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 有珠山や昭和新山、洞爺湖等を含む世界ジオパークに認定されている当該地域では、これま

でに道路の景観診断調査をはじめ、地域活動団体と自治体、道路管理者等との連携により、沿

道景観の向上や安全性の確保、地域の魅力度向上等、さまざまな取り組みを実践している。 
 本論文では、当該地域における「道路」を通じた地域協働の取組みについてこれまでの事例

を述べるとともに、現状と課題、今後の展開等について報告するものである。 
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１.はじめに 

(1) 洞爺湖エリアの概要 

支笏洞爺国立公園等を有する洞爺湖周辺地域は、洞爺

湖や有珠山を中心として「シーニックバイウェイ北海道」

や「洞爺湖有珠山ジオパーク」などの各種プロジェクト

が積極的に行われている地域である。 

シーニックバイウェイ北海道においては、支笏洞爺ニ

セコルートの洞爺湖エリアに該当し、～美しい洞爺湖と

火山がおりなすエコミュージアムルート～をテーマとし

て、洞爺湖と有珠山、昭和新山、果樹園景観、温泉等の

魅力を活かした様々な活動が展開されている。（表-1） 

 

表-1 洞爺湖エリアの関係自治体と主な幹線道路 

関係市町村 伊達市、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町 

主な幹線道路 

国道453 号、国道230 号、国道276 号 

主要道道洞爺登別線、主要道道洞爺公園

洞爺線、道道洞爺虻田線 

 

(2) 協働型道路マネジメント導入への背景 

洞爺湖エリアにおいて、地域住民と道路管理者による

協働型道路マネジメントを通じた取組みが本格的に実施

されたのは、平成25年度からである。 

導入に至る背景として、当該エリアにおけるこれまで

の活動状況について記す。 

洞爺湖エリアにおいては、平成15年度にシーニックバ

イウェイ北海道の試行をきっかけとして、沿道の景観づ

くりや地域づくりに関する様々な取り組みが行われてき

た（表-2）。 

a) 沿道景観づくり検討 

住民・行政が共通の認識を持ち、協働して継続的に取

り組む沿道景観づくりを目的として、平成18年度から洞

爺湖エリア景観分科会が設立され、美しい景観づくりに

関する検討が行われてきた。 

平成19年度には「現地調査」も実施し、これまでの検

討内容を現地にて再検証し、「洞爺湖エリア景観マスタ

ープラン(案)」として、今後の洞爺湖エリアの活動計画

も含めた内容としてとりまとめられた。（写真-1） 

 

 

 

 

 

 

 

写真-1 平成19年度 洞爺湖エリア現地調査 

 

b) 景観阻害看板診断調査 

シーニックバイウェイのルート指定をきっかけに、地

域の景観に対する意識が高まり、活動団体が主体となっ

た景観阻害看板の調査が実施されてきた。 

平成16年度は、不要看板を14基撤去し、平成17年度は

対象範囲を拡大、西胆振6市町村全域における看板設置

状況調査を実施。平成18年度は民間集約看板の試行設置

を実施し、平成19年度は所有者の合意が得られた15基に

ついて撤去を実施した。（写真-2） 

 

 

 

 

 

 

 

写真-2 平成16年度 景観阻害看板撤去活動 
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c) 国道よごさん(453)キャンペーン 

本キャンペーンは、道路景観の向上やシーニックバイ

ウェイ制度の普及、良好なドライブ環境を創出すること

を目的として、地域団体が連携した広域道路清掃活動と

して行われてきた。 

平成18年度から平成21年度までの4年間は、札幌市の

コミュニティ放送局の協力を得て、札幌圏の地域住民を

対象とした清掃バスツアーも実施した。（写真-3） 

写真-3 平成19年度 国道よごさんキャンペーン 

 

表-2 洞爺湖エリアのこれまでの活動内容 

年度 主な活動内容 

洞爺湖エリア沿道景観づくり 取り組み状況 

平成16年度 

「洞爺湖エリア タウンミーティング」
約50名参加《壮瞥町（9/4）》 

「国道 276 号・453 号 道路景観診
断」 約50名参加《大滝村（10/28）》

平成17年度 

「国道 230 号、国道 453 号道路景観診断」
計約90名参加 

《旧虻田町（11/28）、壮瞥町（12/1）》

平成19年度 

「洞爺湖エリア沿道景観診断調査」
計約30名参加 

《洞爺湖エリア周辺（11/8）》 

「洞爺湖エリア沿道景観づくり方針」
の検討 
（※平成 18 年度から継続的に検

討） 

平成20年度 
「道路付帯施設改善事例」現地調査

《香川地区周辺の現地調査（3/10）》 

洞爺湖エリア景観阻害看板調査 

平成15年度 そうべつくだもの村統一看板の設置 

平成16年度 不要看板の撤去 計14基 

平成17年度 
西胆振６市町村全域における看板設置
状況調査 

平成18年度 

シーニックバイウェイ集約看板設置に
関する検討、ドライバーの注視行動に
関する実験 

平成19年度 

集約看板の視認性に関する実験（ピク
トグラム化した場合の視認性の検証）
景観阻害看板診断調査（不要看板を 15
基撤去） 

平成20年度 景観阻害看板診断調査 

その他景観づくり 取り組み状況 

平成5年～ 

平成27年 

※継続中 

・道道の国道昇格を機に「よごさん運
動」（道路周辺清掃活動）を開始。 

・平成 15 年度より「国道 453 キャンペ
ーン」として拡大展開。 

・平成25年度より「1008･453(とおやよごさ
ん)キャンペーン」として継続展開中。 

※平成18年度から平成21年度までの4年間
は、札幌圏の参加者（約 40 名）も参加す
る有料バスツアーを展開した。 

 

２. 協働型道路マネジメント会議の実施 

平成25年度より、景勝地・観光地が多い胆振管内にお

いても、特に人気の高い洞爺湖周辺に位置する洞爺湖町

（一般国道230号：L=17.9km）を試行エリアとして選定

し、協働型道路マネジメント会議を開催（２回／年）し

ている。（図-1）（表-3） 

 

 
図-1 協働型道路マネジメント対象エリア図 

 

表-3 協働型道路マネジメント実施概要 

項 目 内 容 

路 線 一般国道230号  L=17.9ｋｍ 

対象自治体 洞爺湖町 

構成機関 

○地域活動団体（支笏洞爺ニセコルート）
 ・洞爺湖温泉観光協会 
 ・ゆったリズム体験倶楽部 
 ・洞爺にぎわいネットワーク 
 ・洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会
 ・有珠山周辺地域ジオパーク友の会 
○自治体 
 ・洞爺湖町、壮瞥町 
○道路管理者 
 ・室蘭開発建設部 
○その他 
 ・景観づくりサポート企業 など 
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(1) 平成25年度の実施状況 

 協働型道路マネジメントとは、道路管理者が道路を利

用する方、地域で生活する方等と連携し、「地域の持つ

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」ことが目的で

ある。1) 

平成25年度は、協働型道路マネジメントに取り組む初

年度であることから、第1回目の検討会においては、①

地域の素敵な景観さがし、②気になる箇所の洗い出し、

③景観を守り保全するため みんなでできる取り組みな

どについて、参加者が発言しやすい内容や雰囲気づくり

に努めた。（写真-4） 

    写真-4 平成25年度 第1回検討会 

 

 第2回検討会では、①第1回検討会での意見内容を踏ま

えた「基本プラン」の確認、②次年度、実施内容「推進

プラン」の検討」、③資源・課題箇所の『現地診断』の

実施に向けて、④『仮称）洞爺湖周辺連携清掃プロジェ

クト』の実施に向けて などの意識共有を図った。 

平成25年度の検討結果としては、推進プランとなりそ

うな12の活動メニューのうち、地域活動団体の関与があ

ること、多様な主体の協働であること、活動の取組み時

期が短期・中期であり早期に成果が得られること等を考

慮し、「現地診断調査の実施」や「1008･453(とおやよご

さん)キャンペーンの拡大展開」、「ヒヤリハットマッ

プの作成」を先行実践活動として選定した。 

 

(2) 平成26年度の実施状況 

 平成25年度に策定した推進プランの実施に向け、第1

回目の検討会においては、①道の駅の利活用、景観良好

ポイント、課題箇所（地域のシンボル、見せたい場所、

誘導方法など）、②「洞爺湖エリア・ヒヤリハットマッ

プ」作成に向けて（載せたい場所、伝えたい道路・観光

情報など）等について検討を行った。 

また、第1回検討会に合わせて、推進プランの候補箇

所における現地調査を行い、実施する上での今後の可能

性や課題などについて現地で検証を行った。（写真-5、

写真-6） 

 

写真-5 平成26年度 現地調査① 

写真-6 平成26年度 現地調査② 

 

 第2回検討会では、①前回の現地調査及び意見交換会

結果について、②基本プラン及び推進プランについて、

③先行実施活動の試行状況について（1008 453（とうや 

よごさん）キャンペーン拡大展開／（仮称）洞爺湖エリ

ア・ヒヤリハットマップの記載内容）などについて意見

交換を行い、次年度の「1008 453（とうや よごさん）キ

ャンペーン」実施時に参加者ニーズを把握するため、参

加者を対象としたアンケート調査を行うことが決定した。 

具体的な検討・実施内容としては、昨年度までの検討

経緯を踏まえ、早急に取り掛かることが可能な取組とし

て、地域住民及び道路管理者双方にとってもメリットと

なる地域情報提供マップとなる「（仮称）洞爺湖エリ

ア・ヒヤリハットマップの作成」、「1008･453（とうや 

よごさん）キャンペーン」と連携した新たな箇所の清掃

活動等、継続可能な維持管理活動を試行的に行った。 

a) 1008 453（とうや よごさん）キャンペーン拡大展開 

 

地域協働による沿道景観の向上取り組みとして、

『1008 453（とうや よごさん）キャンペーン』を抽出し、

国道276号までエリアを拡大して展開した。実施箇所及

び各機関の役割分担等を、洞爺湖地区協働型道路マネジ

メント会議」で決定し活動を行っており、平成27年度は、

過去最高の80名の参加となった。（写真-7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-7 平成26年度 1008  453キャンペーン 
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b) 洞爺湖エリア・ヒヤリハットマップの作成 

ヒヤリハットマップの作成では、地域の状況を的確に

反映させるため、地域住民及び道路管理者の協働により

「ヒヤリ・ハット箇所」や「道の駅おすすめ情報」、

「おすすめビューポイント」等の提供すべき情報を検討

した。これにより、道路利用者にとっても有益なマップ

とすることができた。（写真-8） 

 

写真-8 洞爺湖エリア・ヒヤリハットマップ 

 

(3) 平成27年度の実施状況 

過去2か年の検討内容を踏まえ、第1回検討会を開催し

た。検討内容としては、①これまでの検討プロセスにつ

いて、②先行実施活動の実施状況について（1008 453

（とうや よごさん）キャンペーン／道路周辺等の雑木

駆除を生かした観光振興実験）、③地域協働による今後

の展開方向などについて検討を行った。（写真-9） 

写真-9 平成27年度 第1回検討会 

 

また、前年度の検討結果を踏まえ、先行実施活動の実

施活動である「1008 453（とうや よごさん）キャンペー

ン」の継続的な展開に向け、参加者を対象としたアンケ

ート調査を実施した。調査結果として、参加ニーズとし

ては、“社会貢献”や“地域住民同士の交流”が求めら

れていることや、活動に参加することでボランティア活

動への関心度の向上や地域愛着の醸成に寄与することな

どがわかった。（図-2） 

 

 

図-2 1008 453キャンペーンアンケート結果 

 

３. 協働型道路マネジメントの展開による効果 

(1) 協働型道路マネジメントの展開において工夫した点 

洞爺湖エリアにおいて協働型道路マネジメントを展開

していく上で工夫した点としては、以下の内容があげら

れる。 

【協働型道路マネジメントの展開において工夫した点】 
・検討会開催前に個別に各機関にヒアリングを実施 
・検討内容や道路事業等のプロセスを関係者間で共有 
・道路維持業者も同じテーブルについて議論 
・誰もが話しやすい雰囲気づくり：ワークショップ形式

・ヒヤリハットマップの裏面の活用（地域情報の掲載） 

 

(2) 協働型道路マネジメントの展開による効果 

洞爺湖エリアの協働型道路マネジメントにおいては、

まだ小さな実績を重ねた状況に過ぎないものの、先述し

た2つの事例（「洞爺湖エリアヒヤリハットマップ」、

「1008 453（とうや よごさん）キャンペーン」）のほか、

沿道樹木の枝払い及びその枝を活用するといった新しい

地域協働型の取組みも進められている。こうした経緯や

実績を踏まえた上で、現時点で考えられる効果について

は、以下のようなものが考えられる。 

 

【協働型道路マネジメントの展開による効果】 

○道路事業に対する地域住民側の理解が向上した。 

○既存の地域活動（清掃活動等）を協働型マネジメ

ントで明確に位置づけることにより、活動の自主

的な拡大・継続につながった。 

○会議参加者を中心として自主的かつ新たな道路維

持管理活動が展開されている。（清掃活動、工事

看板の活用、社会実験等） 

 

4. 今後の展開に向けて 

今後の展開として、以下の2つの視点があると思われ

る。全てを同時に進めることは難しいことから、継続的

な実施が予定されている検討会の場等を活用し、地域住

民との円滑な意見交換、合意を経て、優先的に実施する

対策メニューを検討し、計画、実施、結果の評価、評価

を踏まえた見直しを繰り返していくべきと考えられる。 
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◆推進プランや住民の意見に対応した 
「短期」メニューの優先的な実施 

◆試行的項目の実施による成果の顕在化 
（→地域側のモチベーションの向上） 

 協働型道路マネジメント会議には、シーニック活動団

体も参画しており、景観改善に関する取り組みの継続的

な検討も可能である。 

こうした状況をふまえて、今後の推進プランや住民の

意見に対応した「短期」メニューの優先的な実施に向け

て、以下の課題が考えられる。 

【今後の展開に向けた課題と対策案】 
○景観ポイントの認知度向上 
 →情報発信、プロモーションの強化 
 →情報提供での広域的かつ横断的な連携の強化 
○安全性及び景観向上に配慮した道路付属施設の 
改善に向けた継続的な検討 

 →景観阻害物の整理・撤去に向けた継続的な検討 
 →道路付属施設更新時期における改善実施 

 平成15年度から沿道景観の向上や安全性の確保等に関

する取組みや検討を継続してきたことで、洞爺湖エリア

では、地域の実情や社会情勢を反映しながら、道路管理

者・地域・自治体が横断的に連携して、目に見える成果

を上げてきた。 

今後も道路管理者の立場として、地域ニーズを踏まえ

た協働の形を模索し続けていくことが重要である。 

 

付録 

（１）基本プラン 

基本プランは、地域情報、地域課題を踏まえ、エリア

ごとに進むべき方向性を作成するものであるため、洞爺

湖地域の特性を踏まえた上で、「暮らし」、「観光」、

「景観」の各区分ごとに、委員からの意見による資源・

課題を整理した上で、これらに対処するための「実現し

たい目標」と「検討・実現の方向性」を考慮し策定した

（表-4）。 

 

（２）推進プラン 

 推進プランは、基本プランに基づき、地域課題を解消

するための具体の取組計画を作成するものであるため、

「広域観光の展開」、「資源連携・観光ルート化」を目

標とした推進プランについては、安全性と観光に関する

情報提供となるマップの作成が、地域住民と道路管理者

双方に効果的な推進プランのひとつとなると考え、試行

的な実施活動として位置付けた。 

また、先行的な地域住民活動である「1008 453（とう

やよごさん）」との連携は、推進プランのうちの「1008 

453の拡大展開」に不可欠であることから、持続可能な

地域協働による道路維持管理活動のひとつと位置づけ、

試行的に連携を図ることとした。（表-5） 

 

表-4 基本プラン 

 

表-5 推進プラン 
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分類 対策メニュー 対象エリア 主体 期間

A1:防雪施設・視線誘導施

　　設の設置検討
洞爺湖町月浦 道路管理者 長期

A2:信号の改良（雪対策）
道道66号、285号

交差点
道路管理者 長期

A3:線形改良・駐車帯整備 洞爺湖町月浦 道路管理者 長期

B1:道の駅連携事業の実施

　　（管内6箇所）
道の駅

活動団体、市町村、

道路管理者、民間
中期

B2:道の駅連携事業の実施

　　（管内6箇所）
道の駅

活動団体、市町村、

道路管理者、民間
中期

B3:洞爺湖温泉PR事業 洞爺湖温泉
活動団体、市町村、

民間
中期

B4:案内サインの設置 サイロ展望台周辺
市町村、

道路管理者
短期

C1:視点場の整備・案内サ

　　インの設置
視点場各所

市町村、

道路管理者
短期

C2:樹木対策（国立公園と

　　の調整）
国道230号全体

市町村、

道路管理者
長期

C3:道路施設対策、沿道施

　　設（屋外広告物等）対策

洞爺湖町成果・月

浦

活動団体、市町村、

道路管理者
中期

C4:（仮称）拡大版よごさん

　　キャンペーンの実施

国道37・230・453

号、道の駅各所

活動団体、市町村、

道路管理者、民間
短期

C5:道路施設対策、沿道施

　　設（屋外広告物等）対策
洞爺湖町月浦

活動団体、市町村、

道路管理者
中期

C景観

A暮らし

B観光

分類 基本プラン 実現したい目標

A1:道路環境の維持・向上

A2:安全性の向上

A3:安全性の向上、道路環境の向上

B1:広域観光の展開

B2:資源連携・観光ルート化

B3:効果的な情報提供

B4:国道からの案内誘導

C1:視点場の確保・整備、周遊促進

C2:沿道施設の対策

C3:道路施設の対策

C4:よごさんキャンペーンの拡大展開

C5:沿道景観形成

道央圏と道南圏を結ぶ物流及び観光

に資する主要路線として安全で機能的

な道路環境の整備と、洞爺湖周辺地

域との連携によるエリアの産業の活性

化につながるみちづくり

洞爺湖、羊蹄山、昭和新山や有珠山

などの地域資源を活用しながら、洞爺

湖エリアの観光サービス機能の充実

につながる道路空間づくり

洞爺湖や有珠山、昭和新山など雄大

な自然をより印象的に見せることに配

慮した美しい沿道景観づくり

A暮らし

B観光

C景観


