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 浦幌町地域の基幹産業である農業を中心に、安全・安心の浦幌ブランド確立と地域活性化を

図る目的で、過年度より「みちと農業を考える浦幌ワークショップ」を開催している。この中

で、北海道横断自動車道釧路線・本別ＩＣ～浦幌ＩＣ間の「上浦幌パーキングエリア」の有効

活用を通じて道路整備と地域活性化のあり方を検討している。本報では、平成27年度に開催し

た「農産物直売会」の取り組みなどを中心に、当該活動の報告を行う。 
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1.  はじめに 

近年、国土交通省では地域活性化戦略の1つとして

「多様な主体の参画による道路・沿道空間の整備・利活

用」を挙げている（引用）。また、地域の活性化や賑わ

いの創出等の観点から地域住民・団体等が一体となって

取り組むイベントの活用の場として、道路が注目されて

いる。 
これまで、道路管理者は道路の有効活用を交通機能

（トラフィック機能とアクセス機能）の他、ハード的な

道路空間機能（防災空間確保・ライフライン収容）を中

心に考えてきたが、地域活性化の観点から、ソフト的な

道路空間機能（環境や景観の形成・コミュニケーション

の場の提供）の有効活用を考えていく必要が高まってい

る。そのため、道路を活用した地域活動について、道路

管理者として支援が求められている。 
本稿では、北海道横断自動車道釧路線・本別インター

チェンジ（以下、IC）～浦幌IC間に整備された「上浦幌

パーキングエリア（以下、PA）」の有効活用を通じて

道路整備と地域活性化活動の取り組み（協働までいたる

経緯、実施状況、今後の展望等）について報告する。 
 

2.  北海道横断自動車道と上浦幌PA周辺地域の概要 

(1)   路線とPAの概要 
北海道横断自動車道 釧路線は札幌圏と帯広圏・釧路

圏を結ぶ幹線道路であり、北海道の経済活動・観光利用

の大動脈として位置付けられている。 
新直轄方式整備区間は、平成21年11月に本別IC～浦幌

IC間、H27年3月に浦幌IC～白糠IC間が開通し、H27年度

中に白糠IC～阿寒IC（仮称）間の開通が予定されている

（図-1）。 

上浦幌PAはH27年3月から利用が開始されており、近

くに他のPA（釧路方向は最後のPA、札幌方向は長流枝

PAまで約35km）がないことから、多くの利用者が見込

まれている。 
 

 
図-1 北海道横断自動車道（新直轄方式整備区間） 

 
(2)   地域の特徴 
上浦幌PAが設置されている浦幌町上浦幌地区は南北

に長い地理的特徴を持つ浦幌町の北端に位置している。

上浦幌地区の土地利用のほとんどが畑作となっており、

目立った観光施設はない（写真-1）。 
 

 
写真-1 上浦幌PA付近の周辺風景 

別紙―２

上浦幌PA 
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3.  今回の地域活性化の取り組み方法について 

(1)   取り組み開始の経緯と現在までの活動概要 
今回の地域活性化の取り組みについては、新直轄方式

整備区間の整備に伴い、浦幌IC開設を実現するため地域

に必要な取り組みについて検討する場として、平成19年
度より道路管理者（足寄道路事務所）・浦幌町役場・地

域住民から構成されるワークショップを立ち上げたこと

が契機となっている。 
その後、ワークショップでの協議や農産物の直売会な

どのイベントを継続的に実施し、上浦幌地区の地域活性

化の検討やPRを行ってきた。 
今年度は、上浦幌PAの完成により、現地での活動を

通じて上浦幌PAの有効活用および地域活性化のあり方

について検討する段階である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図-2 現在までの上浦幌地区の地域活性化活動の流れ 
 

 (2)   平成19～20年度の活動概要 
本別IC～浦幌ICの開通を前に、開通区間を利用した地

域活性化の方策を考えるため、道路管理者（足寄道路事

務所）・浦幌町役場・地域住民から構成されるワークシ

ョップ「みちと農業を考える浦幌ワークショップ」を開

催した。 
ワークショップでは地域活性化イベントのアイディア

出し、イベントの実施、継続的な地域活性化活動の課題

などについて話し合われた。具体的なイベントとしては、

浦幌IC利用者を想定し、一般国道274号の浦幌IC予定地

近傍において野菜直売会を複数回開催した。 

 

 
写真-2 現道での直売会イベント新聞記事 

（平成19年8月10日 北海道新聞夕刊） 
 

(3)   平成26年度の活動概要 
浦幌ICが平成21年に完成したことにより、ある一定数

の道路利用者が上浦幌地区に立ち寄っていた。しかし、

平成26年度に白糠ICまでの供用により、供用後は上浦幌

地区には立ち寄らず、通過することで、結果的に延伸後

の浦幌ICの利用者減少が懸念されていた。 
そのため、横断道の利用者が浦幌ICで一度降り、地域

周辺の観光や資源の魅力を知る機会を得てもらうための

アイディア抽出の場として、平成26年にワークショップ

を再開した。 
ワークショップは、平成19～20年度と同様に道路管理

者（足寄道路事務所）・浦幌町役場・地域住民から構成

され、地域活性化イベントのアイディア出し、イベント

の実施、継続的な地域活性化活動の課題などについて話

し合われた。平成19～20年と同様に、浦幌IC近傍におい

て野菜直売会を複数回開催した。 
 

表-1 地域活性化ワークショップの設立趣旨 
「みちと農業を考える浦幌ワークショップ」 

【目的】地域の基幹産業である農業を

食や観光と連携させ、安全・安心の浦

幌ブランドの確立と地域の活性化を図

るため、現在整備が進む北海道横断自

動車道沿線を活用し、周辺地域の観光 
・景観資源の有効利用と振興・交流の促進を図るこ

とを目的として、農産物直売会や広報活動等、断続

的な取り組みを行う。 
 

(4)   平成27年度の活動概要 
白糠ICまでの延伸に合わせて、本別IC～浦幌IC間に新

設された上浦幌PAの利活用についてワークショップで

議論し、地域活性化イベントを開催することとした。 
イベントは、立ち入り客数が期待できる夏休みの最盛

平成27年度 

ワークショップ（6月） 

直売イベント（上浦幌PA）（7,8,10月） 

上浦幌PA協働事業協定締結（9月） 

●白糠IC－阿寒IC(仮称)間開通予定（H27年度）

平成26年度 

ワークショップ（7,8,10,12,1,2,3月） 

直売イベント（国道274号沿道）（8月） 

●浦幌IC－白糠IC間 開通（3月） 

★上浦幌ＰＡ 完成（3月） 

平成19年度 

ワークショップ（8,9,10,1,2月） 

直売イベント（国道274号沿道）（8月） 

平成20年度 

ワークショップ（7,9,11月） 

直売イベント(国道274号沿道)（8,9,10月）

●本別IC－浦幌IC間 開通（H21年11月） 



Kazuki Nishiyama, Atsushi Sano, Kenya Nakano 

期に実施した。実施内容は地元農産品農作物、地元自治

体の観光案内等を行った。 
また、「道路管理者」「民間企業」「地域住民」によ

る新たな地域活性化協働事業として、情報発信および災

害時の飲料水の無償提供が可能となる自動販売機の設置

を行った。 

 
写真-3 上浦幌PAのイベント新聞記事 

（平成27年7月30日 十勝毎日新聞） 
 

4.  上浦幌PAのイベントに対する利用者の反応 

上浦幌PAでのイベントの活動成果および今後の協働

への取り組みに対するニーズ・課題等を探るため、道路

利用者へのアンケートを実施した。 
 

 (1)   実施内容 
【実施内容】 
・地元農産品の直売 
・浦幌町の観光施設等の広報 
・上浦幌PA周辺の清掃活動 

【実施期間】 
●夏休み最盛期（7/25～8/9の土日、8/12～13） 
 

表-2 イベントの実施期間および実施場所 
年月日 曜日 実施場所（予定） 

 平成２７年７月２５日 土 上り線（釧路→帯広）

 平成２７年７月２６日 日 下り線（帯広→釧路）

   平成２７年８月 １日 土 上り線（釧路→帯広）

   平成２７年８月 ２日 日 下り線（帯広→釧路）

   平成２７年８月 ８日 土 上り線（釧路→帯広）

   平成２７年８月 ９日 日 下り線（帯広→釧路）

   平成２７年８月１２日 水 上り線（釧路→帯広）

   平成２７年８月１３日 木 上り線（釧路→帯広）

 
(2)   道路利用者アンケート結果 
イベント開催時に上浦幌PAを利用した男女計100人に

アンケートを実施した結果、イベントには好意的な意見

が数多く寄せられた一方、今後の要望についても意見が

多数あり、イベントの効果とともに今後の課題を把握す

ることができた。 
 
①「今後ＰＡで催し物があった場合立ち寄ってみたい

か」に対する回答（図-3） 

 
図-3 ①のアンケート結果 

 
②立ち寄りたいと答えた人の意見 
・新鮮な野菜を安く買えるから 
・農家の人にとっても良い活動なので大賛成 等 

 
③立ち寄らないと答えた人の意見 
・トイレ休憩が目的だから 等 

 
④今後のイベントへの要望 
・地元の特産品(野菜以外)、軽食、ソフトクリーム、

コーヒー、雑貨の販売 
・休憩場所（ベンチ等）の設置 
・直売会の情報をもっと広報した方が良い 
・上りと下りの両方でやってほしい     等 

 

 

写真-4 上浦幌PAの直売会の様子（H27.7） 
 

5.  上浦幌PAの協働事業の協定締結 

地域住民および道路利用者の安全・安心、利便性の確

保並びに地域振興活動の充実に向けて協働して事業を実
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施するために必要な事項を定めることを目的として、

「北海道コカ・コーラボトリング株式会社」、「浦幌

町」、「北海道開発局釧路開発建設部」の3者による

『北海道横断自動車道上浦幌PAにおける協働事業の実

施に関する細目協定書』の締結が行われた。 
本協定に基づく具体的な協働事業は以下の3点である。 
①北海道コカ・コーラボトリング株式会社が設置する

電光掲示板付き災害対応型自動販売機を活用し、

浦幌町による地域情報、および釧路開発建設部が

提供する道路情報等を自動販売機利用者に向けて

発信。 
②災害などの非常時に、遠隔操作で自動販売機内の在

庫商品の無償提供。 
③上浦幌PAで開催される地域イベントや施設および

周辺の清掃等の活動の支援。 
本協定に基づく協働事業により、「道路管理者」「民

間企業」「地域住民」にそれぞれメリットを持たせつつ、

情報発信および災害時の飲料水の無償提供が可能となっ

た。 
 

 
写真-5 『電光掲示板付き災害対応型自動販売機』 

 

写真-6 『協働事業の実施に関する協定書』の締結式 
 

6.  実施者および利用者の反応と今後の展望 

 (1)   地域住民の反応 
上浦幌PAでの直売会開催後には、フォローアップワ

ークショップを行い、直売会を実施した地域住民から多

数の前向きな意見が寄せられた。 
 

【参加した地域住民の声】 
・事前準備および計8回の開催は大変だったが、楽し

く参加することが出来た。 
・収支（儲け）はそれほど意識せず『まずはやってみ

よう』という思い。 
・『今回、PAでの直売会に取り組んで、浦幌の地場

産品もアピール出来たし地域をPRすることが出来

た！』 
・来年度は、実施回数を増やして是非やってみたい！ 
 

(2)   道路利用者のニーズ 
上浦幌PAの利用者においては、直売会でのアンケー

ト調査結果により、利用目的として飲食や直売のニーズ

が高いため、上浦幌PAでのイベントへの期待感が伺え

た。 
 
①上浦幌PAの利用状況 
・通過交通量    ：(８日間の平均）1515台 
・うちＰＡ利用交通量：(８日間の平均）273台 

⇒立ち寄り率 約 18％ 
 
・高速道路利用区間 

 

図-4 高速道路利用区間のアンケート結果 

電光掲示板 
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②休憩施設の利用目的 

 
上浦幌PAの利用目的 休憩施設全般の利用目的 

図-5 ②のアンケート結果 
 

③当該地域の休憩施設への要望 

 
休憩施設数 イベント開催時の立ち寄り

図-6 ③のアンケート結果 
 
(3)   今後の課題と展望 
平成19年から続けている「みちと農業を考える浦幌ワ

ークショップ」は途中の中断を挟み、約10年開催してき

た。この間、地域活性化について議論・活動を行い、地

元住民とパートナーシップを形成することで、地域の意

見を取り入れながら、様々な地域活性化方策を実現でき

た。 
ソフト的な道路空間機能（環境や景観の形成・コミュ

ニケーションの場の提供）の有効活用を行う際には、地

元住民との協働は必要不可欠であり、今回実施したワー

クショップによる意見の熟成、施策の継続性の確保等は

有効な手法であると考えられる。 
今回実施した一連の地域活性化方策は一定の成果を得

ることができたと考えるが、道路利用者へのアンケート

調査でも様々な要望が寄せられているとおり、改善が必

要な箇所が存在する。今後は道路利用者のニーズに応え

た細かいコンテンツ整備、地元住民の関わり易い仕組み

づくりなどの課題に対して、引き続き関係者との意見交

換・合意形成を進めながら、より良い地域活性化方策の

計画・実施が行えるよう配慮が必要である。 
今回の試みは、地域住民の共感・協力を得ることに成

功し、継続的な活動への道筋をつけることができたと考

える。今後も我々道路管理者として、当該地域に関わら

ず、「多様な主体の参画による道路・沿道空間の整備・

利活用」のため、積極的な協働を行っていきたい。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


