点の整備支援等を実施する。 

・サイクルツーリズムに関する情報を 

 効果的に発信するため、道内サイク 

 リングコース等のＤＢを構築 

・公共交通機関を活用した自転車の輸 

 送方法の検証をモニターツアー等の 

 実施を通じて検討 

・サイクルツーリズムの普及・啓発を 

 目的としたセミナー等の開催 

・道内におけるサイクリング周遊拠点 

 の整備のため、サイクルラック等の 

 設置を支援 

19,384 

 北海道スポー

ツツーリズム

戦略的誘客促

進事業 

[経済部] 

サイクリングが盛んな台湾等に対し、

気候や景観、食など本道ならではの環

境の中で楽しむことのできるサイクリ

ングを戦略的にＰＲし、来道外国人観

光客の増加を図る。 

・道内イベントを紹介するパンフレッ 

 ト作成 

・サイクルイベントへの参加 

 （台湾、香港、シンガポール） 

・メディア及びインフルエンサーの招聘 

43,130 

 地域の魅力を

活かした観光

地づくり推進

事業 

[経済部] 

多様化する観光客ニーズに対応するた

め、地域の観光協会等が実施する広域

的な観光ルートづくりのための連携体

制の構築や自然・文化・歴史などの観

光資源の掘り起こし・磨き上げによる

観光地づくりの取組を支援する。 

・南空知サイクルツーリズム推進事業 

・奥尻航路サイクルツーリズム誘客促 

 進事業 

・摩周・鶴居 台湾友好観光推進事業 

・長沼町体験型観光プログラム整備事業 

・「WOW!南富良野アドベンチャートラ 

 ベル」推進事業 

・閑散期対策における冬の新たなアク 

 ティビティ開発事業 

・冬に自転車でめむろを楽しむ仕組み 

 づくり 

・札幌圏における都市と自然を結ぶ新し 

 いｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ･ﾂｰﾘｽﾞﾑ推進事業 

・歴史・文化を活かした南北海道サイ 

 クルツーリズム推進事業 

125,878 

Ｒ２ 自転車活用等

促進事業 

(再掲) 

[総合政策部] 

北海道自転車条例の目的に掲げる自転

車の活用と安全利用を推進するため、

広く道民等の理解を図るとともに、国・

市町村・関係団体と連携体制を構築し、

健康増進やサイクルツーリズムによる

観光振興等を図る。 

・自転車利用促進のため、「もっと、 

 自転車北海道。」公式インスタグラ 

 ムを開設し、フォトコンテストを実 

 施 

・自転車関連施策の効果的な推進のた 

 め、関係機関・団体で構成する北海 

 道自転車活用等推進連携会議（書 

 面）や関係者とのＷＥＢ意見交換会 

 を開催 

8,984 
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 地域政策推進

事業 

[総合政策部] 

○空知型観光まちづくり推進事業 

・管内での取組などを情報共有する場を 

 設けるほか、令和元年に振興局ＨＰに 

 設置した情報サイトのさらなる内容の 

 充実を図る。また、サイクルツーリ 

 ズムに関する他地域の先進的な事例 

 を学ぶためのセミナーを開催する。 

・令和元年に振興局HPに開設した情報 

 サイト「そらちdeサイクリングポー 

 タルサイト」にサイクリング中のお 

 勧めお立ち寄りスポット情報を掲載 

 し、内容を充実 

・空知管内におけるサイクルツーリズ 

 ムに関する取組状況を共有するため 

 の意見交換会を実施 

・他地域の先進的な取組等を学ぶため 

 のサイクルツーリズムの勉強会の開 

 催 

13,786 

  ○Amazing ShiriBeshi Adventure  

 Mountain Bike事業 

・マウンテンバイクを夏の観光コンテ 

 ンツとして磨き上げ、プロモーショ 

 ンを実施し、観光客数・観光消費の 

 引き上げにつなげる。 

・「ＭＴＢとツーリズム」をテーマと 

 したセミナーおよびＭＴＢ初心者講 

 習会の開催 

・ＭＴＢルート調査及びルール検討 

・ＭＴＢをＰＲする動画作成 

 

  ○深川・留萌自動車道全線開通2.0推進 

 事業 

・深川・留萌自動車道の全線開通を起 

 爆剤に留萌地域への人やモノの流れ 

 をさらに拡大させ、地域経済の持続 

 的発展や地域の活性化を図る。 

・留萌管内において、ファミリー層か 

 ら上級者向けのコースを6ルート設 

 定 

・専門家を招聘し、アドバイスをいた 

 だいており、実際に使えそうなルー 

 トについての磨き上げを実施 

 

  ○宗谷地域サイクルツーリズム推進事業 

・宗谷地域を「自転車」に乗りながら 

 ゆっくりと楽しんでもらえるような 

 仕組みづくりを検討するとともに、 

 希少価値の高いモデルルートを設定 

 する。 

・きた北海道サイクルツーリズム連絡 

 会議に参画し、基幹ルートのPRや地 

 域ルートの設定などについて検討を 

 実施 

 

 サイクルツー

リズム推進事

業 

[経済部] 

北海道におけるサイクルツーリズムを

推進するため、輸送方法の検証や周遊

拠点の整備支援等を実施する。 

・Ｒ元年度事業で構築した道内サイク 

 リングコース等のＤＢを多言語化 

 （英・繁体字） 

・公共交通機関を活用した自転車の輸 

 送方法の検証をモニターツアー等の 

 実施を通じて検討 

・道内におけるサイクリング周遊拠点 

 整備のため、サイクルラック等の設   

 置を支援 

13,993 

 北海道スポー

ツツーリズム

戦略的誘客促

進事業 

[経済部] 

サイクリングが盛んな台湾等に対し、

気候や景観、食など本道ならではの環

境の中で楽しむことのできるサイクリ

ングを戦略的にＰＲし、来道外国人観

光客の増加を図る。 

・新型コロナウイルス感染症の影響に 

 より、事業実施困難と判断し、実施 

 を見送り 

43,130 
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