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北十勝地域における 
地域協働型道路マネジメントの取組 
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田中 啓之   

中屋 真智子 
 

人口減少や厳しい財政制約、道路利用者ニーズの変化等を背景に、既存の道路を賢く使うた

め、北海道開発局では協働型道路マネジメントを導入している。帯広開発建設部では平成25年
に、北十勝地域にて地域の方が参加する協働型道路マネジメント検討会を立ち上げ、より良い

国道、地域をつくっていくために官民が意見を出し合い議論を重ねている。平成27年からは検

討会での議論を踏まえ作成されたプランに基づき、道路の除草など具体的な取組を開始してい

る。本報告では、検討会において行っている様々な取組について紹介する。 
 

キーワード：多様な連携・協働、維持・管理、観光・景観 

 

 

1. はじめに 

 (1)  取組の背景 

 日本では、本格的な人口減少や高齢化社会、縮退する

地域社会の到来とともに、厳しい財政制約を強いられて

いる。この一方で、観光、物流、医療、生活など地域に

求められる道路への役割の増加や、道路利用者のニーズ

の多様化が進んでいる。これらを踏まえ、道路行政にお

いては道路の利用状況やニーズを的確に把握し、既存の

道路を賢く使う視点・取組、それを進める仕組みが必要

とされている。 

 

(2)  取組の目的 

地域協働型道路マネジメントでは、多様な主体と連携

し、地域のもつ資源を最大限に活用した地域の魅力向上

を図るとともに、より効率的・効果的な道路の整備・管

理を行い、道路の機能・役割を最大限に発揮させること

を目的としている。具体的には、国道を通りながら感じ

る「地域らしさ、地域の魅力」を更に向上させることや、

「走りにくさ、道路の不具合」を改善することを目指す

取組である。 

 

 

2.  北十勝地域における取組概要 

(1) 対象地域・路線 

 帯広開発建設部では、行政機関や地域住民との関わり

合いが深いことに加え、道路をきっかけとした様々な地

域活動を積極的に実施している十勝シーニックバイウェ

イ十勝平野・山麓ルートの活動地域を本取組の対象地域

とした。なお、この地域は道東と道央、道北を結ぶ主要

な峠を有するなど十勝における重要な玄関口となる地域

である。対象路線は、北十勝地域に位置する士幌町、上

士幌町、鹿追町、新得町、清水町内を通過する国道38号、

241号、273号、274号で区間延長約190kmとしている（図

-1）。 

 

(2) 検討体制 

 地域協働型道路マネジメントを実行ある取組とするた

めには、道路管理者、関係行政機関と地域住民が一体と

なって検討を進める必要がある。このため、帯広開発建

設部では平成25年に北十勝地域協働型道路マネジメント

検討会（以下、「検討会」という。）を立ち上げ検討を

行っている。委員長は学識経験者であり、委員は帯広開 
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図-1 対象路線の位置 
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発建設部の他に対象路線である国道38号、国道241号、

国道273号及び国道274号において、主に道路を主体とし

た活動を行っている十勝シーニックバイウェイ十勝平

野・山麓ルートの代表、事務局、景観振興分科会、景観

形成分科会、地域づくり分科会から、関係地域にて各種

団体に所属し様々な活動を行っている方を選定している。

なお、オブザーバーとして、士幌町役場、上士幌町役場、

鹿追町役場、新得町役場、清水町役場が参画している。 

 

 (3) 検討経緯 

 北十勝地域協働型道路マネジメント検討会は、平成25

年から平成27年の間に7回の検討会と2回の現地視察会を

実施している。表-1、図-2及び図-3は、北十勝地域協働

型道路マネジメント検討会及び現地視察会の開催状況で

ある。 

 

 

3.  基本プラン・推進プランの策定 

 北十勝地域協働型道路マネジメント検討会では、実施

する取組の検討にあたり、道路の機能向上・課題解消対

策等に関する路線全体の基本方針となる基本プラン及び

個別の課題に対する活動計画となる推進プランを策定し

た。図-4は北十勝地域協働型道路マネジメント検討会の

進め方である。 

 

表-1 北十勝地域協働型道路マネジメント検討会及び現地視察

会の開催状況 

開催日
検討会・

現地視察会
概要

H25.12.17 検討会
・協働型道路マネジメントの紹介
・対象路線について意見交換

H26.1.29 検討会 ・基本プランの内容の検討

H26.2.27 検討会 ・基本プランの策定

H26.9.10 現地視察会 ・基本プランをもとに対象路線の課題把握

H26.9.10 検討会
・現地視察会の意見とりまとめ
・H25年度の総括とH26年度の検討スケジュール確認

H27.1.30 検討会
・現地視察会の結果確認・意見交換
・推進プランの内容の検討

H27.2.23 検討会
・推進プラン策定
・推進プランの進め方の検討

H27.9.29 現地視察会 ・H27年度の草刈り実施状況の確認

H27.9.29 検討会
・現地視察会の意見とりまとめ
・案内看板、安心ドライブマップについて検討

 
 

 

図-2 検討会       図-3 現地視察会 

(1)  基本プラン 

 国道38号については5区間、国道241号については1区

間、国道273号については2区間、国道274号については9

区間と各路線において特徴の似ている区間単位で分割し、

それぞれに、地域の資源や課題、沿道特徴の整理をした。

これらを踏まえ、路線毎に以下の取組の方向性（基本プ

ラン）を作成した。 

a) 国道38号 

 十勝と道央圏・富良野方面をつなぐ重要なアクセス道

路を守る、安心・安全な道づくりと、点在する観光資源

を安心して周遊できる情報提供をめざした道づくり 

b) 国道273号 

 旭川・大雪と十勝圏を結び、自然景観を保全し、地域

も観光客も安心して来訪できる道づくり 

c) 国道274号 

 北海道の農業を支える北十勝地域の安心・安全な道づ

くりと、景観保全による地域特有の田園・山岳風景を満

喫できる道づくり 

 

(2) 推進プラン 

 基本プランに基づき行われた平成26年の現地視察会に

て、委員より各路線における課題が挙げられた。この課

題を基本プラン作成時に分割した各区間毎に整理を行い、

具体的な対策メニューを検討会にて検討している。検討

会での主な検討結果を示したものが表-2である。表-2に

挙げたものの他にも多くの課題が検討会にて挙げられた。

これらの課題を事務局において、行政だけで対応可能な

課題と地域協働で検討すべき課題に分類を行っている。

行政だけで対応可能な課題については、行政として順次

対応を検討し対策を進めており、実施状況等を検討会の

中で報告している。地域協働で検討すべき課題について

は以下の通り3つの推進プランとしてまとめた。 

 

基本プラン

地域資源・課題の抽出（路線に関わる地域戦略）

●地域、路線の目指すべき方向性
●路線に求められる役割

●区間ごとの資源、課題、目標、検討・実現の方向性を整理

基本プラン（目標）の作成

推進プラン

具体的な取組内容・目標を検討

●基本プランに基づいた、課題解消のための具体の取組
●活動計画（いつ、どこで、誰が、何をする）

推進プラン（改善策）の作成

整備・管理(試行含む）

効果の検証  

図-4 北十勝地域協働型道路マネジメント検討会の進め方 
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a) プラン1：景観の良い場所の雑草などの処理 

・通常、帯広開発建設部が行う除草は年に1回だが、特

に景観に配慮すべきとの要望があった箇所（国道274

号鹿追町市街地出入口付近、国道273号上士幌町市街

地出入口付近2箇所、三国峠駐車帯 ）について、帯広

開発建設部が重点的に年2回の除草を実施 

・対象箇所周辺での、その他の協働活動の可能性検討  

・除草の時期 1回目：6月 2回目：9月  

 b)  プラン2：観光ポイントの周知・PRなど 

・土木学会選奨土木遺産である「小笹川橋梁（新得

町）」やビューポイントパーキングを効果的に案内す

る環境整備（標識・案内看板等の設置）について検討 

・案内看板等の設置についてはそれぞれ関係する機関に

協力を呼びかけ、設置の検討 

c)  プラン3：道路情報提供 

・検討会にて対象路線に関わる地域の道路情報や観光情

報を収集 

・収集した地域の情報については、検討会として作成す

る道路情報マップに掲載 

 

 

4.  主な取組の実施状況 

 策定した推進プランに基づく3つの取組と検討会委員

より挙げられた課題への対応について、平成27年より実

施している事項は以下の通りである。 

 

 

 
表-2 対象路線の課題と具体的な対策メニュー 

 

(1)  道路除草の重点箇所の検討 

 推進プランにて重点的に年2回道路の除草を行う区間

として設定された箇所について、平成27年6月と9月に除

草を実施した。この取組について、平成27年9月の現地

視察会において現地状況を確認し、この効果について検

討会にて確認を行った（図-5、図-6）。検討会委員から

は、「除草の時期は6月と9月が適当」「年2回の草刈り

により景観が向上したので翌年は箇所を増やして実施し

た方が良い」といった意見が出された。帯広開発建設部

としては、道路除草にかかる費用が増大しない範囲で年

2回の除草を行う区間を選定していく予定である。なお、

現在、国道273号の沿線では、地域協働型道路マネジメ

ントの制度とは関係なくボランティアサポートプログラ

ム等にて道路の除草や花植を行っている地域住民の方が

いる。この沿線住民の方と帯広開発建設部との更なる協

働により、より良い取組としていくことが今後の課題と

して挙げられる。 

 

(2)  案内看板の設置の検討 

 推進プランの観光ポイントの周知・PRについては、 

 

 

図-5 除草前 

 

 

図-6 除草後 



 Jun Fuse,Hiroyuki Tanaka,Machiko Nakaya 

土木遺産である小笹川橋梁及びビューポイントパーキン

グを効果的に案内するための看板を設置することとされ

ている。平成27年9月の検討会では、まず小笹川橋梁を

案内する看板案として図-7に示すものを作成した。図-8

は看板案の設置状況である。平成27年11月には、国道38

号の小笹川橋梁付近にある駐車帯に仮設の案内看板を設

置し、この駐車帯を訪れたドライバー17名に対して案内

看板に関するヒアリング調査を実施した。ヒアリング結

果では、「案内看板に気がつかなかった」「駐車帯に入

ってから橋梁までの誘導案内が必要」など改善につなが

る意見が挙がっている。今後、ヒアリング結果を踏まえ、

検討会にて案内看板のデザイン、設置位置を検討すると

ともに、行政と地元団体との連携により、駐車帯から小

笹川橋梁までの案内方法についても検討していく予定で

ある。 

 

(3)  安心ドライブマップの作成 

 推進プランの道路情報提供については、北十勝地域を 

 

  
図-7 案内看板案       図-8 仮設案内看板の設置状況 

 

ドライブする際に参考になる地域の情報を載せた安心ド 

ライブマップを作成中である。マップには、事故危険箇

所や携帯電話電波の不感地帯、冬道の運転方法など安心

安全に関する情報と、道の駅やビューポイントパーキン

グ、シーニックカフェの位置など観光に役立つ情報を掲

載する予定である。平成27年9月の検討会にて議論され

た図-9に示す安心ドライブマップ案について、平成27年

10月に鹿追町そば祭りにて来訪者119人に対してアンケ 

 

 

図-9 安心ドライブマップ案 
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図-10 安心ドライブマップに掲載する項目のアンケート結果 
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ートを実施した。図-10はマップに掲載する項目につい

てアンケートをした結果である。マップに掲載が必要で

あるとの意見が多い項目は、「主要地点間の移動距離と

時間」「野生生物事故の予防方法」「ロードサービスの

連絡先」であり、掲載が不要であるという意見が多い項

目は「ゴミ捨て禁止の啓発（クマ対策）」「キロポスト

（KP）の解説」「非常電話の使用方法」である。「ゴ

ミ捨て禁止の啓発（クマ対策）」については、アンケー

ト回答者のうち北海道在住者が94％であり、北海道内で

は良く周知されていることのため、不要との回答が多く

なった可能性が考えられる。今後検討会では、これらの

結果を踏まえて、マップに載せるべき項目の整理やデザ

インの修正を行っていく予定である。 

 

(4) 景観に配慮した道路施設の検討 

 推進プランの他に検討会委員より挙げられた各課題に

ついては、個別に対策を進めているところである。例え

ば、大雪山国立公園内にある国道273号では「景観に配

慮して矢羽根（固定式視線誘導柱）を撤去してはどう

か」という意見があった。帯広開発建設部では、従前よ

り固定式視線誘導柱の点検コスト縮減の観点から様々な

検討を行っていたところであるが、検討会委員からの意 

 

 

図-11 現在の状況 

 

 

図-12 矢羽根を撤去したイメージ 

見があったこと等を踏まえ、現在は道路景観の向上も重

視し、固定式視線誘導柱の撤去する方向で検討を行って

いる（図-11、図-12）。これにあわせ、より道路景観を

向上させるため、道路案内標識の設置位置についても検

討を行っているところである。この他、景観に配慮した

取組として、枯れてしまった路側の樹木の伐採等を行っ

ている。 

 

 

5.  おわりに 

(1)  まとめ 

 北十勝地域においては、平成25年より検討会を開始し、

平成27年より検討会での検討内容を実際に道路管理等に

反映させている。道路除草については、検討会の意見を

踏まえ重点的に除草を行う箇所を選定し、平成27年には

年2回の除草を実施した。案内看板、安心ドライブマッ

プについては、現在、作成案のアンケートやヒアリング

結果などを踏まえてより良いものを作成すべく取り組ん

でいる。推進プランの取組以外においても検討会委員の

意見を踏まえ、道路の維持管理に反映させているところ

である。地域協働型道路マネジメントは、北海道開発局

職員だけでは気がつかない地域の方の視点を道路行政に

取り込む取組であり、北十勝地域についてはこの成果が

発現しつつあると考える。しかしながら、地域協働型道

路マネジメントの目的のひとつである、限られた予算の

中で効率的でメリハリある道路の維持管理を実施してい

くという点で道半ばであるといえる。 

 

(2)  今後の課題 

 現在の検討会体制のみでは、地域住民や道路利用者の

思いを反映し切れていないと考えられる。今以上に地域

や利用者の思いを行政に反映させるため、北海道開発局

職員には日頃から地域の方々との交流を密にしていくこ

とが求められている。この際、個々の職員に任せるので

はなく、組織としても職員が地域の方々と交流できる環

境を整備していく必要があると考えている。なお、地域

との交流を深める際には道路行政に関係なく、日常的に

お付き合いが出来る関係を築いていくことが大切である。

また、さらに地域協働型道路マネジメントの取組を推進

していくためには、北海道開発局職員と地元の住民、行

政だけでなく地域を外から俯瞰して見ることの出来る第

三者が必要だと考えられる。例えば、観光振興を進める

のであれば、地域外の方をアドバイザーとして検討メン

バーに迎え入れるなど様々な意見を検討の場に加えるこ

とを検討する必要があると思われる。 


