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 一般国道２３２号は「日本海オロロンライン」と親しまれ、サイクリストにとっても全国的

知名度の高い区間である一方、各休憩施設が点在しているため上級者向け区間とも言える。そ

のため、留萌開発建設部ではライト層も視野に入れた自転車走行環境向上事業を地域協働で進

めている。 
本報告では、上記事業の一環で管内道路維持業者の協力の下、社有車に自転車用工具等を搭

載する「サイクリスト・応援カー」の試行的実施内容について報告する。 
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1. はじめに 

一般国道 231 号・232 号は「日本海オロロンライン」

（以下、「オロロンライン」）という愛称で全国のド

ライブ愛好者やサイクリストから親しまれてきた「み

ち」である。海岸線に沿って数十キロも続く道路や集

落ごとで点在する漁村風景、風力発電の風車群を楽し

みながら、荒涼とした日本海の海岸沿いをただ北上す

ること、それが旅の目的となるぐらいの圧倒的景観を

有している「みち」である。 
また、このオロロンラインはドライバーのみならず

サイクリストにも「一度は走ってみたい道」として、

今も昔もサイクリストの憧れの対象となっている（図

1）。 
 

 
図-1 自転車雑誌におけるオロロンラインの記事 

（出典：『サイクルスポーツ』2017年9月号） 

 
 広大な自然景観がこの区間の最大の魅力である一方、

海岸線沿いの国道232号では10キロ先まで道の駅やコン

ビニなどの休憩施設が無いこともあり、さらに内陸部

では休憩施設の数はより乏しくなることから、休憩施

設の少なさという点において中上級者向けの走行区間

でもある。そのため、留萌開発建設部ではビギナーや

走力のないサイクリストであっても楽しむことができ

る自転車走行環境づくりの一環として、サイクリスト

の受入体制の整備を地域協働で進めている。 
 本稿では特に、令和 2年度に試行実施した、管内道路

維持業者が所有する社有車に自転車用工具等を搭載し、

管内の自転車走行環境を支援する取組（オロロンライ

ン・サイクリスト応援プロジェクト サイクリスト・応

援カー）について報告する。 
 

2. 自転車関連の動向について 

(1)   国内・道内における自転車関連施策の動向 
平成 29 年 5 月、自転車の活用による環境負荷の低減、

災害時における交通機能の維持、国民の健康増進等を

図ることなど新たな課題に対応するため、自転車活用

推進法が施行され、平成 30 年 6 月同法に従い、自転車

の活用の推進に関する総合的かつ計画的な推進を図る、

自転車の活用の推進に関して基本となる計画（自転車

活用推進計画）が定められた。 
また、同計画では、今後、世界に誇りうるサイクリン

グルートの国内外へ PR を図るため、ナショナルサイク

ルルートの創設、走行環境や受入体制の整備等が全国
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規模で展開されていくことも計画を推進する上での措

置として位置付けられた。 
北海道開発局においても、平成 29 年度に「北海道の

サイクルツーリズム推進に向けた検討委員会」を設立、 
令和元年8月には同検討委員会での検討を経て、「北海

道のサイクルツーリズム推進方針」が策定された。同

日「北海道サイクルルート連携協議会」が設立され、

官民多様な関係者が連携・協働する場として「ルート

協議会」を構成し、北海道におけるサイクルツーリズ

ムの振興が本格展開されていく土壌が整ってきたとこ

ろである。 
 

3. 管内の自転車環境について 

(1)    管内の自転車利用者について 
平成 29 年夏期に実施した管内道の駅等に立ち寄った

サイクリストを対象としたアンケート調査 1)では、サイ

クリストのほぼ半数は関東圏からの長距離・長期間の

サイクリスト（図 2）で、うち 8 割がはじめての留萌管

内の来訪者であった（図 3）。 
 

 
図-2 回答者の居住地 

 

 
図-3 回答者の留萌管内への来訪頻度 

 
留萌管内を自転車訪問地として選んだ理由（表 1）と

しては、「オロロンラインを走りたかったから」が最

も多く、実際に走った際の良かった場所もオロロンラ

インが最も多く（表 2）、オロロンラインが全国的な知

名度とサイクリストを惹きつける魅力を有しているこ

とが改めて示された。 
 

 

 

表-1 留萌地域を選んだ理由や魅力 
留萌地方を選んだ理由 件数 留萌地方を選んだ理由 件数

 オロロンラインを走りたかったから 22  前回と別ルートとして 1

 目的地の途中 16  キャンプ場がタダなので 1

 海岸沿いを走りたかったから 7  潟が見られるので 1

 景色が良いから 6  黄金岬があるので 1

 走りやすいから 3  日本海の食べ物のため 1

 立地が良いので 2  決められていたので 1

 地元なので 2  なんとなく 1

 プランにあったので 2  不明回答 1

 走ったことがなかったから 1  合計 ※69

※ N=68,複数回答含む合計69件  
表-2 移動ルートの中で良かった場所 

 

 

走行ルートとしては、留萌市を起点として、R232の
海岸沿いを天塩町へ北上する経路が主である。なお、

石狩・増毛―留萌間を通るルートそれほど数は多くな

い。特に増毛―留萌間は、起伏の激しい区間に加え、

トンネルや覆道などが多いためサイクリストからは敬

遠されていると推察する。（図4）。  

 
図-4 管内のサイクリストの移動状況 
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(2)   管内の自転車走行環境について 
管内のサイクリストの走行環境としては、休憩施設

となるコンビニや道の駅などは、留萌近郊や羽幌近郊

では半径 10 キロの範囲で次の休憩施設に立ち寄ること

ができるが、それ以外の町村境部分や内陸部は施設立

地が乏しく、休憩施設の少なさがこの区間における自

転車走行上の不安要素と指摘できる（図 5）。 

 
図-5 休憩施設の空白地帯 

 

4. オロロンライン・サイクリスト応援プロジェ
クトについて 
 

 国内・道内で、サイクルツーリズムの推進が展開さ

れ、留萌管内のサイクル環境について高いポテンシャ

ルのある地域であることが認識されたところであるが、

課題も確認されているところである。 
このようなに状況下により、増毛町～幌延町の9市町

村を活動のエリアとする「みち」をきっかけに、留萌

管内の美しい景観づくり・活力ある地域づくり・魅力

ある観光空間づくりを官民一丸となった任意団体であ

るシーニックバイウェイ北海道「萌える天北オロロン

ルート（平成20年設立）」では、サイクルツーリズムの

振興に関わる取組を進めている。その取組は、「オロ

ロンライン・サイクリスト応援プロジェクト」と総称

され、「オロロンライン」というサイクリストが憧れ

る道を武器にサイクリストの受入環境を整備するプロ

ジェクトとして、令和元年度から展開している。 
この応援プロジェクトは、①ライト層を含めた来訪

サイクリスト層の拡大と来訪者数の増加、②サイクリ

ストによる観光消費の促進、③地域住民の応援精神の

涵養とそこから芽生える「オロロンライン・ファン」

の創出、を活動目的としており、一言で言えば「オロ

ロンラインに来訪したサイクリストを応援する」とい

う主旨である。各種事業の詳細については、次頁表3を
参照いただきたい。 

5. オロロンライン・応援カーについて 

前項にて「オロロンライン・サイクリスト応援プロ

ジェクト」の全体像について触れたが、本項では「オ

ロロンライン・応援カー」について詳述する。 
前述の通り、オロロンラインは広大な自然景観を楽

しめる一方、休憩施設等が散在している路線特性を有

している。そのため、道中の万が一のメカトラブルに

対応する取組として、管内の国道等の道路維持管理用

の道路パトロールカーに自転車用空気入れ・自転車用

工具セットを搭載する管内一円の取組として、「オロ

ロンライン・応援カー」を令和2年5月中旬より試行的に

展開した。 
令和2年シーズンの「オロロンライン・応援カー」の

運用において、以下の実施要項の下、維持ネットワー

ク協議会留萌支部に加入する各社に協力依頼をした。 
 

① 「応援カー」は、各社の社有車を利用する。 
② 道路パトロール中などの公務中は、「応援カ

ー」として活動しない。 
③ 「応援カー」として活動する際は、マグネッ

ト式の統一ポスターを掲示する。 
④ 基本的には、機材の貸出や道案内などに留

め、実際の修理作業などを行う必要はない。 

 
なお、マグネット式の統一ポスター（図6）は、オロ

ロンラインの代表的な景観要素である、夕陽と風車を

モチーフに作成し、このルートの特色を出す工夫を施

している。 

 
図-6 マグネット式の統一ポスター 
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6. 令和2年シーズンの振り返り 

 (1)  オロロンライン・応援カー利用実績 

 「オロロンライン・応援カー」の取組への協力企業

には、シーズン中の利用実績の記録もお願いをしてい

た。利用者実績は7社ともゼロの結果となった。今年度

は新型コロナの影響があり、サイクリストがほとんど

いない状況であったためと思慮される。 

 
(2)  オロロンライン・応援カー模擬訓練 

 利用実績が見受けられず、シーズンオフを間際に迎

えた令和2年10月27日に、協力企業の1社である㈱堀口組

の協力を得て、模擬訓練を行った（図7）。訓練の内容

としては、国道231号上（留萌市内）にて、ロードバイ

クがパンクトラブルに遭ったという場面想定で、車載

工具を用いてパンク修理を行った。修理時間は約20分程 
度であった。 

 

  
図-7 オロロンライン・応援カー模擬訓練 

 

(3)  シーズン終了に伴う意見交換会の開催 

 利用実績はゼロであったが、今シーズンの振り返り

と来シーズンにおける運用について、11 月 9 日協力企

業の現場代理人などと意見交換会を行った（図 8）。 
 

表-3 応援プロジェクト活動実績 

 内 容 取組内容 取組の写真 

令
和
元
年
度 

① サイクリスト・応

援キャンペーンの

検討（キャンペー

ン内容・実施要綱

及びキャンペーン

時に使用する統一

ロゴ作成） 

走行環境・受入環境の向上を目的に、以

下の取組の実施要項を作成。 
 
 オロロンライン・応援カー 
 オロロンライン・サイクルステーショ

ン 

 

② 手ぶらサイクルの

検討（地元バス事

業者との協議） 

管内宿泊施設間で即日手荷物輸送をする

「手ぶらサイクリング」の実現に向け、

地元バス事業者との打合せ 
札幌

増毛 天塩

Day1 Day2 Day3

羽幌

 

令
和
２
年
度 

③ サイクリスト・応

援カーの試行実施 

5月下旬、管内道路維持業者 6社の道路パ

トロールカーに、自転車用空気入れと工

具搭載する試行を実施 

 

④ オロロンライン・

サイクルステーシ

ョンの設置・拡大 

6 月羽幌町内、7 月天塩町内、9 月道の駅

るもいにて、自家製サイクルラックをワ

ークショップ型式にて作成。作成したラ

ックは、管内道の駅・シーニックカフェ

等へ無料配布（配布先を「オロロンライ

ン・サイクルステーション」として指

定）  

⑤ バイクホテルの設

置・拡大 

6月天塩町内宿泊施設にて、室内サイクル

ラックを設置 
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図-8 シーズン終了に伴う意見交換会 

 

その結果を以下に列挙する。 

 

《シーズン中の活動》 

 トラブル対応ではなく、サイクリストに声掛け

を積極的に行っていた。 
⇒国道 239 号は、携帯電波不感地帯や霧立峠も

あり、難所である。また、休憩できる施設は霧

立峠霧立除雪ステーションしかなく、積極的に

声をかけ、応援カーの紹介もし、サイクリスト

の不安軽減に努めた。 
 この取組は業務外の活動ではあるが、道路上で

困っている人を見過ごすことはできないと思

い、日々業務にあたっている。この取組は、自

社の社会貢献活動の一環だと社内では理解して

もらっている。 
 
《来シーズンに向けて》 
 熱中症キットを搭載したいと思う。 
 携帯用AEDを搭載することも検討したい。 
 夏場の除雪 ST（幌糠・大別刈 ST）利用の検討 
 貸出工具については、回収用フラッグや道の駅

で引き渡しなど運用を強化できる。 

 

7. 最後に 

 一般国道２３２号は「オロロンライン」と親しまれ、

ドライバーだけではなく、サイクリストにとっても知

名度の高い区間である。しかしながら、休憩施設が点

在するなどの自転車走行環境上の課題を有している区

間でもある。そこで、留萌開発建設部ではライト層も

視野に入れた自転車走行環境向上事業を地域協働で進

めている。 
本稿では特に、道路維持業者の社有車に自転車用工

具等を搭載する「サイクリスト・応援カー」の試行的

実施内容を中心に報告した。令和 2年シーズンにおける

実際の利用者数はゼロではあったが、各社サイクリス

トに声掛け活動を行っているなど工夫が見受けられた

のみではなく、来シーズンに向けたバージョンアップ

のアイデアも生まれ、ひとつでも多くの取組を展開し

ていきたいと考える。 
ここで、「サイクリスト・応援カー」の潜在的な価

値を考察すると、地方部における休憩施設やサイクル

ステーションの点在を補完すること以外の価値も見え

てきた。協力企業との意見交換会では本取組は業務外

の活動でありながらも、道路を維持管理する使命の下

の社会貢献活動として各社公益性を自認していること

が確認できた。このように「サイクリスト・応援カ

ー」の取組は、サイクリストにとってはより快適な自

転車走行空間を享受できる取組、道路維持業者にとっ

ては道路利用者へ安全安心な道路を提供できる取組、

道路行政や地域とっては、道路利用により地域振興に

つながる取組といった「三方良し」の構図を創出でき

る取組へと展開できる可能性を示している（図 9）。 
 

 
図-9 「オロロンライン・応援カー」で生まれる三方良し 

 
今後は、サイクリストのみならず、協力企業におい

ても便益のある取組へと成長していくことが本取組の

持続可能性の鍵だと考える。 
また、本取組はすでに横展開の兆しもあり、（一

社）釧路市建設業協会並びに釧路湿原・阿寒・摩周シ

ーニックバイウェイでも採用され、令和 3年夏期から本

格運用の見込みである。今後、道北と道東で情報交換

をしながら、よりよい運用方法を見出していきたい。

「サイクリスト・応援カー」という取組が、今後「三

方良し」の便益のある活動に成長できるように、開発

建設部としても積極的な後方支援・側面支援を重ねて

いきたいと考える。 
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