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網走開発建設部では、地域特有のニーズに即した使いやすい道路づくりを目指し、オホーツ
ク管内の知床地区と紋別地区において、協働型道路マネジメントを実践している。地域住民・
団体、学識者、行政、道路管理者からなる組織を設置し、基本プランを策定し、プランの実現
に向けた活動をＰＤＣＡサイクルで実践している。これらの活動の中から、それぞれの地区の
冬季に関する取り組みについて紹介する。
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2. 知床地区の地域協働の取組み

1. はじめに
網走開発建設部では、地域特有のニーズに即した使い
やすい道路づくりを目指し、「協働型道路マネジメン
ト」を実践している。
「協働型道路マネジメント」とは、多様な主体と連携
し、地域の資源を最大限に活用して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
行って道路の機能・役割を最大限に発揮する取組みであ
る。具体には、道路管理者と地域及び道路利用者との協
働により、地域ニーズや特性に合致した道路利用や維持
管理及び道路構造の実現、地域活性化を目指した新たな
道路計画・整備・運用を、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。
本稿では、オホーツク管内の知床地区と紋別地区にお
いて実践している「協働型道路マネジメント」の中から、
冬季の取組みについて紹介する。（図-1）

図-1 取組み実施箇所

2.1. 活動概要
(1) 設立経緯と目的
2005年７月世界自然遺産に登録された“知床”へのア
クセスルートである一般国道334号斜里～ウトロ間にお
いて、地域及び道路利用者と道路管理者が、お互いの役
割と責任を認識し、多様なニーズを的確に反映させた
「使いやすい道路」を目指した道づくりを、平成17年度
から18年度の試行を経て、平成19年度から「知床におけ
る新しいみちのマネジメント（以下、知床協働とい
う。）」を実践している。
(2) 体制の紹介
知床協働は、地域に関係する団体、行政機関、学識経
験者、道路管理者で構成され、基本プランや検討優先テ
ーマを抽出する「路線連絡会議」と具体的な施策に直接
的・間接的に関与するメンバーで構成される「推進グル
ープ」を組織している。学識経験者については北見工業
大学の高橋清教授にご参加頂いている。
(3) プランの紹介
知床協働における「基本プラン」は、「パーキン
グ」、「道路構造安全対策」、「冬期対策」をテーマに
設定し、それぞれで実現したい目標、検討・実現の方向
性を設定している。知床協働では、これまでに様々な取
組みを推進してきたが、本項では冬季に関連する①ヒヤ
リハット情報提供、②ビューポイントパーキング、③雪
かきボランティアについて紹介する。
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2.2. 知床地区における冬季の課題
一般国道334号斜里～ウトロ間においては、「知床連
山」やオホーツク海に沈む「夕日」、沿岸を覆い尽くす
「流氷」などの魅力ある観光資源があるものの、幅員狭
小かつ線形がきつく、特に冬季にはカーブや橋梁区間が
凍結し滑りやすい、流氷をゆっくり楽しめる海側のパー
キングがなく路上駐車が発生し通行に支障、除雪で堆雪
した雪堤が原因で走行時に圧迫感を感じる等、折角の
「流氷」や「海」が堪能できないといった問題が指摘さ
れていた。

d) 取組みの評価
マップと現地仮設看板の連動による危険箇所の情報提
供は、道路利用者からは、「見やすかった」「注意して
運転した」との声が寄せられている。また、レンタカー
会社からは追加配布の依頼が来るなど、多くの方にヒヤ
リハット情報を提供することができた。なお、「ヒヤ
リ・ハッとマップ（見所マップ）」は冬季だけでなく、
春・夏・秋と一年を通じて作成し、配布している。

(2) 冬季の駐車環境を確保するビューポイント駐車場
a) 着目した課題
一般国道334号の斜里町峰浜地区からウトロ地区に通
ずる海岸沿いは、「海に沈む夕日」や「流氷」などの景
2.3. 冬季における地域協働の取組み
観資源を有している。しかし、停まって堪能できる海側
の駐車場がなく、路上駐車の発生や、山側の駐車場に停
(1) 冬季の安全運転を支援するマップと現地仮設看板
車し海側へ横断する観光客などの危険が指摘されていた。
a) 着目した課題
一般国道334号の斜里町峰浜地区から日の出地区間は、 b) 連携協働による検討
推進グループ会議において、「景観の良い場所での駐
狭小幅員の橋梁や急カーブの連続などの問題に加え、冬
車スペースの確保」、「既存の駐車場の活用や新しい駐
季には路面凍結に起因する交通事故発生などの問題を抱
車場の確保」について検討したものの、海側に新たな駐
えており、「冬季の運転に不慣れな道外ドライバーの危
車スペースの確保が困難であった。このため、当面は、
険性が高いこと」が指摘されていた。
既存の山側のスペースを活用すること、そして山側から
b) 連携協働による検討
海側への乱横断を防止する方法として、山側からでも流
道路管理者は、所有する事故発生履歴を提示するとと
氷が見える高台を作るというアイディアが提案された。
もに、警察から事故の危険箇所情報や物損事故履歴を入
c) 取組みの実施
手し、事故危険箇所についての情報を共有した。また、
道路線形改良後の山側の跡地を活用した「ビューポイ
利用頻度の高いウトロ地区住民を対象にした全世帯配布
ントパーキング」と敷地内の雪を利用した「雪山展望
のアンケート調査を行い、道路利用者が不安や危険性を
台」を設置するとともに、立ち寄りを増やすために、広
感じる潜在的な事故危険箇所（ヒヤリ・ハット箇所）を
報や仮設案内板の設置を行った。その後、海側にある民
把握した。
間施設の協力により、海側の駐車場を確保し、継続的な
c) 取組みの実施
観光資源として「雪山展望台」を設置した。現在は、新
把握した実際の事故発生箇所や潜在的な事故危険箇所
たな海側駐車場候補地に隣接する民間敷地において、
を可視化した「ヒヤリ・ハッとマップ」を作成し、道の
「流氷展望ひろば」を設置している（図-3）。
駅やレンタカー会社等で配布することとした。また、
「ヒヤリ・ハッとマップ」だけでは、観光客は魅力を感
じず、手にとってもらえない可能性があることを想定し、
少しでも魅力を高められるよう、地域の方々と協働で考
えた「見所マップ」も合わせて提供することとした。更
には、マップだけでは実際の危険箇所がわからない土地
勘のない観光客のため、協働でデザインを検討した現地
仮設看板を設置するなどの工夫を実践している（図-2）。

図-3 「流氷展望ひろば」案内チラシ

図-2 マップ・仮設看板

d) 取組みの評価
立寄客からは、駐車場に対する満足度は高い。また、
駐車場が無い場合は「路上駐車」をするとの声もあり、
路上駐車削減に有効であるとともに、新たな流氷を眺望
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するポイントとして観光客ならびに旅行会社のニーズに
合致しており、地域の魅力向上に寄与している。
(3) 冬季の流氷景観を提供する雪かきボランティア
a) 現状と問題
冬の知床の魅力を体感できる一般国道334 号の海岸沿
いであるが、防護柵周辺に堆雪する雪堤が原因で、走行
している乗用車の助手席から「流氷」が見えなくなると
いう問題を抱えていた。また、推進グループ会議で、
「冬季の知床のアクセス道路では、流氷や海が見えない
のは魅力減」、「高い雪堤は運転していて圧迫感を感じ
る」という意見が出された。これを契機に、行政・地域
及び道路利用者と道路管理者が、協働でできることを模
索し、解決に向けた取組みを実践することになった。
b) 連携協働による検討
道路管理者からは、防護柵の堆雪を取り除く附帯除雪
を継続的に実施するのはコスト・体制的に困難であるが、
ひと冬１回程度の実施なら可能であること、地域からは、
具体な実施すべき箇所、期間の提案があり、住民だけで
は作業に限界があるものの、降雪直後の固くなっていな
い堆雪であれば実施可能であるという意見が出た。
そして、すぐに実現可能な取組みとして、道路管理者
が附帯除雪により雪堤を一度除去し、その後、地域住
民・団体が堆雪状況を監視し、必要に応じて雪かきを実
施する雪かきボランティアの実施案をまとめ、実験によ
る継続実施の可能性や知見を得ることとした。
c) 取組みの実施
雪かきボランティア」は、、冬季に観光客が多く訪れ
る流氷シーズン（毎年概ね2月初旬～3月中旬）に合わせ、
地域住民・団体が実施可能な区間で、景観を楽しめるよ
うに駐車できるスペースがある箇所を選定し、平成19年
度の実施以降、地域住民・団体が主体となり、継続的に
実施している（図-4）。

図-4 「雪かきボランティア」の実施状況
d) 取組みの評価
観光客・ボランティア参加者・住民らの評価は高く、
地域住民が主体となって継続的に実施することで、地域
の魅力向上や来訪者の満足度向上に結び付き、道路の快
適性も高まり、更には参加者・参加企業の地域貢献の意
識も向上するといった相乗効果が見られている。
平成19年度の本格的な活動以降、年々参加者が増加し
ており、平成28年度には国土交通大臣賞である「手づく
り郷土賞」を受賞、平成31年2月の実施では、地区住民

や地元企業、関係行政合わせ総勢188名が参加し、除雪
後は昼食を食べながら地域住民や地元企業、関係団体等、
全ての方が意見交換可能な懇親会を実施しており、地域
イベントとして認識されている（図-5）。

図-5 「雪かきボランティア」参加者数の推移

3. 紋別地区の地域協働の取組み
3.1. 活動概要
(1) 設立経緯と目的
誰もが安心・安全に暮らせるための道」と「豊かな未
来を育む魅力あるまちづくり」をテーマに掲げ、地域住
民が道路行政に自発的に携わることによる地域の活性化
を目的とし、地域住民と行政が共に考え、共に行動し、
地域課題を解消していく官民協働の活動として平成24年
度に「紋別協働型道路マネジメント（以下、「紋別協
働」という。）」が設立された。
(2) 体制の紹介
紋別協働は、地元団体、学識経験者、行政機関、道路
管理者で構成され、基本プラン策定等の活動全体の方向
性を検討する企画運営委員会と推進プランを実践する推
進グループを組織している。学識経験者については北海
道科学大学の石田眞二教授にご参加頂いている。
(3) プランの紹介
紋別協働では、地域課題の解決に向けた共通認識とし
て基本プランを策定しており、「安心・安全」と「地域
活性化」をテーマに生活、交通、維持管理、景観、観光、
産業の6項目を設定している。
加えて、「基本プラン」に基づくより具体的な活動方
針が「推進プラン」である。紋別協働では、設立以来
様々な推進プランを実施してきたが、本項では冬季に関
連する①砂まき活動、②除雪マナー啓発活動、③防災セ
ミナーについて紹介する。

3.2. 紋別市における冬季の課題
紋別市では、平成元年に鉄道が全線廃線となって以来、
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道路が地域産業や地域住民の生活を支える唯一の交通手
段となっており、特に市街地を横断する一般国道238号
は地域の生命線である。
一方で、近年は二つ玉低気圧による暴風雪被害の甚大
化が問題視されている。紋別市においても猛烈な吹雪に
伴うホワイトアウト現象により交通事故や交通麻痺等の
被害が発生している。このような現状から、道路が唯一
の交通手段である紋別市にとって冬季の交通安全確保に
向けた道路環境整備は非常に大きな課題である。

3.3.冬季における地域協働の取組み
(1) 冬季歩行の安全を確保する砂まき活動
a) 着目した課題
冬季の道路環境における安全性向上は重要な課題であ
るが、その中でも「除雪後の歩道は特に滑りやすく危
険」、「流氷観光など冬季に来紋する雪に不慣れな観光
客の安全確保」などの意見を踏まえ、『冬季における歩
行者の安全確保』に着目した。
b) 連携協働による検討
上記を踏まえ、紋別協働では女性ボランティア団体
「Rosehips」を主体とし、紋別養護学校と連携しながら、
地域と一体となった冬季の歩行の安全確保を目的とした
砂入りペットボトルの作成・配布活動を実施している。
協力団体とも意見交換を行い、PDCAサイクルに基づ
き各作業段階での効率化を図るとともに、地域企業など
との連携も視野に入れながら検討を進めている。
c) 取組みの実施
砂まき活動は紋別協働設立時から活動を開始している。
現在では砂詰め作業や配布活動（図-6）が紋別養護学校
の授業に組み込まれており、砂詰め作業前には砂まき体
験として砂を撒いた板氷の上を実際に歩いてもらうなど、
取組みの重要性を伝える工夫も行っている。
作成した砂入りペットボトルは、観光施設や公共施設、
もんべつ流氷まつり会場などで配布されており、冬季の
歩行の安全確保に役立っている。配布本数は年々増加傾
向にあり、平成30年度実績では約800本の砂入りペット
ボトルを配布している。
そのほか、地域により砂まき活動の取組みを知っても
らうためのポスター作成・展示を行っており、冬道を安
全に通行してもらうための使い方や砂入りペットボトル
の作り方を紹介している。

継続的な取組みによって、本活動は地域に浸透してき
ており、冬季になると砂入りペットボトルを求める声が
掛かるほどである。年々配布本数も増やしており、観光
施設やもんべつ流氷まつり会場でも配布することで観光
客の安全確保にも貢献している。
また、本活動は紋別養護学校の授業に組み込まれてお
り、砂詰め作業・配布活動を通じて地域と接点が生まれ
ることで生徒の社会貢献の場の創出へも繋がっている。
本活動を通して、地元企業や他の教育機関からも取組
みに参加したいとの声が上がっており、今後も地域の輪
を広げながら継続して冬季の安全確保に努めていきたい。
(2) 冬季の道路環境を改善する除雪マナー啓発活動
a) 着目した課題
冬季の道路環境の改善ならびに安全性の向上には『除
雪作業の効率化』も重要な課題となる。意見交換を通じ、
交差点の雪堤による見通しの悪さや間口除雪の水準、道
路管理者間の連携（除雪のタイミング等）などの課題が
挙げられる一方で、路上駐車や道路への雪出しが除雪作
業の妨げになっている現状も確認された。
b) 連携協働による検討
限られた予算の中で効率的・効果的な除雪を行うため
には、除雪作業への理解と協力が必要不可欠であること
から、紋別協働において除雪勉強会を実施し、官民それ
ぞれが感じている課題を共有した。勉強会を通じ、協働
メンバーの除雪に対する理解が深まる一方で、「今まで
知らなかったことも多く、知っているからこそ協力でき
る市民としての役割がある」とのご意見を頂いた。
これらの意見を踏まえ、地域住民の除雪への理解を深
めるため「市民から市民へ伝える」をテーマに除雪マナ
ー啓発活動を進めている。
c) 取組みの実施
除雪マナー啓発活動は平成28年度に実施した除雪勉強
会を契機として活動を開始し、主な取組みとして連携協
働で除雪マナー啓発チラシを作成している。（図-7）表
面には路上駐車や雪出し抑制に加え、安全に関する呼び
かけを記載した。裏面には吹雪を想定した車に積んでお
きたい必需品や砂まき活動のPR、紋別市が実施してい
る除雪アダプト制度について記載した。

図-6 「砂詰め作業や配布活動」の状況
d) 取組みの評価
図-7 「除雪マナー啓発」のチラシ
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作成したチラシについては、地域で行われるフォーラ
ムでの配布や市内各施設での配布を行っており、平成30
年度には市の広報誌に折り込み全戸配布を行った。
d) 取組みの評価
除雪マナー啓発チラシは平成29年度に初版を発行し、
現在は第3版まで発行している。企画運営会議にて地域
と連携し、意見を出し合い工夫しながらチラシの改善を
行っているが、今後はより具体的な効果検証が必要であ
ると考えられる。
現在、各路線の除雪オペレーターを対象に除雪環境の
変化についてアンケート調査を検討している。それらの
結果も踏まえ、より効果的な取組みとして地域に浸透さ
せ、冬季の道路環境の改善を図っていきたい。
(3) 防災意識の向上を図る防災セミナー
a) 着目した課題
紋別市は災害が少ないと言われている一方、近年は暴
風雪による長時間の通行止め（平成25年3月）や大雨の
影響で広域的に避難指示が発令（平成28年8月）される
など災害が増加傾向にある。企画運営会議においても
「紋別市民の防災意識は低いと感じる」とのご意見が挙
げられたことから、紋別協働では増加する災害に対する
備えとして「防災意識の向上」に着目した。
b) 連携協働による検討
紋別市民の防災意識の向上を目指すにあたり、普段一
般市民が防災に関わる機会が少ないことから紋別協働に
おいて防災セミナーを企画し、防災に関わる機会を創出
することとした。
防災セミナーについては、企画運営会議を通じ参加対
象、プログラム、広報・周知等について意見を出し合い、
「防災に興味持ってもらう」、「楽しみながら参加でき
る」ことに重点を置きながら検討を進めている。また、
セミナー実施後には参加者へアンケートを行い、セミナ
ー内容の改善や次回の企画提案の検討を進めている。
c) 取組みの実施
防災セミナーは平成27年度から活動を開始し、これま
でに紋別青年会議所や町内会、紋別市と連携を図りなが
ら３回実施している。（図-8）
第１回の「家族で学ぶ防災セミナー」では、子どもで
も楽しみながら参加できるようビンゴを用いた防災ゲー
ムや家族の防災手帳の作成・配付を行った。
第２回・３回の「災害時のリーダー育成を目的とした
防災セミナー」では、行政からの近年の災害傾向や防災
対策等に関する講演会に加え、Doはぐ（避難所運営ゲ
ーム）やクロスロード（災害対応のジレンマ）などの体
験型セミナーを実施し、地域の防災力向上を図った。
d) 取組みの評価
防災セミナーへの取組みは継続的に実施しており、直
近のセミナーに関するアンケート（n=35）によると、セ
ミナーの有効性については9割以上が有効と回答し、ほ

ぼ全員が次回も参加したいと回答している（うち6割は
内容次第で参加したいと回答）。
今後とも、アンケート結果などを参考により効果的な
防災セミナーを企画し、継続的な防災意識の向上を図り
紋別市における地域防災力の向上に努めたい。

図-8 防災セミナーの様子とチラシ

4. おわりに
地域・道路利用者と道路管理者の協働の取組みにより、
オホーツク管内の冬季における移動環境を支援する取組
みを実践している。
多様なニーズに柔軟に対応するため、地域・道路利用
者と行政が協働で「みち」について考え、限られた予算
の中で知恵を出しながら、地域の魅力・活力を維持・向
上させ、地域に求められる「使いやすい道路」の整備・
運用を継続的に行っている。
道路が抱える問題の発見、創意工夫による道路整備・
運用方策の実現と継続は、コストや所掌範囲に縛られる
道路管理者やコンサルタントのみでは実施できなかった
協働の大きな成果である。この成功には、道路管理者と
地域住民の地域を良くしたいという意識の共有、理解の
深度化、そして主体的な活動の継続が重要であると言え
る。
なお、これからの協働型道路マネジメントは、コスト
面を考慮しつつ多様なニーズを反映させるため、既存ス
トックを極力有効活用するなど、既存道路の利活用に重
点を置くのが望ましいと考える。また、今ある道路の問
題・課題について行政と地域・道路利用者が議論し、地
域にとって真に必要な道路のスペックや道路と沿道が一
帯となった空間の使い方を検討することが最も重要であ
ると考える。
最後に、「知床協働」のメンバーである斜里町日の出
自治会、NPO法人知床斜里町観光協会、斜里青年会議所、
斜里町商工会、斜里バス、斜里第一漁業協同組合、ウト
ロ漁業協同組合、斜里町農業協同組合、東オホーツクシ
ーニックバイウェイ連携会議、まちづくりグループしれ
とこ・ウトロフォーラム21、環境省、斜里町の皆さま、
ならびに「紋別協働」のメンバーである紋別商工会議所、
紋別商工会議所青年部、紋別観光振興公社、紋別青年会
議所、Rosehips（道路を考える女性の会）、オホーツク
のみちと未来を考える会の皆さまに感謝の意を表します。
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