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 釧路開発建設部では、平成22年度より国民から真に求められる道路整備・運用を実現する手

法として、地域と行政が一体となって、多様なニーズを的確に反映し、地域発展に寄与する

「協働型道路マネジメント」を導入し取組を進めている。本稿では、管内シーニックバイウェ

イルートを対象に、道路利用者ニーズ・路線の使われ方を考慮した「使いやすい道路」の実現

に向けて、本手法の方向性及び実施体制について、地域住民と検討した取組について報告する。 
 

キーワード：多様な連携・協働  
 
 

1.  はじめに 

 協働型道路マネジメントとは、地域のニーズや特性を

共有し、道路利用者ニーズや使われ方を考慮した「使い

やすい道路」の整備・運用について、実際に道路を利用

する地域住民や道路利用者と協働で、即地的、総合的、

継続的に推進するための、組織体制及びその運営方法の

ことである。 
 昨今の公共事業費・維持管理費が縮減がされる中で、

道路管理者だけで計画・実施される画一的な道路整備や

道路維持メンテナンスにおいては、利用者ニーズへの対

応や道路環境の改善など、道路がかかえる課題に対して

早期対応が難しい状況となってきている。 
 この様な中で、北海道開発局では平成17年度より、一

部路線において、試行的に地域住民や道路利用者との連

携による協働型道路マネジメントに取り組んできている。

平成24年度からは、全開発建設部において本格的導入を

図っており、協働型道路マネジメントの実施を強力に推

進しているところである。 
 釧路開発建設部では、平成22年度から管内のシーニッ

クバイウェイルートにおいて協働型道路マネジメントの

取組を実施しており、本稿では、その取組概要と取組方

針、近年の実施例を報告する。 
 
2.  対象路線の概要と対策メニュー 

 
(1)   対象路線の概要 
 本取組の対象路線である釧路湿原・阿寒・摩周シーニ

ックバイウェイのルートは、一般国道240号、241号、

243号、272号、391号、道道中標津標茶線により構成さ

れた釧路市、阿寒湖畔、弟子屈町、中標津町を結ぶ延長

約200㎞のルートである。 
対象路線は、釧路湿原・阿寒・摩周観光圏の主要観光

ルートとして多くの観光客に利用されているが、特殊通

行規制区間、冬期通行止め、エゾシカロードキル多発等

の課題が多く、早期に課題解消を図る必要があるととも

に、阿寒国立公園という特別保護区を横断する路線であ

るため、工作物設置の規制など、各課題の解消には慎重

な対応が必要な路線でもある。 
近年では、キャンピングカーによる観光客の増加に伴

い、駐車場における車中泊車両を起因とした問題や暴風

雪によるスタック車両の発生・注意喚起の必要性など新

たな課題も発生してきている。 

 図-1  協働型道路マネジメント対象路線 

 
(2)   対象路線の課題と基本プラン 
 協働型道路マネジメントでは、地域住民との路線連絡
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会議（企画アドバイザー会議）の立ち上げの初期段階に、

対象路線における地域課題を抽出・とりまとめ、表-1に
示す6つの項目を「基本プラン」として明確化し、対象

路線において課題解決するための取組を推進している。 
表-1 6つの基本プランとその背景・現状 

基本プラン項目 背景や現状 

1 ロードキル 国道におけるエゾシカ死体処理件数

は、北海道内10開発建設部で最も多

い。地域住民からの要望も高い。 

2 交通事故 ロードキルに関連した事故のほか、現

地の道路の不慣れな観光客による交

通事故も発生している。 

3 交通障害と 

情報提供 

近年、吹雪による道路障害が多発。高

度化する情報通信技術を活用した回避

策（情報提供）の検討が重要。 

4 道路維持管理 

（除草・除雪） 

観光客が多く走行する対象路線では、

除草の改善など道路景観に対する地

域住民からのニーズが高い。 

5 公衆トイレ 対象地域は都市間、観光地間の距離

が長く、長距離にわたってトイレのない

区間が存在する。 

6 景観や 

案内標識 

観光客が多く走行する対象路線では、

道路景観やわかりやすい道路案内に

対するニーズが高い。 

 
(3)  各項目に対する改善プランと対策メニュー 
協働型道路マネジメントの企画アドバイザー会議では、

定量的なデータの分析、地域情報、地域からの意見収集

結果を整理し、表-1に示した6つの項目に対する「改善

プラン」を策定した。「改善プラン」は、短期・中期・

長期の時系列的な視点を持って整理し、各期間ごとに具

体的な「対策メニュー」を抽出している。  
現在は、表-2に示すような「短期対策メニュー」を中

心に対策を進めながら、中長期メニューの更新、検討を

行っている。 
表-2 6つの基本プランと対策メニュー 

基本プラン項目 現在実施している対策メニュー 

1 ロードキル ①シーズン別ヒヤリハットマップ 

（地域情報掲載、3カ国語対応） 2 交通事故 

3 交通障害と 

情報提供 

①シーズン別ヒヤリハットマップ 

  →道路障害時対処方法の情報提供 

②道の駅での情報提供に関する調査 

③SNSを用いた道路交通障害情報提

供の試行 

4 道路維持管理 

（除草・除雪） 

④ 除草回数の増減検討 

 （効果的・効率的な道路維持管理） 

5 公衆トイレ ①シーズン別ヒヤリハットマップ 

  →公衆トイレの位置情報の提供 

6 景観や 

案内標識 

⑤景観改善に向けた道路標識の改善 

⑥わかりやすい案内標識への改善 

⑦地域との協働による駐車帯清掃 

 (要望の高い駐車帯清掃の協働実施) 

※太字は｢近年の具体的な取組事例｣で詳述するメニュー 

3.  釧路開発建設部における 
協働型道路マネジメントの進め方 

 

(1)   地元有力団体の選定 
 前述したように対象路線は釧路湿原・阿寒・摩周シー

ニックバイウェイのルートであり、日頃よりシーニック

バイウェイの活動を通じて、国道を軸とした継続的かつ

積極的な活動が実施されており、地域と開発局の人的交

流の積み重ねが既に存在している。また、釧路湿原・阿

寒・摩周シーニックバイウェイの幹事会、ルート運営委

員会には、対象路線沿道の「商工会」、「商工会青年

部」、「観光協会」、「地域福祉団体」、「各種民間企

業」などの様々な団体が参加し、活発な意見交換も行わ

れている。 

協働型道路マネジメントを実施するにあたっては、行

政サイドの現状や地域課題を理解し、意見交換すること

が効率・効果的であり、地域の参加メンバーとの人間関

係の構築が重要であることから、既存の関係団体からの

メンバー選定が有効である。 

対象路線における協働型道路マネジメントの企画アド

バイザーは、釧路湿原・阿寒・摩周シーニックバイウェ

イ幹事会、ルート運営委員会のメンバーに依頼し、構成

した。なお、これらのメンバーとは、良い関係を継続す

ることも重要であり、参加団体が主催するイベント等へ

担当職員が積極的に参加するなど、信頼関係の構築に向

けて取り組んでいる。 

 

(2)  地域課題・魅力の理解のための工夫 
 企画アドバイザーとの意見交換を実施するにあたって

は事前に、対象地域の課題や魅力を把握してもらうこと

が重要であり、既存のデータや現地調査結果に基づいて

整理された課題マップ、資源マップ、知床等の先行事例

で実際に用いたチラシや実施状況の紹介スライド等を活

用し、協働型道路マネジメントの概念、地域活性化の観

点から見た課題、取組の成果等を提示して理解促進を図

っている(図-2、 図-3)。 

 協働型道路マネジメントで使用する資料等の作成にあ

たっては、対象路線の交通実態（交通量、事故特性等）

や沿線状況（人口分布、産業構造、施設の立地等）等の

情報収集に努め、地域の現状を理解してもらうことが重

要である。そのためには、現地写真の活用やわかりやす

い表示方法（色分使い、マーク等）等を工夫し、参加メ

ンバーが地域課題に共感を持ち、内在する住民ニーズを

引き出せるよう努めることが必要である。 

 

(3)  効率的な会議の開催 
企画アドバイザー会議への参加者は、釧路市内をはじ

め、阿寒湖温泉、弟子屈町、中標津町を拠点として活動

していることから、会議の開催にあたっては、情報共有

や意見交換が効率的に出来るように、シーニックバイウ

ェイの取組内容の確認や進捗状況の確認を行う場として
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例年4回（5月、9月、12月、3月）開催しているシーニッ

クバイウェイ幹事会・ルート運営委員会と同日で開催す

るように工夫している。(図-4) 
また、会議の運営に当たっては、積極的な意見交換が

できる雰囲気を作るとともに、まずは率直な地域意見を

出してもらい、それに対して一つ一つ丁寧に議論し、実

現の可能性、優先順位も含めて親身に対応するよう努め

ている。 

   
図-4  企画アドバイザー会議の開催状況 

 

4.  近年の具体的な取組事例 

 釧路開発建設部における協働型道路マネジメントの取

組は、平成22年度から開始し、今年度で6年目を迎える。

当初は道路管理者からの課題提起を中心に進められてき

た企画アドバイザー会議であったが、近年は地域の参加

者からの課題提起も盛んとなり、これまでの取組におけ

る成功体験によって、参加者一人一人の意識が高くなり、

協働型道路マネジメントのイメージが確立された結果と

考えている。以下に近年の具体的な取組事例を示す。 
 
(1)   道の駅における車中泊実態調査 
 近年のキャンピングカーなどによる車中泊人気によっ

て、車中泊コースガイド等の雑誌が数多く発刊され、そ

の中には全国の道の駅情報も掲載されてきている。これ

に伴い、車中泊を受け入れる道の駅では、駐車場スペー

スやゴミの問題、利用者マナーの問題などが全道的な課

題にもなってきている。対象路線内にある「道の駅摩周

温泉」においても同様な問題が発生してきており、企画

アドバイザー会議において、これらについての問題提起

が地域側からあがった。 
しかし、問題提起の主旨は、単に車中泊車両を排除す

るのではなく、何らかの手法によって車中泊客を中心市

街へと促し、地域活性化につなげられないかというもの

であり、問題提起を受けた平成26年8月と今年度8月に、

道路管理者がヒアリング調査を、地域住民がナンバープ

レート調査を行い、官民協働で車中泊台数の状況や車中

泊者のニーズなどの基礎調査を進めてきている。 
 これまでの調査より、車中泊台数は盆休暇期間中が多

く、表-3のように平成27年8月14日には98台（収容率

144％）が深夜の時間帯に駐車していた。乗用車が60％
強を占めていたものの、キャンピング車も22台あり、乗

図-2  課題マップ 

図-3  資源マップ 
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用車の中には車中泊用に改造された乗用車も多かった。

車中泊者のニーズは、一位「入浴施設が欲しい」、二

位「ゴミ処理に困っている」、三位「ゴミ袋を販売し

て欲しい」であった。今後、車中泊者と地域の両者が

win-winの関係となる工夫を地域と共に模索していく予

定である。 
表-3 平成27年8月13～14日の駐車台数と収容率 

駐車場 
収容 

台数 

8 月13 日 8 月14 日 

台数 収容率 台数 収容率 

第一 33 台 44 台 133% 59 台 179% 

第二 35 台 36 台 103% 39 台 111% 

合計 68 台 80 台 118% 98 台 144% 

  

図-5 深夜の時間帯の駐車状況（平成27年8月14日） 

 

(2)   SNSを用いた道路交通障害情報提供の試行 
東日本大震災発生時には釧路市内においても津波が観

測され、道路冠水や津波発生による橋梁部での通行止め

が多発し、道路情報伝達の重要さ、難しさが改めて認識

され、迅速な情報発信の体制作りが求められた。 
 また、近年の道東地域では、降雪や地吹雪による交通

障害や視程障害の発生から通行止めとなることが多く、

平成25年3月の暴風雪では、中標津町の道道で5名もの死

亡者が出るといった被害が発生している。 
この様な状況から釧路開発建設部では、企画アドバイ

ザー会議において道路交通障害情報の提供について議論

し、平成25年度よりSNSを活用した冬期道路情報の発信

の試行を、釧路湿原・阿寒・摩周シーニックバイウェイ

の活動団体が運営するFacebookページを活用して実施し

ている。 
Facebookの利点としては、以下の点が挙げられる。 

①有効な情報はシェアによって口コミ的に早期に広がっ

ていく。 
②情報量が多い場合にはWEBサイトにリンクすること

で簡易的に情報を提供できる。 
③既存のページを利用することで、既存の情報発信ネッ

トワークを活用できる。 
特に③においてシーニックバイウェイのFacebook活用

は有効であり、これまでに発信情報の最大閲覧者数は

1,369件/投稿を記録している。 
道路管理者側からは通行規制や気象といった情報を適

宜Facebook上へ記載し迅速な道路状況等の情報提供を行

っており、今後も継続的に実施する予定である。 
 

図-6 実際の情報発信内容 

 
(3)   除草回数の増減検討 
 昨今、維持管理費等の予算が縮減される中で、国道に

おける除草についても適正化が求められ、除草区間の削

減といった対応が進められてきている。除草区間の選定

に当たっては、道路利用者側からの視点を積極的に取り

入れ、適切な箇所を抽出することが重要となることから、

道路利用者側の視点を取り入れた除草区間の増減を行う

ため、平成25年度の企画アドバイザー会議において、現

地見学会とワークショップ形式によるヒアリング調査を

実施して検討を進めている。 
 現地見学会・ワークショップへの参加者には、ある区

間の除草を増やした場合は、引き替えに他の区間の除草

を減らすと言うトレードオフを理解していただき、単に

除草を増やして欲しいと言う要望だけにならないようル

ールを決めて、道路管理者がかかえる課題を共有した上

での検討となるように工夫してきている（図-7、図-9参
照）。 
 

  
図-7 地域住民参加による現地見学会とワークショップ 

  
図-8 除草回数の増加区間（左）と減少区間（右） 
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 この結果、交差点付近で一時停止車両が見づらい区間

や観光客が車両を停めて景観を楽しむような区間3箇所、

合計約1kmについての除草回数を増やし、逆に山間部で

エゾシカ衝突事故の危険性が比較的低い区間約1kmにつ

いて、除草回数を減らすといった試行を行った。その後、

除草の増減箇所についてフォローアップ調査を実施し、

その状況についても企画アドバイザー会議の参加者に確

認を行っているが、現時点で改善が必要な箇所は確認さ

れていない（図-8参照）。 
 

 5.  最後に 

 釧路開発建設部の協働型道路マネジメントは、今年度

で6年目を迎え、当初は道路管理者からの課題提起を中

心に進められてきた企画アドバイザー会議であったが、

近年は地域からの参加者の気運も高まり、参加者一人一

人が親身になって協働型道路マネジメントへ参画してい

ただける段階まで成熟してきた手応えを感じている。 
 今後も「協働型道路マネジメント」を実践しながら地

域と一体となって「使いやすい道路」の実現に向けて取

り組んで行きたい。 
 

 

中大

中
酒

図-9 現地踏査、ワークショップの結果を整理した除草区間検討図（一部） 


