技術資料

道路景観の改善からみえる持続可能な道路管理に関する一考察

－北海道の道路デザインブック・道路景観チェックリストの改訂作業からの知見－
緒方

聡
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泰明
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大幅な拡大が見込めないなか、将来とも持続可能な道

１．はじめに

路整備・管理が求められている。
北海道では雄大な自然や雪景色など他地域にない貴

本稿では、積雪寒冷地の道路景観の改善について「シ

重な景観資源（写真－1）を有し、増加する来道者（図

ーニックバイウェイ北海道」での道路景観改善の取組

－1）が移動中に景観を楽しむ機会が多い。また、「シ

事例と、「北海道の道路デザインブック（案）」
（以下、

ーニックバイウェイ北海道」 など沿道の美しい景観
1)

「デザインブック」と言う。）及び「北海道における道

を地域資源として活用し地域振興や魅力ある観光空間

路景観チェックリスト（案）」
（以下、
「チェックリスト」

づくりも継続して行われ、観光振興の面からも道路景

と言う。）の改訂作業を踏まえ、これからの持続可能

観の向上は昨今の道路事業における地域貢献として極

な道路管理を考察する。

めて重要なテーマとなっている。
一方、人口減少社会の時代を向かえ、道路事業費の

２．積雪寒冷地での道路景観改善の取組事例と技術資
料
２．１

シーニックバイウェイ北海道での事例

「シーニックバイウェイ北海道」は、地域に暮らす
人が主体となり企業や行政と連携して、美しい景観づ
くり、活力ある地域づくり、魅力ある観光空間づくり
を目的に、2005年より開始し、約400団体が16ルート（指
定・候補ルート、2019.11現在）
（図－2）で様々な活動
を行っている1)。本章では、道路景観向上に向け地域
の活動団体と行政などが一体となって道路附属物の影
響評価を行い改善に日々取り組んでいる代表例として
写真－1

地域資源ともなる沿道に広がる魅力的な景観

「釧路湿原・阿寒・摩周シーニックバイウェイ」
（以下、
「釧路SBW」という。）での事例（図－3）を示す。
釧路SBWではルートが認定され2008年に「ルート
景観づくりマスタープラン」を策定したもののフォロ

図－1

来道観光入込客数と新千歳空港での
レンタカー貸出し数

（出展：北海道経済部、提供：新千歳空港ターミナルビルディング株式会社）
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図－2

シーニックバイウェイ北海道 ルート図
（出典：シーニックバイウェイ北海道HP）
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ーアップを行う持続的な仕組がなく、活動団体や地域

しての位置付けである。また、現場技術者が地域特性

住民の高い意識で作った改善計画が進まない課題を抱

を活かし北国の美しい道路づくりを実践するために必

えていた。その課題を解消するために、釧路SBWで

要な考え方や手法について、道路の企画・計画、設計、

は2013年度から「道路景観の改善に向けた道路附属物

施工及び維持管理の全てで参考となる実例を挙げ、実

の影響評価と改善」として以下の3つのポイントで取

践的で具体的な道路景観向上手法を示している。

り組んでいる 。
2)

一方、チェックリスト（図－5）は、デザインブッ

a．
現 地視察による優先度評価：全課題箇所の改善

クの実践編として位置付け、現場技術者が景観への課

は困難なため、釧路SBW、住民、道路管理者で

題や改善のポイントを直感的に理解できるよう写真や

の現地視察を行い、改善の優先度を明確化

イラストを多用している。また、記載項目毎のタイト

b．
目 標の明確化：各関係者の役割と改善実施時期
を明確にした年次計画を作成
c．
持 続的な改善：年度毎に改善状況の現地確認・
評価などのフォローアップを行い、改善活動を
継続

ルを疑問形とし、道路景観の検討に熟練していない現
場技術者でも改善策を見つけやすいよう配慮してい
る。
そのため、チェックリストは現場技術者のみならず
道路景観の向上を目指す地域団体の方々にも使用され

その結果、本取組の6年間（2013年～2018年）で総
計63箇所の道路附属物の改善を完了させている。なか
でも、重複する標識類の撤去などは、標識の分かりや
第１章 本書の活用にあたって
第２章 景観整備の意義
第３章 北海道の景観特性
第４章 北海道デザインコンセプト
第５章 道路デザイン手法
第６章 道路線形
第７章 道路断面
第８章 構造物
第９章 道路附属物および道路占用物等
第１０章 緑化
第１１章 休憩施設
第１２章 事業連携
第１３章 その他の留意事項
－全 188 頁－
資料編
－全 98 頁－

すさの向上や道路景観の改善に加え、点検や更新の費
用が縮減される点は、後述する持続可能な道路管理に
繋がるものがある。次章では、SBW関係者の道路景
観に関する技術力向上や現地視察に活用しているデザ
インブック及びチェックリストについて述べる。
２．２

道路景観向上に資する技術資料

デザインブック（図－4）は、全国を対象とした
「道路デザイン指針（案）」
（国土交通省：2005.7発刊、
2017.10改訂）5)に対して、北海道のローカルルールと
図－4

 海道の道路デザインブック（案）
北
四訂版（2019.3）3)

道路線形編
道路断面編
道路緑化編
道路附属施設編
防護柵、固定式視線誘導柱
防雪柵、植栽、道路標識
照明、シェブロンマーカー
クッションドラム
電柱電線、道路占用物等
維持管理コスト編
その他編
海外事例
－全 82 頁－

▲ SBW,住民,道路管理者での現地視察

▲ 実施状況の検証と改善計画の再検討を年度
毎に行うことで, 5 年間で多くの道路附属物の改善が完了

図－3
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 路景観の改善に向けた道路附属物の影響評価と
道
改善（釧路SBW、北海道開発局提供）2)

図－5

 海道における道路景観チェックリスト（案）
北
改訂版（2019.3）4)
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①維管理段階を考慮した道路景観向上や景観改善箇

好評を得ている。
これらの資料は、道路景観向上のための技術資料と
して、2004年12月に国土交通省北海道開発局内で「北
海道の道路景観整備ブック」として参考配布され、更
に議論を重ね2010年4月に三訂版としてデザインブッ
ク及びチェックリストを発刊（図－6）した。その後、
一定期間が経過し各種技術基準の改訂や社会ニーズ等
を踏まえ、2019年3月のデザインブックとチェックリ
ストの改訂に至っている。

所の優先度の考え方を充実（図－7）
②景観法や景観協定、さらには建築協定や都市計画
法の活用などについて記載
③道路附属施設関係、特に道路標識（色彩、集約）
に関する記載の充実
④景観に大きな影響を与える道路占用物である無電
柱化や屋外広告物に関する記載の充実
⑤
「道の駅」の魅力に大きく貢献する施設レイアウ
トや駐車場設計に配慮する事項の記載（図－8）

２．３

デザインブック改訂の概要

改訂にあたっては、第一に近年の道路景観に関連す

特に道路景観の改善は現場での実践が重要となるこ

る新たな法律・施策等の動向や社会ニーズを踏まえた
内容の充実、及び「道路デザイン指針（案）」をはじ
め前回改訂版発行以後の各種基準改定や知見を反映さ
せた。次に、道路インフラを取り巻く社会環境の変化
や将来を踏まえ、「持続可能性」、「取り組みやすさと
実現性」に、加えて「地域貢献」を新たな柱として改
訂を行った。
デザインブックの改訂箇所は全167箇所（三訂版140
頁→四訂版188頁）となっており、このうち項の新設
や既存の記載内容を大きく見直したのは30箇所となっ
ている。以下に代表的な内容を記す。

図－7 デザインブック3)での解説事例
（維持管理段階における考え方を解説）

図－6

 観行政施策と道路デザインブック・チェックリ
景
ストの位置付け
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図－8 デザインブック3)での解説事例
（自治体からニーズが高い「道の駅」も記載）
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とから、先述した釧路SBWや各種術相談などからの
知見を新設した「維持管理段階における考え方」に大
きく反映させたほか、景観改善に効果的な手法などを
コラム4編（シェブロンマーカー、無電柱化及び屋外
広告物、歩行空間）
（図－9）として新規収録している。

①維 持管理段階を考慮した記載の充実（図－10）、
デザインブックの更新に応じた記載の修正
②道路空間の再配分に関する記述、道路の仮設時や
暫定供用時の景観配慮について記載
③無電柱化、屋外広告物、ビューポイントパーキン
グ6)等について記載

２．４

チェックリスト改訂の概要

チェックリストの改訂は全215箇所（初版74頁→改

３．道路景観の改善からみえる持続可能な道路管理

訂版82頁）となっており、このうち21箇所で項の新設
や既存の記載内容の見直しを行った。以下に代表的な
内容を記す。

３．１

道路管理で求められているもの

国土交通省の道路技術小委員会では、2016年度から
小規模附属物のマネジメントの検討を行い、門型標識
以外の標識及び道路照明を対象とした「小規模附属物
7)
点検要領（2017年3月）」
を発出し、例えば路側式で

は巡視時に車内からの目視、片持ち式では巡視に加え
中間点検と詳細点検が求められている（表－1）。
また、「道路メンテナンス年報（令和元年8月）」8)に
よると全道路の1.9%を占める直轄管理区間23,681km
で約102万施設の小規模附属物を抱えており、国道か
ら市町村道までの総道路延長約122万km（図－11）を
考えると膨大な量の小規模附属物があることが容易に
理解できる。そのため、現在メンテナンスのための予
算に余裕が無いなか、これらの点検や更新コストを縮
減するため、小規模附属物ストックの見直しが強く求
められていくものと考えられる。

表－1

図－9

片持ち式標識の点検区分等（小規模附属物要領7)より作成）

デザインブック4)でのコラムの記載

▲ 全道路の 1.9%を占める一般国道（指定区間）だけで、
約 102 万施設の小規模附属物を抱える 8)

図－11
図－10
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チェックリスト4)での道路標識集約の解説事例

高速自動車国道を除く道路の種別と延長割合

（道路統計年報20189）、道路メンテナンス年報8)を基に筆者らが作成）
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３．２

道路景観向上と道路管理についての考察

道路附属施設物は道路空間に求められる機能を補完
するため、計画・整備されている。しかしながら、附
属物相互の関係性などを考慮した総合的・統合的な設
計がされている事例は少なく、その結果として、景観
への影響の他、機能の効果が十分に発揮されていない
附属物や機能の重複や過剰をもたらしている（写真－
2）事例も少なくない｡ このような、附属物の多さは、
その整備・維持管理・更新にかかるコストの増大をは
じめ（写真－3）
、冬季除雪に対する障害や吹きだまり
の発生要因ともなる。
設置基準等のない補助標識類の中には、過剰な設置

写真－2

多くの道路付属施設が設置された例

多い所では、人力除雪が年間 40 回にも及ぶ！

であったり伝達すべき機能（内容など）が不明瞭なも
のがみられる10)。その結果、施設同士の重複や錯綜、
煩雑などをまねき、景観上の問題のみならず、「見づ
らい／理解しづらい／走行上のストレスになる」など、
道路利用者が快適で安心に走行するうえで負の印象を
生じさせ、また、施設個々が発揮する機能（案内誘導
や注意喚起など）の低下をもたらしていると考えられ
る。

写真－3

F型標識背面の人力除雪作業に伴うコスト増大

一方、小規模附属物設置ではなく区画線をはっきり
と明示することで道路線形が容易に認識されて安全性
が高まるほか、コントラストが効き道路景観が印象的

実際の写真

フォトモンタージュ

（景観向上）に映る（写真－4）
。
これらに関することとして、宗広11)らは北海道郊外
部の実道を対象とし道路附属物の配置と沿道景観との
調和性に関する現地実験とフォトモンタージュによる
室内実験で、道路附属物の設置数を減らすほど景観性
が向上する傾向や、過剰に道路附属物を設置せずとも

写真－4

区画線による景観向上の効果（イメージ）

区画線により一定の安全性及び快適性が確保されるこ
とを確認している。また、佐々木・内山12)は著書で、
「
『よい眺め』のうち『よい』という意味は、人がもの
を見るという生理的・認知的行為の観点からいって、

ている。今後、道路事業費の増加が望めない中、道路
景観向上と維持管理・更新コストの節減を両立させる
ことが持続可能な道路管理に繋がると考える。

無理が無く自然で合理的という意味をいう」としてお
り、道路附属物に頼らず道路構造自体で交通機能を充

４．まとめ

足させることは『自然で合理的』であり『良い眺め』
の一例になると考えられる。

本稿では、「シーニックバイウェイ北海道」で地域

これまで一部の道路技術者には、道路景観の向上と

と行政が一体となって、道路景観向上に向けた活動を

は付加的なもので、景観向上策を実施することはコス

継続して取り組んでいる事例を紹介し、その活動の技

ト増につながると言ったトレードオフの関係にあると

術的支援となるデザインブック及びチェックリストの

もイメージされてきた。しかしながら、これまで述べ

改訂概要を解説した。また、これらの活動事例やデザ

てきたように、附属物を集約や撤去することで道路景

インブック及びチェックリストの改訂作業からの知見

観や走行の安全性を向上させ、更にはコストも節減で

や既往研究などから、道路景観の向上は、維持管理・

きる手法も少なくない。これらは、デザインブックな

更新コストの縮減にもつながることを示した。さら

どを活用して釧路SBWなどで先進的に実践されてき

に、道路景観の向上と維持管理・更新コストの節減の
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両立が、今後の持続可能な道路管理に繋がることを示

http://scenic.ceri.go.jp/pdf_manual/checklist/

した。

checklist201903.pdf (2020.1.10確認)

今回述べた、デザインブック及びチェックリストの

5)

道路のデザインに関する検討委員会：補訂版 道

ほか各種道路景観の向上に資する資料を当チームの

路のデザイン－道路デザイン指針(案)とその解説

HP上 で公開している。今後も、道路景観に関する

－、株式会社大成出版社、2017.11

13)

調査研究を進め、他分野の有益な知見を多く取り込む

6)

国土交通省北海道開発局：ビューポイントパーキ

ことで資料の充実を図り、官民問わず道路技術者以外

ングとは？

も含め道路景観の向上に取り組む方々にとってより有

https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/kn/dou_kei/

益な資料提供に取り組んで行きたい。

ud49g7000000qy4x.html (2020.1.10確認)

これらの技術資料について、北海道のみならず全国

7)

でも広く活用されることを期待する。

国土交通省道路局：小規模附属物点検要領、
2017.3
https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/yobohozen/
tenken/yobo29_3.pdf (2020.1.10確認)

謝辞：本研究の実施にあたり、国土交通省北海道開発
局道路計画課に釧路SBW関係資料のデータ提供など

8)

多大なご協力を頂いた。ここに記して謝意を表す。

国土交通省道路局：道路メンテナンス年報、
2019.8
https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/yobohozen/
yobohozen_maint_h30.html (2020.1.10確認)
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