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北十勝地域協働型道路マネジメントの取組
－地域協働による観光ポイントの周知、
地域景観向上の取組について－
帯広開発建設部 道路計画課
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帯広開発建設部では、平成25年度から北十勝地域を対象として「多様な主体が地域協働」で
議論・検討する「北十勝地域協働型道路マネジメント検討会」（以下、「検討会」）を立ち上
げ、対象路線の課題解決のための基本プランを策定し、推進プランの取り組みを進めている。
本論文では、「検討会」および、平成27年度から具体的な検討を進めている推進プランの中か
ら、「観光ポイントの周知（案内看板の改善等）」「地域景観向上」の取組について報告する。
キーワード：多様な連携・協働、維持・管理、観光・景観、まちづくり

1. はじめに
現在、道路事業においては、厳しい財政規制がある一
方、観光、物流、医療、生活など、道路に求められる役
割の増加や道路利用者ニーズの多様化が進んでいる。こ
れを踏まえ、帯広開発建設部では、道路利用状況やニー
ズを「地域ごとに的確に把握」し、今ある道路を「賢く
使う」ための「地域協働型道路マネジメント」の取組み
を進めている。地域協働型道路マネジメントは、多種多
様な主体と連携し、国道を利用しながら感じる地域らし
さ、地域の魅力の向上、走りにくさ、道路の不具合の改
善等、道路整備と管理の工夫を行うために、地域と道路
管理者が、意見とアイディアを出し合って、一緒に考え
る取組である。

2. 対象エリアと取組み体制
(1) 対象エリア
当開発建設部では、道路をきっかけとした様々な地域
活動を積極的に展開している「十勝シーニックバイウェ
イ十勝平野・山麓ルート」の活動エリアを対象として、
取り組んでいる。
なお、この対象地域は道東と道央、道北を結ぶ主要な
３つの峠（日勝峠、狩勝峠、三国峠）を有するなど十勝
における重要な玄関口となるエリアで、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を対象路線と
している（図-1）。
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図-1 対象路線の位置

(2) 取組み体制
取組みは、地域住民、行政、関係機関から構成される
「北十勝地域協働型道路マネジメント検討会」を立ち上
げ、平成25年度から取組みを進め、検討会では、委員長
に学識経験者、委員は帯広開発建設部の他に対象路線で、
主に道路をテーマ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」のメンバーから、
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、道路事務所の担当者が参画している。
検討会は、平成25年から平成29年12月までの間に9回
の検討会と3回の現地視察会、平成28年からは、4回のワ
ーキング会議（以下、WG会議）を実施している。
（WG会議については、後述する。）表-1、図-2は、北
十勝地域協働型道路マネジメントの会議開催状況である。

表-1 北十勝地域協働型道路マネジメントの会議開催状況
開催日
H25.12.17
H26.1.29
H26.2.27
H26.9.10
H26.9.10
H27.1.30
H27.2.23
H27.9.29
H27.9.29
H28.2.10
H28.12.21
H29.1.24
H29.3.2
H29.9.26
H29.10.26
H29.11.7

検討会
現地視察会

検討概要

・道路協働型道路マネジメントの紹介
検討会
・対象路線について意見交換
検討会
・基本プランの内容検討
検討会
・基本プランの策定
現地視察会 ・基本プランをもとに対象路線の課題把握
・現地視察会の意見とりまとめ
検討会
・H25年度の総括とH26年度の検討スケジュール確認
・現地視察会の結果確認・意見交換
検討会
・推進プランの内容の検討
・推進プラン策定
検討会
・推進プランの進め方の検討
現地視察会 ・H27年度の草刈り実施状況の確認
・現地視察会の意見とりまとめ
検討会
・案内看板、安心ドライブマップの検討
・各推進プランの検討結果
検討会
・次年度以降の方針決定
第1回WG会議 ・案内看板の検討
第2回WG会議 ・案内看板の決定、次年度の取組検討
・各推進プランの実施結果
検討会
・次年度以降の方針決定
・新たな案内ポイントと案内看板の検討
第１回WG会議
・案内看板設置ルールの検討
現地視察会 ・新たな案内ポイントの確認
・現地視察会の意見とりまとめ
第2回WG会議
・案内看板の検討、決定

(1) 基本プラン
路線を俯瞰し、特徴の似ている路線を国道38号は5区
間、国道241号は1区間、国道273号は2区間、国道274号9
区間と各区間単位で分割し、それぞれ地域の資源や課題、
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」を策定した。
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、平成26年の現地視察会および検
討会において各区間毎に挙げられた課題整理を行い、具
体的な対策メニューを検討した（表-2）。
また、下記外にも多くの課題が挙げられており、行政
が対応する課題と地域協働で検討すべき課題に分類を行
っている。行政が対応する課題については、順次対策を
進めており、実施状況等を検討会の中で報告している。

図-2 検討会の様子
表-2 対象路線の課題と具体的な対策メニュー

3. 基本プラン・推進プランの策定
検討会では、協働型道路マネジメントを進めるにあた
り、道路の機能向上・課題解消対策等、路線全体の基本
方針となる「基本プラン」および個別の課題に対応する
活動計画となる「推進プラン」を策定した。
図-3は、本検討会の進め方を示したものである。
基本プラン
地域資源・課題の抽出（路線に関わる地域戦略）
基本プラン（目標）の作成
●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

推進プラン
具体的な取組内容・目標を検討
推進プラン（改善策）の作成
●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）

整備・管理(試行含む）
効果の検証

図-3 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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地域協働で検討すべき課題については、「推進プラン」
として策定しており、以下の３つは、初年度に決定した

実施方針である。
＜推進プラン＞
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、配布

実施することとなった。合わせて、写真で草刈り前後の
様子を年2回の草刈りの必要性も含めて確認できるよう
に、定点で撮影する箇所を数か所設け、全景、近景等の
アングルも想定して、夏～秋にかけて数回撮影する工夫
も行った（図-4～6）。今年度末には、実施結果から対
象箇所の草刈りの必要性について、箇所の変更も含め検
討する予定である。

図-4 草の繁茂状況 R38（6月草刈前・7月草刈り後）

図-5 草の繁茂状況R38（9月中･下旬：草刈の必要がない）

4. 主な取組の実施状況
3つの推進プランについては、平成27年から具体的に
取り組みを実施しているが、平成27年度末、平成28年度
末の検討会において、実施状況の結果を踏まえた見直し
を行った。その結果から、下記の改善した取組みを以下
に示す。
(1) 道路除草の重点箇所の検討
プラン1については、重点的に年2回道路の除草を行う
区間として「鹿追町1か所、上士幌町2か所」の除草を平
成27年6月と9月に実施した。実施状況を検討会議で検討
した結果、「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」といった委員からの意見があった。
これを踏まえて、事務局で検討した結果、平成28年度は、
2回目の草刈りを実施する総延長は変えず、5町9箇所
（鹿追町、上士幌町、士幌町、新得町、清水町）の街の
出入り口や景観の良い場所の草刈りを均等に実施するこ
ととなった。
平成28年度は、上記、5町9箇所で草刈りを実施し、委
員からの意見も踏まえて一定の効果があったことから、
次年度も継続して草刈りを実施することとなった。ただ
し、度重なる台風と天候不良等の影響もあり、草木の生
育が悪かったため、平成29年度は効率的な草刈りができ
るよう、草の繁茂状況を見ながら草刈りの時期を決めて
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図-6 草の繁茂状況R38（10月の様子）

(2) 案内看板の設置の検討
プラン2の観光ポイントの周知・PRについては、検討
会委員から、土木遺産である新得町の小笹川橋梁および
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
板を設置することが提案された。
これを受けて、平成27年度の検討会では、小笹川橋梁
を案内する看板案として図-7のデザイン案が検討された。
また、図-8のとおり、現地で仮設した看板を見ながらド
ライバーへのヒアリングを実施し、「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あった。この結果を
踏まえて、検討会議において、地域にあった看板の作成
が重要であり、新得町の住民を交えた検討の場が必要と
の意見から、平成28年度は、検討会の新得町の委員を代

表として、地域住民や関係者によるワーキング会議を設
置し、検討を行っている。平成28年度および平成29年度
のワーキング会議での検討状況は後述する。

図-7 案内看板案

面のベースの色を白にし、掲載情報が目立つようにする
などの改善を行いH29年度版へ反映させることとした
（図-9）。
平成29年度には、改訂版についてもアンケート調査を
実施し、多くの人に手を取ってもらえるような配布箇所
を検討する予定としている。

図-8 仮設案内看板の設置状況

(3) 安心ドライブマップの作成
プラン3の道路情報提供については、北十勝地域をド
ライブする際に参考になる地域情報や道路情報を掲載し
た「安心ドライブマップ案」を作成した。マップには、
委員からの意見も反映し、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、
道の駅やビューポイントパーキング、シーニックカフェ
の位置などドライブ観光に役立つ情報を掲載している。
また、作成したドライブマップ案は、平成27年に鹿追
町そば祭り会場にてアンケート調査を実施し、「地図面」
において意見が多かった「文字量が多い」について検討
会で改善策の検討を行った。調査結果からは、全体の約
7割以上が「必要な情報が掲載されている」という回答
が多かったことから、掲載項目を減らさず、①文章を簡
潔にする、②必要最低限の情報のみにしアイコン表記で
文字量を減らす、③レイアウトの変更やタイトル・吹き
出しの色を工夫するなどの改善を行い、平成28年度に改
良版のマップを作成した。
平成28年度には、改良版のマップについて、再度アン
ケート調査を行った。平成27年度は地元のイベントだっ
たため、十勝管内の回答が多かったことから、秋の観光
シーズンに観光客が多く訪れる道の駅にて調査を実施し
た。調査結果から、十勝管外の回答者が5割以上であっ
た。回答については、「必要な情報が掲載されている」
という回答が6割、「紙面は見やすい」という回答も7割
以上と多いものの、まだ情報量が多く見えにくいという
回答も2割弱あった。このことから、紙面構成で見やす
くなる対応として、①レイアウトを正方形折から縦三つ
折りにして掲載レイアウトを変更 ②注意表記を統一す
る、③道路上の通行止め表記をシンプルにする、④地図
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図-9 安心ドライブマップ最新版（H29年度）

(4) 景観に配慮した道路施設の検討
3つの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。個別対策の
一例として、大雪山国立公園内にある国道273号の上士
幌町では「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」という検討委員からの意見があっ
た。当建設部では、従前より矢羽の点検コスト縮減の観
点から様々な検討を行っていたことから、現在は道路景
観の向上も重視し、検討会委員と担当の維持業者との立
ち合いのもとに現地の防雪林の生長なども確認し、安全
性が確保されていることを確認の上、伸縮式のデリネー
ターに立て替えを行った（図-10、図-11）。上士幌町を
通る国道273号は、十勝らしい山麓の風景が続く路線で
あることから、平成28年度には、伸縮式のデリネーター
に立て替えができる区間の現地調査を行い、上士幌町三
股地区～三国峠までを「対策区間」として位置づけ、引
き続き伸縮式のデリネーターの建て替えについて、検討、
整備していく予定となっている。

図-10 矢羽撤去前

13）。また、表示名称も案内したい場所が「橋」と明確
に分かるように「レンガ橋」と変更し、他地域で展開で
きるようなデザインを決定し、現地に設置した。
これらの取組みを踏まえ、今後、他の案内看板のデザ
インを検討する際の考え方として、①対象は「国道沿線」
の案内ポイントとし、ビューポイントパーキングと案内
看板のセットで案内できる場所を対象とする。ただし、
国道以外の場所も対象とし、関係機関で連携して検討す
る、②新得町での検討をモデルとして、地域の特徴を出
しながら、今後、他エリアでの展開も想定して検討する、
③案内する場所・施設等を「レンガ橋」を例にして、
「抽象的」にデザイン、表現する、④色デザインは、小
笹川橋梁の看板を前提として検討することとした。
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図-12 デザイン案（H27年度案）
図-11 矢羽根撤去後

5. 新得町 道路案内標識ワーキング会議
(1)平成28年度の取組について
推進プラン2の観光ポイントの周知・PRなどについて
は、平成27年度の検討会において、案内看板の設置を検
討する地域で議論することとなったため、検討委員の一
人である新得町在住の方を中心に、地域資源を活用して
図-13 デザイン案 H28年度案（右端決定）
観光活動を行っている方、商店主、交通事業者、役場担
当者等で構成する「新得町 道路案内標識ワーキング会
議」を平成28年度に設置して検討を進めている。
検討対対象となっている「小笹川橋梁」は、新得町の
歴史ある「狩勝峠鉄道施設群」として選奨土木遺産とし
て認定されている。鉄道遺産は、主に山の中に点在する
ものが多く、近くで見られる旧狩勝線の鉄道遺産は「小
笹川橋梁」だけであり、地域としてももっと観光PRし
たいという意見があった。小笹川橋梁は、北海道開発局
が認定している「ビューポイントパーキング」にあり、
ビューポイントパーキングの標識はあるものの、何を案
内しているか分からない状況であったことから、補助的
な案内看板を付けることを目的に検討を進めてきた。
平成28年度には、2回のWG会議において、これまで
図-14 「レンガ橋」の案内看板設置（左）、照明柱に移動し
検討していた案内看板の案について地域から意見をいた
だき複数のデザイン案を提案し検討を行った。（図-12、 たイメージモンタージュ写真（右）
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また、現地に設置したレンガ橋の標識については、両
脇にあるスノーポールで看板が目立たないことから、今
後、スノーポールを取り替え、照明柱に看板を移動させ
る予定で進めている。（図-14）
(2)平成29年度の取組について
平成29年度は、レンガ橋の案内看板に続く、新たな設
置場所を検討するため、2回のWG会議と現地調査を実
施した。（図-15）
視察場所については、前年度に案内看板設置の要望が
あった狩勝峠を中心にWG会議で意見のあった候補を入
れて、視察コースの設定を行った。WG会議では、案内
看板の考え方の整理や、掲載する狩勝峠の案内看板のデ
ザインを検討し、狩勝峠については、ビューポイントパ
ーキングの登録完了後、山脈デザインの看板を設置する
予定ととしている。（図-16）
また、今後は、現地視察で候補に上がった場所の検討
や町内のビューポイントの案内方法など、役場、観光協
会と連携して検討していく予定である。なお、レンガ橋
の案内標識については、平成30年度に新得町観光協会よ
り発行される観光マップに掲載される予定である。

図-15 現地調査の様子

現地調査の際に委員の方々と現場を確認したところ、事
前の注意喚起看板が必要との見解で一致した。その後、
第2回WGで注意喚起看板の検討を行い、①注意喚起の
ため色は黄色とする、②道路標識設計基準に沿ったデザ
インとする、③設置は、横断歩道の手前150ｍ、200m、
300ｍ手前に予告看板として設置する、ことを決定した。
今後は、関係機関と協議しながら設置の準備を進めてい
く予定である。

↓横断歩道
真下にある

図-17 覆道出口から狩勝峠：頂上部の横断歩道が見えない

図-18 注意喚起看板の案（ピクトグラム＋距離）

6. おわりに

図-16 新たな案内看板の枠と背景の組み合わせ例

(3)注意喚起看板について
平成28年度のWG会議の中で、「狩勝峠は新得町側か
ら向かうと、覆道から出てすぐに峠の頂上になる。峠の
パーキングから展望台へ行くための横断歩道が頂上にあ
り、運転していても近くに行かなければ確認できないの
で、歩行者の発見が遅れやすい。注意喚起の看板が必
要。」という意見があった（図-17）。これを受けて、
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北十勝地域協働型道路マネジメントの取組は、平成25
年度より検討会を開始し、平成29年度で5年目を迎える。
この間、検討会から個別の地域にワーキングを設置する
等、地域ニーズを具体的に把握し、議論しやすい体制づ
くりにも取り組んでいる。
これまでの検討会やワーキングでの検討内容を実際に
道路管理等に反映させており、推進プランに基づき、道
路除草については重点的な除草の実施や、十勝らしい山
麓の景観が向上するよう矢羽根を撤去する取組み実施し
た。また、安心ドライブマップについては、アンケート
を実施し改善し、案内看板については、開発局職員だけ
では気づかない地域の方の視点を取り込んだ案内看板へ
改善を行った。
今後は、北十勝地域での取り組み経験や、ワーキング
会議での検討実績を踏まえつつ、地域との関係性を深め
ながら、他地域で展開する方策を検討していく予定であ
り、今後も地域の魅力の向上につながる道路整備及び維
持管理について、検討会で委員を含めた地域の皆様と議
論・検討・実践を行っていきたいと考えている。

