
幌延町地域振興（観光）計画アクションプラン

平成30年度 実施報告

平成31年3月28日



１．平成３０年度の事業実施概要について
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⼤項⽬ ⼩項⽬ 実施概要
（１）アクションプラン

の推進
①着地型コンテンツの
検討

平成30年11⽉6⽇（⽕）〜11⽉7⽇（⽔）に旅⾏会社及び
稚内市・豊富町の観光協会関係者を招聘し、商品化を⽬指
す着地型コンテンツについて実際に体験頂き、今後の商品
化に向けたアドバイスを受けた。

②特産品開発の検討 平成30年10⽉15⽇（⽉）〜10⽉16⽇（⽕）にブラッス
リーコロン塚⽥シェフ及び北海道⼤学⽟井先⽣を招いて、
北⼤天塩研究林などの「森林」が⽣み出す新たな⾷材の発
掘を⾏った。
平成30年12⽉1⽇（⼟）にトナカイ⾁、鴨⾁や⽣乳の他、
新たに発掘した⾷材を活⽤し、ブラッスリーコロンウィズ
ルクルーゼにて、幌延町⾷材を使⽤した特別なディナーイ
ベントを実施した。

（２）拠点計画の検討 ①勉強会の開催 平成31年2⽉26⽇（⽕）に道の駅絵本の⾥・けんぶち／道
の駅もち⽶の⾥☆なよろ視察ツアーを実施し、道の駅の運
営について学んだ。

（３）検討委員会の運
営・開催⽀援

①検討委員会【3回】 全3回の検討委員会を開催した。
第1回 平成30年10⽉11⽇（⽊）
第2回 平成31年1⽉23⽇（⽔）
第3回 平成31年3⽉28⽇（⽊）

②庁内協議の実施 全3回の庁内協議を⾏った。
第1回 平成30年6⽉4⽇（⽉）
第2回 平成30年7⽉11⽇（⽔）
第3回 平成30年11⽉21⽇（⽔）



①着地型コンテンツの検討
旅⾏会社及び稚内市・豊富町の観光協会関係者を招聘し、商品化を⽬指す着地型コンテンツについて実際に体験頂き、

今後の商品化に向けたアドバイスを受けた。

【⽇ 程】
平成30年11⽉6⽇（⽕）〜11⽉7⽇（⽔）

【⾏ 程】

⽇程 内容

１⽇⽬

12:30
〜13:30

【ランチミーティング】レストランポロ
・幌延町観光の概要説明 及び 視察趣旨及び今回
の⾏程の説明等

13:30
〜15:00

【視察①】トナカイ観光牧場でのクラフト体験等
・観光牧場の⾒学（トナカイへの餌やり等）
・トナカイの⾓細⼯体験 ・カイト体験

15:00
〜16:30

【視察②】幌延町観光地⾒学
・ゆめ地創館、町営牧場南沢団地

宿泊 ビジネスホテル北⽃荘

２⽇⽬

9:00
〜10:30

【視察③】幌延町観光地⾒学
・サロベツ原野／散策・野⿃観察、動植物の紹介
等

・各地⾒学／名⼭台展望公園、下沼駅・湧⽔、オト
ンルイ⾵⼒発電所

11:30
〜12:30

【意⾒交換会】菜味季
・体験頂いた観光コンテンツについての感想や磨き
上げに向けた助⾔等

13:00
〜15:00

【視察④】北⼤天塩研究林の⾒学
・北⼤天塩研究林の⾃然体験

所属 ⽒名
株式会社近畿⽇本ツーリスト北海道 北海
道ＤＭ⽀店北海道地域誘客センター ⼤野 忠治

株式会社JTB北海道事業部 鶴舎 亮
⼀般社団法⼈ 稚内観光協会 ⾼畑 裕次
豊富町観光協会 栗⼭ 尚

【参加者】
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２．項目別の実施内容要について



トナカイ観光牧場にて柵の中で餌や
りを体験

トナカイの⾓を使ったバッジづくり
を体験

綺麗にヤスリをかけたトナカイ⾓に
スタンプを押して完成

スノーカイトについて紹介し、ト
レーニング⽤カイトの操作を体験

ゆめ地創館の⾒学とともに、隣接の
実規模試験施設で簡単な実験を体験

町営牧場南沢団地からの
ビューポイントを視察

①着地型コンテンツの検討
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２．項目別の実施内容要について



幌延ビジターセンター向かい展望台
（監視塔）から周辺景観を⾒学

サロベツ原野の⽊道を歩き、サロベ
ツ原野の特徴について説明 オトンルイ⾵⼒発電所を⾒学

秘境駅「下沼駅」と下沼湧⽔につい
て⾒学

北⼤天塩研究林の事務所で研究林の
概要について説明 北⼤天塩研究林の⾒学

①着地型コンテンツの検討
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２．項目別の実施内容要について



②新たな⾷材の発掘
ブラッスリーコロン塚⽥シェフ及び北海道⼤学⽟井先⽣を招いて、北⼤研究林などの「森林」が⽣み出す新たな⾷材

の発掘を⾏った。

【⽇ 程】
平成30年10⽉15⽇（⽉）〜10⽉16⽇（⽕）

【⾏ 程】
⽇程 内容

１⽇⽬
13:30
〜16:30 北⼤天塩研究林等にてキノコ収穫

宿泊 サロベツ会館

２⽇⽬

7:00
〜9:00 町営牧場南沢団地にてヤマメ釣り

9:00
〜11:30

トナカイ観光牧場にてミニトマト・ルッコラの収穫
北星園にてピーマンの収穫

11:30
〜12:00 トナカイ観光牧場にて⾷材の下処理

12:00
〜13:00 意⾒交換会の開催

所属 ⽒名
ブラッスリー コロン ウィズ ルクルーゼ
メインシェフ 塚⽥ 宏幸

北海道⼤学 農学研究院 基盤研究部⾨ 森
林科学分野 准教授 ⽟井 裕

【参加者】
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２．項目別の実施内容要について



②新たな⾷材の発掘

北⼤天塩研究林にて⾃⽣するキノコ
の調査を⾏った 北⼤天塩研究林のシイタケ 北⼤天塩研究林の⼭ぶどう

北⼤天塩研究林でハタケシメジを収
穫した

三⽇⽉湖のほとりで、ユキノシタを
収穫した

ユキノシタやヌメリスギタケなどの
キノコが収穫できた
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２．項目別の実施内容要について



②新たな⾷材の発掘

南沢にてヤマメ釣りを体験した ヤマメやイワナなどが釣れた
町営牧場南沢団地付近でもユキノシ
タなどのキノコが収穫できた

トナカイ観光牧場ではミニトマトを
収穫した

トナカイ観光牧場ではルッコラを収
穫した

安⼼⽣産農園ではピーマンを収穫し
た
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２．項目別の実施内容要について



③Horonobe Nightの開催
トナカイ⾁、鴨⾁や⽣乳の他、新たに発掘した⾷材を活⽤し、ブラッスリーコロンウィズルクルーゼにて、幌延町⾷

材を使⽤した特別なディナーイベントを実施した。
【⽇ 程】
平成30年12⽉1⽇（⼟） 17:00〜19:30

【参加者】
・⼀般参加者 １５名 ・フードライター ⼩⻄由稀⽒
・関係者 ６名 【合計２３名】

【当⽇のメニュー表】

【募集チラシ】
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２．項目別の実施内容要について



③Horonobe Nightの開催

イベント前に司会者と出演者で進⾏
について打合せ

テーブルコーディネート。トナカイ
⾓の箸置きを全員にプレゼント

野々村町⻑より幌延町の紹介、乾杯
の挨拶

イベント中に、⾜達さんや伊⼭さん
が⾷材について紹介

塚⽥シェフと野々村町⻑で最後にス
ペシャルトーク 関係者で記念撮影
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２．項目別の実施内容要について



③Horonobe Nightの開催

塩漬けしたヤマメとヤマメのムース、
アカエゾマツのオイルの前菜

鴨出汁スープにナメコ、菊芋のいも
もち

トナカイ観光牧場で獲れたミニトマ
トのムースとチーズ

幌延で獲れた熊⾁と⾹草パン粉のカ
ツレツ

トナカイのローストに発酵⼭ブドウ
とキノコのソース

クルミのカラメルと幌延産ミルクの
アイスとプリン
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２．項目別の実施内容要について



③Horonobe Nightの開催

幌延ナイトへの参加理由 本ディナー会参加前の幌延町認知度

本ディナー会の満⾜度 幌延町への来訪意向

9(56.3%)

12(75.0%)

3(18.8%)

0

3(18.8%)

0 4 8 12 16

コロンで実施するディナー会だから

珍しい食材が使われるから

幌延町のでディナー会だから

値段が安いから

その他
n=16

※複数回答

知っていた

68.8%

知らな

かった

25.0%

その他

6.3%

n=16

とても満足

81.3%

満足 6.3%

どちらとも

言えない 6.3%

不満 0.0%

とても不満

0.0%
回答なし 6.3%

n=16

ぜひ行って

みたい

56.3%

機会があ

れば行き

たい

31.3%

行きたくない

6.3%

回答なし

6.3%

n=16
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２．項目別の実施内容要について



④検討会の開催
全３回の検討会を開催した。
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２．項目別の実施内容要について

第1回検討会
【⽇ 程】
平成30年10⽉11⽇（⽊）18:00〜

【場 所】
幌延深地層研究センター国際交流施設
１階多⽬的ホール

【内 容】
• 委員⻑・副委員⻑選出
• 平成30年度の事業案や道の駅の検
討状況の報告

• 今年度事業についての意⾒交換等

★本⽇開催

第2回検討会
【⽇ 程】
平成31年1⽉23⽇（⽔）18:00〜

【場 所】
幌延深地層研究センター国際交流施設
１階多⽬的ホール

【内 容】
• 事業の進捗報告
• 拠点整備に係る検討
• 今後の侍史予定事業についての報告

第3回検討会
【⽇ 程】
平成31年3⽉28⽇（⽊）18:00〜

【場 所】
幌延深地層研究センター国際交流施設
２階会議室

【内 容】
• 成30年度実施事業の概要・進捗状
況や総合戦略の進捗についての報告

• 幌延町地域振興（観光）計画推進に
向けた平成31年度の取組みの検討

全3回の庁内協議を⾏い、拠点整備
についての検討を⾏った。

第1回 平成30年6⽉4⽇（⽉）
第2回 平成30年7⽉11⽇（⽔）
第3回 平成30年11⽉21⽇（⽔）


