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平成27年度

北斗市の
取り組み

北斗市役所
総務部企画財政課

今日お話したいこと・・・

1. 新函館北斗駅・周辺整備の状況

2. 観光交流センターのこと －－－－観光案内所観光案内所観光案内所観光案内所やアンテナショップやアンテナショップやアンテナショップやアンテナショップ－－－－

3. 新幹線開業・観光プロモーションのこと

4. 開業イベントのこと
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5. 『道南いさりび鉄道』のこと －－－－五稜郭五稜郭五稜郭五稜郭・・・・木古内間木古内間木古内間木古内間のののの三三三三セクセクセクセク鉄道鉄道鉄道鉄道－－－－
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1. 新函館北斗駅・周辺整備の状況 （その1）

計画したすべての事業は開業日までの完成めざす!!

【平成27年度施工】

○立体駐車場の整備
・2層3段構造。普通自動車584台分

○駅前広場の整備
・乗合バス等停車バース（5台分）、

タクシー乗降場（3台分）、タクシープール(36台分)

○駅前公園の整備
・A=0.4ha 、シンボルツリー（ブナ）植栽など

○駅附帯施設「市観光交流センター」整備
・市管理部分面積 約1,600㎡
・建築工事6月完成。その後内装工事、設備・備品、

Wi-Fi機器などを導入
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1. 新函館北斗駅・周辺整備の状況 （その2）

【供用開始しています】

○新函館北斗駅前通（道道）
・両側2車線。L=974m、W-31m 

（土地区画整理区域外はW=20.5m）
○新函館北斗駅環状通（市道） ※一部供用

・両側2車線。L=749m、W=18m

（うち歩道W=3m×2）

【完成しましたが、供用まで
もう少しお待ちを】

○新函館北斗駅仲通（市道）
・両側2車線。L=202m、W=16m

（うち歩道W=3.5m×2）
○フットサル場、バスケットコート（半面）併設の調整池
○区画道路9路線
○南北連絡通路 W=6m、L=120m
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1. 新函館北斗駅・周辺整備の状況 （その3）

【商業エリアの宅地】

○11街区（5.3ha） 造成工事はすべて完成造成工事はすべて完成造成工事はすべて完成造成工事はすべて完成

○立地決定企業
【レンタカー事業】（７社）

・・・・藤商事藤商事藤商事藤商事㈱㈱㈱㈱ 様様様様（（（（バジェットレンタカーバジェットレンタカーバジェットレンタカーバジェットレンタカー））））
・トヨタレンタリース・トヨタレンタリース・トヨタレンタリース・トヨタレンタリース函館函館函館函館 様様様様
・ニッポンレンタカー・ニッポンレンタカー・ニッポンレンタカー・ニッポンレンタカー北海道北海道北海道北海道㈱㈱㈱㈱ 様様様様
・オリックス・オリックス・オリックス・オリックス自動車自動車自動車自動車㈱㈱㈱㈱ 様様様様
・タイムズモビリティネットワークス・タイムズモビリティネットワークス・タイムズモビリティネットワークス・タイムズモビリティネットワークス㈱㈱㈱㈱ 様様様様
・ジェイアール・ジェイアール・ジェイアール・ジェイアール北海道北海道北海道北海道レンタリースレンタリースレンタリースレンタリース㈱㈱㈱㈱ 様様様様
・・・・㈱㈱㈱㈱日産日産日産日産カーレンタルソリューションズカーレンタルソリューションズカーレンタルソリューションズカーレンタルソリューションズ 様様様様

【タクシー事業】（１社）
・・・・㈲㈲㈲㈲しんわしんわしんわしんわ交通交通交通交通 様様様様（（（（自己所有地自己所有地自己所有地自己所有地））））

【住宅事業】【住宅事業】【住宅事業】【住宅事業】（１団体）
・・・・北海道北海道北海道北海道（（（（道営住宅道営住宅道営住宅道営住宅））））
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2. 観光交流センターのこと （その1）

新駅附帯施設の市管理部分は「市観光交流センター」として活用。
（一社）北斗市観光協会を指定管理者に。H27はスタッフ採用・育成

①観光案内施設（2F）
・床面積 約190㎡
・接客カウンター

（案内スタッフ常時2名配置）
・パンフレットラック、

50インチディスプレイ（2台）
・タブレット貸与サービス

②休憩施設（2F）
・床面積 約73㎡（厨房除く）
・イス(40)、テーブル(20)設置予定
・軽飲食も販売

▲観光案内施設（完成イメージ）
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2. 観光交流センターのこと （その2）

③地場産品販売施設（アンテナショップ・1F）
・床面積 約100㎡
・（一社）北斗市観光協会が直営

（スタッフ3人新規雇用予定）

④イベント交流促進施設（1F）
・床面積 約100㎡

（催事がないときはベンチ設置）
・一般開放する（一部ケースは有償）

⑤その他
・トイレ、無料Wi-Fi

【観光案内施設のスタッフ体制】
・案内スタッフ常時2名配置（英語・中国語対応）
・（一社）北斗市観光協会が案内スタッフを新規雇用（3名）

▲イベント交流促進施設（完成イメージ）
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3. 新幹線開業・観光プロモーションのこと （その1）

道・市町連携による展開に加え、市単独プロモーションも計画し、
新幹線開業・北斗市観光をアピール

【道・市町連携による取り組み】

○首都圏・北関東プロモーション

（道・戦略会議と連携）

○北東北プロモーション

（渡島総合振興局と連携）

○道内イベント参加によるプロモーション

（函館市と連携）

○函館みなみ北海道グルメ―パークin仙台の開催

（函館市、木古内町、七飯町などと実行委組織）

○青森県・函館ﾃﾞｨｽﾃｨﾈｰｼｮﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（DC）への参加

▲北海道資料より（富山県の実例）
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3. 新幹線開業・観光プロモーションのこと （その2）

【市独自実施プロモーション】

○西武ドームでのプロモーション 9月月月月26日日日日

○東京都北部の「地域型イベント」への参加PR

・・・・赤羽馬鹿赤羽馬鹿赤羽馬鹿赤羽馬鹿まつりまつりまつりまつり（（（（5月月月月）、）、）、）、豊島豊島豊島豊島かっぱまつりかっぱまつりかっぱまつりかっぱまつり（（（（5月月月月）、）、）、）、
北区区民北区区民北区区民北区区民まつりまつりまつりまつり（（（（10月月月月2日日日日～～～～5日日日日））））

○北斗市ご当地キャラ・ずーしーほっきー運用
・プロモーション・プロモーション・プロモーション・プロモーションへのへのへのへの参加参加参加参加
・・・・facebook活用活用活用活用によるによるによるによる情報情報情報情報発信発信発信発信

（（（（ページいいねページいいねページいいねページいいね5,747件件件件(H27.5.27)/自治体自治体自治体自治体キャラキャラキャラキャラ全道全道全道全道トップトップトップトップ））））

・・・・商品利用商品利用商品利用商品利用のののの促進促進促進促進によるによるによるによるPR

（（（（実績実績実績実績:79社社社社・・・・団体団体団体団体/106件件件件/商品商品商品商品化推計額化推計額化推計額化推計額1.5億円程度億円程度億円程度億円程度））））

【媒体制作・メディア活用】

○市観光パンフ・外国語版の新規制作（英語・中国語<簡体字・繁体字>・韓国語）
○観光VP制作（観光協会制作。主に観光案内所放映用）
○特産品等PR動画制作・ネット公開（商工会青年部等のグループ制作）
○旅行雑誌広告掲載、ネット配信サービス利用
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4. 開業イベントのこと （その1）

○開業前イベントは気運醸成に加え、将来の誘客促進をねらいに実施
○ビジターをもてなす開業イベントを新駅で開催

①開業前イベント
「北斗ウェルカム・プログラム」

・新幹線開業後の誘客促進と地元の開業
気運醸成を一緒に図ることを目的に実施。

・北斗桜回廊、きじひき高原まつり（8/23）、
茂辺地さけまつり（11/3）といっ た北斗市
の個性的な既存イベントと連動するよう

展開 ※ストーリーストーリーストーリーストーリーのののの一貫性一貫性一貫性一貫性、、、、プログラムのプログラムのプログラムのプログラムの連続性連続性連続性連続性
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4. 開業イベントのこと （その2)
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4. 開業イベントのこと （その3）

8月上旬から実施

10月中旬から実施
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4. 開業イベントのこと （その4）
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4. 開業イベントのこと （その2）

②開業日のイベント

<考え方>
○北陸新新幹線開業の盛り上がりが予想以上。北海道新幹線の駅のある北斗市
としても開業日とその翌日だけでなく、年度内は何らかの仕掛けを加え、話題
性や集客力を高め、誘客促進をさらに図ることが必要。

○この考えから、現行の開催方針を見直して開催 ※6※6※6※6月議会月議会月議会月議会でででで補正予算補正予算補正予算補正予算をををを提案提案提案提案
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4. 開業イベントのこと （その3）

②開業日のイベント ～続き～

<計画のあらまし>

１ 開催日 開業日開業日開業日開業日とそのとそのとそのとその日日日日からからからから3333週間週間週間週間のののの土日土日土日土日・・・・祝日祝日祝日祝日とするとするとするとする（（（（7777日間程度日間程度日間程度日間程度））））

２ 開催場所 仮称仮称仮称仮称・・・・駅前公園駅前公園駅前公園駅前公園
（（（（新函館北斗駅西側新函館北斗駅西側新函館北斗駅西側新函館北斗駅西側））））

３ イベント概要

(1) (1) (1) (1) 北斗市北斗市北斗市北斗市・・・・道南道南道南道南のののの「「「「食食食食」」」」のののの提供提供提供提供（（（（販売販売販売販売））））
(2) (2) (2) (2) 集客力集客力集客力集客力をををを高高高高めるためのプログラムめるためのプログラムめるためのプログラムめるためのプログラム
(3) (3) (3) (3) 新駅新駅新駅新駅ビジターへのビジターへのビジターへのビジターへの記念記念記念記念ノベルティのノベルティのノベルティのノベルティの

制作制作制作制作・・・・配布配布配布配布
(4) (4) (4) (4) ＰＲＰＲＰＲＰＲ展開展開展開展開

▲開催イメージ
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5. 道南いさりび鉄道のこと （その1）

○ 新幹線開業と同じ日に、
江差線・五稜郭-木古内間は、
JR北海道から経営分離。
※12駅、37.8km、

上下37本運行(木古内木古内木古内木古内までまでまでまで18本本本本)

○ 鉄道経営は、第三セクターの
『道南いさりび鉄道株式会社』が
引き継ぐ。

○ 経営当初から赤字が見込まれ、
資産買い取りなどの初期投資や
赤字補てんには、出資者の北海道、北斗市、函館市、木古内町が公費負担を
し、 「地域の足」を守る。

※公費負担は10年間で約23億円が見込まれ、北斗市は11.2%を負担。
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5. 道南いさりび鉄道のこと

<これからの主なスケジュール>
・夏ごろ 函館駅構内に会社を移転
・秋～初冬 新ダイヤ、新運賃決定
・3月 「道南いさりび鉄道」として経営開始

<地域の足を守っていくために>

○マイレール意識をみんなで盛り上げていきたい
・・・・駅駅駅駅のののの環境美化環境美化環境美化環境美化、、、、市民参加市民参加市民参加市民参加でででで副駅名副駅名副駅名副駅名をつけるをつけるをつけるをつける、、、、ﾈｰﾐﾝｸﾞﾗｲﾂなどﾈｰﾐﾝｸﾞﾗｲﾂなどﾈｰﾐﾝｸﾞﾗｲﾂなどﾈｰﾐﾝｸﾞﾗｲﾂなど

○「鉄道」に関心を持っていただくように・・・
・・・・中学生中学生中学生中学生へのへのへのへの呼呼呼呼びかけやびかけやびかけやびかけや考考考考えていただくえていただくえていただくえていただく機会機会機会機会づくりづくりづくりづくり
～～～～乗車乗車乗車乗車マナーのマナーのマナーのマナーの向上向上向上向上などなどなどなど～～～～

○観光客のみなさんにもご利用いただける取り組み

・沿線沿線沿線沿線のののの定住人口増加定住人口増加定住人口増加定住人口増加がががが見込見込見込見込めないめないめないめない中中中中、、、、観光客観光客観光客観光客（（（（交流人口交流人口交流人口交流人口））））のののの利用増利用増利用増利用増をををを図図図図るるるる必要必要必要必要ありありありあり。。。。
・・・・北斗市北斗市北斗市北斗市のののの『『『『魅力魅力魅力魅力』』』』をををを鉄道鉄道鉄道鉄道でもでもでもでも体験体験体験体験できるできるできるできる「「「「しかけづくりしかけづくりしかけづくりしかけづくり」」」」 ⇒⇒⇒⇒ 企業皆様企業皆様企業皆様企業皆様のごのごのごのご協力協力協力協力をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。

▲写真は上磯駅前商店会 「青空食堂」
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北海道新幹線に関する
木古内町の取り組みについて

キコナイの
おはなし

木古内町木古内町木古内町木古内町まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり新幹線課新幹線課新幹線課新幹線課
新幹線振興室長新幹線振興室長新幹線振興室長新幹線振興室長 丹野丹野丹野丹野 正樹正樹正樹正樹

１１１１ 北海道新幹線木古内駅北海道新幹線木古内駅北海道新幹線木古内駅北海道新幹線木古内駅のののの利活用促進利活用促進利活用促進利活用促進
地域における新幹線の開業機運を高めるとともに、内外に向けて新幹線木古内駅の存在をＰＲする

ことで、駅の利活用を促進する。

２２２２ 近隣町近隣町近隣町近隣町とととと連携連携連携連携したしたしたした広域観光広域観光広域観光広域観光のののの展開展開展開展開
渡島西部４町、檜山南部５町が連携し、地域が一体となった魅力的な広域観光を推進するとともに、
その核となる拠点づくりを行う。

３３３３ 地域地域地域地域のののの特性特性特性特性をををを活活活活かしたかしたかしたかした木古内観光木古内観光木古内観光木古内観光のののの魅力向上魅力向上魅力向上魅力向上
豊かな農林水産資源や新幹線駅が町の中心部に立地することなど、地域の特性を活かした

魅力的な観光資源の創出、磨き上げを行う。

４４４４ 駅駅駅駅をををを核核核核としたとしたとしたとした利便性利便性利便性利便性のののの高高高高いいいい、、、、魅力的魅力的魅力的魅力的なまちづくりなまちづくりなまちづくりなまちづくり
新幹線の停車駅に相応しい、地域の個性が溢れる魅力的な駅前づくりを行うと共に、新幹線駅への
アクセスを改善する。

新幹線開業新幹線開業新幹線開業新幹線開業にににに向向向向けたけたけたけた施策施策施策施策のののの柱柱柱柱

HOKKAIDO   KIKONAI  TOWN
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１ 北海道新幹線木古内駅の利活用促進

１ 北海道新幹線木古内駅の利活用促進

取組① ゆるゆるゆるゆるキャラキャラキャラキャラ「「「「キーコキーコキーコキーコ」」」」のののの活用活用活用活用

平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年６６６６月月月月２２２２２２２２日生日生日生日生まれまれまれまれ

HOKKAIDO   KIKONAI  TOWN
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１ 北海道新幹線木古内駅の利活用促進

←ＪＲ北海道小池元社長から、
「木古内駅新幹線観光駅長」に任命

開業日が
未定にも関わらず
「勝手に」開業カウントダウンを実施↑

←昨年夏は仙台に１ヶ月間長期出張し、
「ともだち倍増計画」を実施

HOKKAIDO   KIKONAI  TOWN

１ 北海道新幹線木古内駅の利活用促進

道立木古内高校道立木古内高校道立木古内高校道立木古内高校““““最後最後最後最後のののの卒業生卒業生卒業生卒業生”による”による”による”による
駅駅駅駅のデザインのデザインのデザインのデザイン選定選定選定選定

↑ 鉄道・運輸機構から示されたデザイン３案の中から高校生が選定

取組②

HOKKAIDO   KIKONAI  TOWN
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１ 北海道新幹線木古内駅の利活用促進

町民町民町民町民“１００“１００“１００“１００人人人人のメッセージ”のメッセージ”のメッセージ”のメッセージ”作成作成作成作成

←東北新幹線沿線住民にむけた
町民100人による歓迎メッセージを
作成

メッセージをシールにし、
ノベルティのお米に
貼付けて、関東・東北で配布

取組③

HOKKAIDO   KIKONAI  TOWN

HOKKAIDO   KIKONAI  TOWN

１ 北海道新幹線木古内駅の利活用促進

““““日本一小日本一小日本一小日本一小さい”さい”さい”さい”新幹線新幹線新幹線新幹線のまちのまちのまちのまち キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン

関東や東北のメディアでも取り上げ ↑
応募は約１年間で全国から１，６００件以上！

取組④
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２ 近隣町近隣町近隣町近隣町とととと連携連携連携連携したしたしたした広域観光広域観光広域観光広域観光のののの展開展開展開展開

取組①

２ 近隣町と連携した広域観光の展開

「檜山南部」 「渡島西部」

地域を包括する地名や地域を象徴する観光資源がない

↓

対外的な情報発信、イメージ戦略上大きなマイナス

地域地域地域地域のイメージのイメージのイメージのイメージづくりづくりづくりづくり

HOKKAIDO   KIKONAI  TOWN
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２ 近隣町と連携した広域観光の展開

広域観光広域観光広域観光広域観光キャッチコピーのキャッチコピーのキャッチコピーのキャッチコピーの制定制定制定制定

旬感旬感旬感旬感・・・・千年北海道千年北海道千年北海道千年北海道
しゅん かん

北海道新幹線が青函トンネルを抜けて最初に停車する
「木古内駅」から広がるエリアは、
中世から本州との交流が華やかに開花した「北海道発祥の地」。

悠久の歴史が育んだこの地は、
ロマン溢れる多くの史蹟はもちろん、
大自然が育んだ旬の食材や、元気な笑顔で
訪れる人々を暖かくお迎えします。

先人の築いた「北の９都」から、
新たな発見と感動をこの先へ－
いま「旬感・千年北海道」の旅が始まります。

～青函トンネルを抜けて広がる、北の９都な物語～

HOKKAIDO   KIKONAI  TOWN

２ 近隣町と連携した広域観光の展開

地域地域地域地域イメージをイメージをイメージをイメージを向上向上向上向上させるさせるさせるさせる質質質質のののの高高高高いいいい宣伝冊子宣伝冊子宣伝冊子宣伝冊子のののの作成作成作成作成

ソーゴー印刷（株）（帯広市）が発行している季刊誌。
北海道の人や生活、大自然が生み出した豊かな産物などを、
ストーリー性豊かに展開する上質な雑誌。
定期購読者の半数が道外で、うち６０％が首都圏と東北エリアの方。

「チビスロウ 道南西部９町」刊行

サイズ Ａ５版 ８４頁
作成部数 ７，５００冊
購入部数 ４，０００冊
（残３，５００冊はソーゴー印刷が全国の書店で販売）

東北新幹線沿線東北新幹線沿線東北新幹線沿線東北新幹線沿線にににに配布配布配布配布しししし、、、、
公共公共公共公共施設施設施設施設やややや金融機関等金融機関等金融機関等金融機関等でででで閲覧閲覧閲覧閲覧

HOKKAIDO   KIKONAI  TOWN
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２ 近隣町と連携した広域観光の展開

積極積極積極積極的的的的なななな域外域外域外域外プロモーションプロモーションプロモーションプロモーション

平成２２～２６年度において、２６箇所のイベントに参加し、開業・観光プロモーションを実施

９町の観光パンフレットや、
木古内駅開業リーフレット、
ノベルティなどをパッケージ化

～「～「～「～「９９９９町町町町パックパックパックパック」」」」のののの配布配布配布配布～～～～

H24.11 青函観光PR事業（新宿高島屋）

HOKKAIDO   KIKONAI  TOWN

２ 近隣町と連携した広域観光の展開

取組② 人材人材人材人材のののの育成育成育成育成

HOKKAIDO   KIKONAI  TOWN

“９“９“９“９町町町町のことならのことならのことならのことなら何何何何でもでもでもでも知知知知っている”っている”っている”っている”
観光観光観光観光コンシェルジュのコンシェルジュのコンシェルジュのコンシェルジュの育成育成育成育成

○ 総務省の「地域おこし協力隊」
制度を利用し、都市部から意欲
ある若者を招聘。

○ 新幹線地域活性特命チーム
「はやぶさ03（スリー）」の愛称で
デビュー。
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２ 近隣町と連携した広域観光の展開

取組③ 広域広域広域広域観光観光観光観光拠点施設拠点施設拠点施設拠点施設のののの整備整備整備整備

新幹線木古内駅新幹線木古内駅新幹線木古内駅新幹線木古内駅

木古内町観光交流センター「みそぎの郷 きこない」（平成28年1月開業予定）

渡島西部・檜山南部の
広域観光・物産の拠点施設

現現現現 木古内駅木古内駅木古内駅木古内駅

HOKKAIDO   KIKONAI  TOWN

（「道の駅」登録予定）

HOKKAIDO   KIKONAI  TOWN

２ 近隣町と連携した広域観光の展開

主主主主 なななな 機機機機 能能能能

物 販

９町物産の
「ショールーム」。

・９町の物産を幅広く販売する
するとともに、各町への来訪

を促すアンテショップ的な機
能。

レストラン

・地域食材にこだわった質の
高いスローフード。観光客に、

強い訴求力のある目玉商品
の開発.

９町の食材を使った

魅力ある食事。

交 通

・ レンタカー営業所に加え、
木古内を起点として各方面に

向け発着する路線バスの待
合機能。

駅を起点とした

二次交通の充実。

ト イ レ

・パウダールームを兼ね備える
など、女性の快適性にこだわっ

た高品位なトイレ。

清潔で

質の高いトイレ。

観光案内

・ 都市部から移住した若者を
３年かけて「９町のことなら何

でも知っている」観光コンシェ
ルジュとして養成。

「人の魅力」と「鮮度」

にこだわった案内。
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２ 近隣町と連携した広域観光の展開

山形県鶴岡市
イタリアンレストラン「アル・ケッチァーノ」
オーナーシェフ

奥田政行氏（４５歳）

①①①① 地域食材地域食材地域食材地域食材のののの掘掘掘掘りりりり起起起起こしにこしにこしにこしに実績実績実績実績

希少食材として消滅寸前だった数多くの庄内の「在来野
菜」に光を当て、それまでとは全く異なる手法で提供する
ことによって強い輝きを創出。

山形県庄内地方を「食の都」に変えた「情熱料理人」の監修を受けたレストラン

②②②② 食食食食をををを通通通通じたじたじたじた地域地域地域地域のののの活性化活性化活性化活性化にににに情熱情熱情熱情熱

③③③③ 山形県鶴岡市山形県鶴岡市山形県鶴岡市山形県鶴岡市とのとのとのとの縁縁縁縁

「食は地域を変える」との高い理念の下、生産者との強い
連帯により、多くの社会的活動を展開し、鶴岡を全国から
人が来る「食の都」に。

木古内のルーツであり、姉妹都市として固い絆を有する
山形県鶴岡市に深い根をおろして活動。

店名も決定！ ““““どうなんどうなんどうなんどうなんde’sde’sde’sde’s OcudaOcudaOcudaOcuda Spirits”Spirits”Spirits”Spirits”
・ 道南道南道南道南のののの魅力的な食への「気付き」と「出会い」の場になってほしいとの願い
・ 奥田奥田奥田奥田シェフのシェフのシェフのシェフの「自分の魂魂魂魂を木古内に引き継ぎたい」という熱い思い

HOKKAIDO   KIKONAI  TOWN

２ 近隣町と連携した広域観光の展開

取組④ 二次二次二次二次交通交通交通交通とととと一体一体一体一体ととととなったなったなったなった観光地観光地観光地観光地づくりづくりづくりづくり

HOKKAIDO   KIKONAI  TOWN

○名称
江差・松前 千年北海道手形

○発売期間
７月１日～９９９９月月月月３０３０３０３０日日日日

○利用出来るサービス
エリア内のバスが３日間乗り放題
※ハートランドフェリーとの提携で
江差～奥尻間の運賃も２割引に

○価格

大人４４４４，，，，８００８００８００８００円円円円 子ども２，４００円

＋

上記商品に合わせて、期間中、
各町がオリジナルの観光商品を提供
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２ 近隣町と連携した広域観光の展開

特徴① 定期観光バスと路線バスが使える「ハイブリッド」商品

「江差・松前 名所周遊号」

○運行主体
函館バス

○運行期間
４月～１０月

○運行ルート
函館→木古内→松前→
上ノ国→江差→函館

HOKKAIDO   KIKONAI  TOWN

路線バス定期観光バス

江差町◎

◎

○

◎

○

松前町
函館市

松前町原口松前町原口松前町原口松前町原口

上上上上ノノノノ国町小砂子国町小砂子国町小砂子国町小砂子

厚沢部町

福島町 知内町 木古内町

上ノ国町

２ 近隣町と連携した広域観光の展開

特徴② 二次交通と連動した９つの滞在型旅行商品

HOKKAIDO   KIKONAI  TOWN

＜＜＜＜木古内町木古内町木古内町木古内町＞＞＞＞
「「「「みそぎまつりみそぎまつりみそぎまつりみそぎまつり」」」」
体感体感体感体感まちあるきまちあるきまちあるきまちあるき

■参加費：500円
■所要時間：約1時間
■開始時刻：11:00

■実施期間：通年
（日曜、年末年始を除く）

＜＜＜＜福島町福島町福島町福島町＞＞＞＞

横綱千代横綱千代横綱千代横綱千代のののの山山山山・・・・千代千代千代千代のののの富士富士富士富士
記念館記念館記念館記念館とととと青函青函青函青函トンネルトンネルトンネルトンネル記念館記念館記念館記念館

■入館料：両館共通入場券
大人700円、小中校生350円

■開館時間：9:00～17:00

■開館期間：3月17日～11月15日

＜＜＜＜上上上上ノノノノ国町国町国町国町＞＞＞＞
勝山館周辺歴史勝山館周辺歴史勝山館周辺歴史勝山館周辺歴史
ガイドプログラムガイドプログラムガイドプログラムガイドプログラム

■参加費：900円（入館料込み）
■所要時間：約2時間半
■開始時刻：14:25

■実施期間：7～9月
（8月12～16日を除く）

＜＜＜＜奥尻町奥尻町奥尻町奥尻町＞＞＞＞
奥尻奥尻奥尻奥尻をををを満喫満喫満喫満喫するスペシャルプログラムするスペシャルプログラムするスペシャルプログラムするスペシャルプログラム

①離島北限の貴重なブナ林散策ガイド＆島の大パノラマ絶景
②震災復興の島内巡り語り部ガイド

③奥尻島満喫丸一日ドライブガイド

■参加費：①②4,000円、③8,000円
■所要時間：①約90分、②約100分、③約6時間～特製弁当付
■実施期間：7～9月

＜＜＜＜乙部町乙部町乙部町乙部町＞＞＞＞
新生新生新生新生・・・・光林荘誕生光林荘誕生光林荘誕生光林荘誕生

■宿泊料金：大人9,330～13,650円、
小人6,570～9,600円 ・・・

＜＜＜＜厚沢部町厚沢部町厚沢部町厚沢部町＞＞＞＞
うずらうずらうずらうずら温泉温泉温泉温泉でででで本格中華本格中華本格中華本格中華とととと温泉温泉温泉温泉
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ご静聴、ありがとうございました。

おわり
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平成27年度末、今別町に

北海道新幹線「奥津軽いまべつ駅」
が誕生します！

平成27年6月9日（火）

今別町新幹線対策室

今別町役場（27.6.9撮影）

青函圏交流・連携推進会議 平成27年度情報交換会資料

新函館新函館新函館新函館
北斗駅北斗駅北斗駅北斗駅

奥津軽奥津軽奥津軽奥津軽
いまべついまべついまべついまべつ駅駅駅駅

新函館北斗新函館北斗新函館北斗新函館北斗
約約約約１４８１４８１４８１４８ｋｍｋｍｋｍｋｍ
新青森新青森新青森新青森

１．北海道新幹線奥津軽いまべつ駅

◇東北新幹線 東京～新青森
◇北海道新幹線 新青森～新函館北斗

①東京までは約○時間○○分
②新青森までは約○○分
③新函館北斗までは約○○分
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奥津軽奥津軽奥津軽奥津軽
いまべつ駅いまべつ駅いまべつ駅いまべつ駅

今別町二股地区

津軽半島

２．奥津軽いまべつ駅の位置

３．奥津軽いまべつ駅（27.4.2撮影）

◆平成27年6月駅舎完成予定
◆平成27年度末開業予定
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４．奥津軽いまべつ駅鳥瞰図

周辺施設（今別町施工）
①今別町営屋内無料駐車場
②今別町営屋外無料駐車場
③駅前広場（平成27年度施工予定）
④道の駅アスクル（平成27年4月24日リニューアルオープン）

①①①①
③③③③

②②②②④④④④

５．奥津軽いまべつ駅立面図

昇降棟正面 昇降棟～旅客通路～駅本屋立面（奥が北海道方面）

・11人乗りエレベー
ター２基設置

・改札口は駅２階
・ホームは駅１階
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６．奥津軽いまべつ駅２階平面図

パ
ー
ス
①

ラ
チ
外

改
札
口
前

パ
ー
ス
②

ラ
チ
内

駅
構
内

７．「青函トンネル入口広場公園整備事業」（26年度）

青函トンネルの前にある
公園について、撮影台等
の整備を行いました。

◇青函トンネル入口広場公園（27.4.2撮影）
※奥が撮影台
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８．「道の駅改築事業」（26年度）

道の駅いまべつ 愛称「アスクル」

※4月24日リニューアル・オープン

新幹線駅に隣接する「道の駅いまべつ」を、面
積を約1.5倍に拡張し、観光案内所、レストラン、
特産品を販売する物販施設を併合した施設へ
改築しました。

９．Ｈ５系車両 青函トンネル初通過（26.12.7 AM5:12頃）
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10．「荒馬ＰＲ用ＤＶＤ作成事業」（26年度）

今別町の伝統芸能である「荒馬（あらま）」のＰＲ用ＤＶＤを作成しました。

11．「小説『今別恋愛物語』出版事業」（26年度）

新幹線開業と今別町をＰＲするため、今別町出身
者の阿部誠也氏の執筆により『青春の津軽海峡』
を出版しました。
「荒馬」をテーマとした恋愛小説です。
※成田本店などで販売中です！

出版会で挨拶する阿部誠也氏
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12．「特産品開発事業」（24～26年度）

②シフォンケーキ
一球入魂かぼちゃを使ったケーキで、産直施
設「なもわーも」で販売しています。

今別町の特産品・土産品の開発を行う団体への補助を行っています。

①あづべ汁定食
今別の郷土料理、食事処「ひまわり」で提
供しています。

13．食に関する取組（～26年度）

①いまべつ牛
まぼろしの和牛と言われる「いまべつ
牛」を常時提供できる生産・販売体制づ
くりに取り組んでいます。道の駅アスク
ルでは、いまべつ牛のステーキなどを提
供しています。

②もずくうどん
特産品のもずくを麺
に練り込んだ「もずくう
どん」を産直施設「なも
わーも」で昨年から常
時提供しています。

③うに
「津軽海峡今別産ウ
ニまつり」を昨年６月
に初めて開催し、今年
も規模を拡大し、６月
２８日に開催する予定
です。
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14．「観光応援隊事業」（24～26年度）

まち歩きを行うための観光ガイドの育成とまち歩きマップの作成などを
行っています。

◇本覚寺での研修風景 ◇まち歩きマップ

15．「新幹線ＰＲイベント事業」①（26年度）

10

◇開業500日前イベント
自転車リレー（新青森駅～奥津軽いまべつ駅）

◇青森駅前で高校生と一緒にＰＲ
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16．「新幹線ＰＲイベント事業」②（26年度～）

◇新幹線開業を祝う短冊を毎戸配布 ◇新大久保駅前で阿部義治町長と同駅
阿部久志駅長が開業をＰＲ

◇津軽鉄道
で開業ＰＲ

◇金木桜まつり
で開業ＰＲ
（27.5.3）

17．「新幹線ＰＲイベント事業」③（26年度）

◇開業１年前イベント
「荒馬ワールドカップ」を開催（27.3.22）
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18．奥津軽いまべつ駅の活用の方向性

駅周辺地域には、魅力的なスポットがいっぱい。
例えば、

①龍飛崎（外ヶ浜町）
津軽海峡冬景色で有名

⑥日本最古のりんごの木
（つがる市）

②十三湖（五所川原市・
中泊町） 蜆が名物

③津軽鉄道（五所川原市・中泊町）
ストーブ列車と桜のトンネル

④斜陽館（五所川原市）
作家太宰治の生家

⑤立佞武多の館（五所川原市）
23ｍの立佞武多は圧巻

19．奥津軽いまべつ駅から津軽半島周遊

奥津軽いまべつ駅

新青森駅

津軽半島周遊

①

⑥⑤

④ ③

②

奥津軽奥津軽奥津軽奥津軽
いまべつ駅いまべつ駅いまべつ駅いまべつ駅

新青森駅新青森駅新青森駅新青森駅
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20．奥津軽いまべつ駅からの二次交通の整備

今別町の巡回バスをＪＲ三厩駅前まで乗り入れし、外ヶ浜町三厩地区
の巡回バスに乗り換えることで、竜飛崎までの交通手段を確保。

奥津軽いまべつ駅から津軽鉄道津軽中里駅までのバス路線の整備に
向けて、関係団体と協議を行っている。

「道の駅いまべつ」へレンタカー取次店の誘致（乗り捨て可能な大手
レンタカーを想定）。

新幹線のダイヤに合わせたバスダイヤの設定とコースの見直し。

②竜飛崎への二次交通（町営バス）

③五所川原市、中泊町への二次交通

④津軽半島周遊のための二次交通

①今別町内への二次交通（町営バス）

21．平成27年度の主な取組（一部）①

①開業プロジェクト支援事業（新規）

②特産品開発事業（継続）

③荒馬マラソン開催事業（新規）

④無料レンタサイクル事業（新規）

町内の団体が行う新幹線開業に向けた取組を支援

奥津軽いまべつ駅をスタート地点とするマラソン大会の開催

道の駅アスクルで電動アシスト自
転車を無料貸し出し
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22．平成27年度の主な取組（一部）②

⑤海峡の家施設整備事業（新規）

⑦開業祝賀会開催事業（新規）

⑧新幹線利用促進事業（新規）

⑥今別町魅力向上事業（新規）

宿泊施設「海峡の家ほろづき」に人口温泉等を整備

花いっぱい運動事業や若者との交流事業などの実施

開業セレモニー、祝賀会等の開催

町民が奥津軽いまべつ駅から新幹線を利用した場合、１人
2,000円（小人1,000円）の助成を行う。

23．終わりに

小さな町が大きな志を持って
新幹線開業に取り組んでいます。

青函圏全体で新幹線
開業を盛り上げていきましょう！

ご清聴ありがとうございました。

今別のゆるキャラ
あらまくんとたずなちゃん


