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「道の駅」摩周温泉では夏季において車中泊車両が増加することで、一般利用者の休憩目的
の駐車が妨げられている。このことから令和元年度、シーニックバイウェイのルート団体が道
路協力団体制度を活用し、「道の駅」の駐車場の一部に有料予約専用スペースを設け、駐車場
利用環境の改善及びその収益を道路の清掃活動に充てる事業を試行した。本報告では事業の内
容及び結果と本試行を踏まえた今後の展開について報告を行う。
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1.

はじめに

｢道の駅｣は、道路利用者への安全で快適な交通環境の
提供と地域振興への寄与を目的とし、｢休憩機能｣、｢情
報発信機能｣、｢地域連携機能｣の3機能の相乗効果から個
性豊かなにぎわいの場を形成する施設であり、1993年の
創設以来、現在では1,160箇所が｢道の駅｣として登録さ
れている。道の駅の登録・案内要綱によると、道の駅と
して必要な施設構成は、①無料で利用できる十分な容量
の駐車場、②清潔なトイレ、③道路及び地域の情報提供
施設、④子育て応援施設(ベビーコーナー、妊婦用屋根
付き駐車スペース)等となっている(図-1)。さらに、駐
車場・トイレ・ベビーコーナー・電話は24時間利用可能
であることが条件になっている。
このような施設を整備している｢道の駅｣は、車中泊を
しやすい環境が整っているともいえ、特に広々として夜
静かな｢道の駅｣は観光シーズンになると、駐車場が車中
泊車両で満杯となる光景が目立つ。一方で、車中泊車が
駐車場に長時間滞在するため、休憩を目的とした一般車
両が道の駅に入れなかったり、一部の車中泊者によるゴ
ミのポイ捨てや、駐車スペースをはみ出しての利用など、
マナーの悪さも見受けられ、｢道の駅｣の課題となってい
る。｢道の駅｣は公共施設であり、宿泊目的の利用はでき
ないが、24時間無料で利用できる休憩施設でもあるので、
交通事故防止のため仮眠をとることは可能となっており、
宿泊と仮眠の判断は利用者に委ねられている。
このような状況から、車中泊に対する統一的な駐車場の
利用ルールが明確でないため、車中泊への対応は各｢道

の駅｣が個別に行っている状況である。
北海道弟子屈町にある道の駅｢摩周温泉｣は観光シーズ
ンに、駐車場が車中泊車両で満杯になる｢道の駅｣であり、
車中泊車による長期滞在が一般車両の休憩を阻害してい
る。今年度、｢摩周温泉｣ではシーニックバイウェイのル
ート団体である「釧路湿原・阿寒・摩周シーニックバイ
ウェイ運営代表者会議」が主体となり、民間駐車場事業
者とも連携し、｢道の駅｣駐車場の一部に｢ゴミの回収｣と
｢電源の使用｣の有料サービスが付与された有料予約専用
スペースを貸し出す事業について試行した。駐車場の利
用ルールを明確化し、駐車場利用者のニーズに応じたサ
ービスを提供することで、駐車場の適正利用を促すもの
である。本論文では、これらの試行結果および今後の展
望について報告を行う。
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※２０１９年から子育て応援施設が追加

図-1 道の駅概要図

2.

道の駅｢摩周温泉｣の現状と課題

（１）道の駅での取組
道の駅｢摩周温泉｣は国道241号、243号、391号といっ
た道東各地へつながる交通の要所および道東観光の中間
地点に立地する条件から道東の広域観光ルートの周遊拠
点となっており、多くの観光客が立ち寄る｢道の駅｣であ
る（図-2）。

図-2 道の駅｢摩周温泉｣の位置図
道の駅｢摩周温泉｣では特に夏期（8月）において車中
泊をされる車両が多く、車中泊車が駐車場に長時間滞在
するため、休憩を目的とした一般車両が｢道の駅｣を利用
できなかったり、一部の車中泊者のマナーの悪さ（ごみ
の放置、トイレでの水くみなど）が課題となっている
(図-3)。これらの課題に対し、｢道の駅｣では従前から車
中泊車にも対応した臨時駐車場を設置し案内したり、マ
ナー啓発ポスターを掲示するなどの対応を行ってきたが、
抜本的な解決には至っていない状況であった。

路湿原・阿寒・摩周シーニックバイウェイ」（以下：釧
路SBW）は釧路湿原、阿寒湖、弟子屈、中標津の４つの
エリアを核に豊かな自然環境や魅力ある観光資源の強み
を生かした地域づくりや観光地づくりを目指し、2006年
から道路美化活動や地域情報の発信、地域活性化に関す
る様々な活動している（図-4）。2014年からは、前述の
とおり道の駅「摩周温泉」において道路管理者と協働で
車中泊の実態調査を実施している。
実態調査の結果、8月の観光シーズンになると駐車場
が飽和状態となり、駐車マス以外のスペースや路上での
駐車も見られ、車中泊者の道内滞在日数は約6割以上が
10泊以上となっており、長期間に渡り連泊されている特
徴が判明した（図-5）。また、実態調査のなかで行った
ヒアリング調査等で下記のような実態も明らかになった。
① 臨時駐車場の利用率が低い。
② 一度駐車スペースから離れてしまうと他の車中泊
車両にスペースをとられてしまうため、必然的に
長時間駐車が常態化。
③ 車中泊者は有料でも｢ゴミの回収｣と｢電源の使用｣
サービスについて利用したいというニーズがある。
以上を踏まえ、｢道の駅｣の駐車場を誰もが快適に利用
できるよう、釧路SBWが主体となり、｢道の駅｣駐車場の
一部を貸し出し、｢ゴミの回収｣と｢電源の使用｣の有料サ
ービスが付与された有料予約専用スペースの運営を2019
年8月に試行した。

図-4 釧路湿原・阿寒・摩周シーニック
バイウェイルートエリア図

図-3 道の駅｢摩周温泉｣における車中泊車で
満車状態の駐車場
（２）シーニックバイウェイによる車中泊調査
シーニックバイウェイとは地域に暮らす人が主体とな
り、企業や行政と手をつなぎ、個性的で活力ある地域づ
くり、景観づくり、魅力ある観光空 間づくりを目指す
取り組みで、2005年よりスタート、2019年12月末現在13
の指定ルート、3つの候補ルートが道内各地で活動をし
ている。シーニックバイウェイのルート団体である「釧
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出典：釧路開発建設部調べ

図-5 車中泊者の道内滞在日数

3.

試行内容

有料予約専用スペース

（1）試行実施主体
釧路SBWが道の駅「摩周温泉」の国道駐車場を使っ
て実施するため、道路協力団体制度を活用し実施した。
予約・決裁方法については、コストや労力の面で当初
難航していたが、民間駐車場事業者であるタイムズ24
株式会社の仕組みを活用することで解決した。ゴミの
回収サービスや電気の使用については道の駅｢摩周温
泉｣と連携協力し実施した。
（2）実施期間
例年、車中泊車が集中するお盆期間を含めた2019年
8月5日（月）より8月19日（月）の2週間とした。
（3）試行内容
試行内容については下記および図-6～8、表-1、写
真-1 に示す。
① 駐車場の利用ルールの明確化
長期滞在の車中泊車両による駐車場の飽和状態を
改善するため、｢道の駅｣駐車場が宿泊目的の施設では
ないことを明確にしたうえで、近接する臨時駐車場へ
誘導する案内看板を設置。
② 駐車場利用者のニーズに応じたサービスを提供
｢道の駅｣の国道駐車場の一部を使い、｢ゴミの回収｣
と｢電源の使用｣の有料サービスが付与された有料予約
専用スペースを設置。｢道の駅｣を自由に出入りするこ
とが可能なため、弟子屈町内の入浴施設や飲食店とい
った地域情報を発信し、車中泊者を弟子屈町内に誘導
する。
なお、道路上での収益活動は認められないが、本
試行では釧路SBWが道路協力団体に指定されているた
め、収益活動が可能となっている。
③ シーニックバイウェイ活動費への充当
得られた収益を道路の清掃活動等のボランティア
活動費用にあてるスキームについて検証する。

臨時駐車場への案内看板

図-7 道の駅「摩周温泉」試行箇所図
表-1 有料予約専用スペース試行の概要
・8月5日（月）～8月19日（月）
・AM10:00～翌10:00
利用料金
・1,500円（台/日）
専用スペースの ・3台分（1台分を予備）
仕様
（L=5.0m、W=3.3m）
専用スペースの ・釧路湿原SBWが運営
運営
・予約受付、決裁、トラブル対応はタイム
ズ24(株)が対応
・ゴミの処分は｢道の駅｣が実施
専用スペースの ・タイムズの予約受付WEBサイトで予約
利用方法
・支払いはクレジットカード

実施期間

図-8 予約受付WEBサイト

写真-1 ゴミの回収と電源の使用のサービス
お金の流れ

サービスの流れ

図-6 有料サービスの運営スキーム
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4. 試行の結果

満車(７０台以上)

本試行と併せて、下記を対象にアンケート・ヒアリン
グ調査を実施した。
① 有料予約専用スペース利用者
② 有料予約専用スペースを利用していない｢道の駅｣
利用者
（1）有料予約専用スペースの利用状況
有料予約専用スペースの利用者は合計で16台であり、
利用率は約6割であった（図-9）。また、予約は当日
または前日までの直前予約が半数を占めており、現地
で有料予約専用スペースの存在を知って当日予約した
利用者もいた。このことから、本試行で用意した2台
分以上のスペースを用意できれば、さらなる利用につ
ながることも想定される。

図-12 ｢道の駅｣の駐車場利用実績
予約制休憩スペースの利用状況

臨時駐車場の利用状況

写真-2 有料予約専用スペース及び臨時駐車場の
利用状況
（3）有料予約専用スペースの評価
ⅰ)有料予約専用スペース利用者へのアンケート結果
料金、予約方法、駐車マスの広さについての問には、
概ね妥当との評価であった(図-13)。
有料予約専用スペースに求める機能としては「自
由な出入り」「ゴミ処理」「電気設備」のいずれの項
図-9 有料予約専用スペースの稼働率
目においても必要との回答が8割以上であった (図14)。また、利用者の9割が再び利用したいとの意向を
(2)駐車場の駐車台数の変化
示し、本試行内容は高い評価を得ていた。
臨時駐車場の日あたりの平均利用台数は2018年と比べ、
有料予約制休憩スペース利用者の内、4割が駐車場
1台から7台へ増加した(図-10)。従前に調査した2015年
を1度以上出入りしたとの回答であった。駐車場を出
と今回の試行期間を比較すると、臨時駐車場の設置効果
入りした利用者の行き先は、全員が食事と入浴であっ
もあり、｢道の駅｣駐車場における車中泊の車両台数は約
た。また、買い物や観光を目的としている利用者もい
１割減少した(図-11)。また、駐車場が満車となる日数
た（図-15）。
は2015年の4日から、今回の試行期間では2日に減少した
(図-12)。
約 1 割減少

図-10 臨時駐車場の
利用実績

図-11 道の駅の駐車
台数の比較

図-13 有料予約専用スペース利用者の評価
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図-14 有料予約専用スペース利用者が
必要とする機能

出入りしな
かった, 6票,
60%

図-17 有料予約専用スペースの設置台数の評価
（4）｢道の駅｣利用のマナー改善効果
有料予約専用スペースでは、設置された有料のゴミ
箱が利用され、マナーが守られていた。
有料予約専用スペース以外では、放置ゴミの量に
大きな変化は見られなかったものの、アンケート結果
では有料によるゴミ回収サービスの利用意向は約6割
と高かった（図-18）。今回、有料予約専用スペース
利用者のみがゴミ回収サービスを利用できる形であっ
たが、利用していない者でもゴミ回収サービスを利用
することで、ゴミのポイ捨てが減少する可能性が示唆
された。また、マナー向上のための当試行については
｢道の駅｣関係者からも期待が高かった。

出入りした,
4票, 40%

出典：釧路開発建設部調べ

図-15 有料予約専用スペース利用者の駐車場の
出入状況と行き先
ⅱ) 有料予約専用スペースを利用していない｢道の駅｣
利用者へのヒアリング結果
有料予約専用スペースの料金に関するアンケー
トを行ったところ、約 5 割が高いとの回答であり、
予約制休憩スペース利用者の回答と異なる結果を
得た(図-16)。
有料予約専用スペースの設置台数については、
５台以上に増設するべきとの意見が多かった（図17）。今回の試行期間に有料予約専用スペースを
利用しなかった車中泊者に対しては、料金につい
ての抵抗があるものの、取組についてのニーズは
あると思われる。

図-18 有料でのゴミ回収サービスの利用意向
（5）本試行の収入及び支出
本試行では有料予約専用スペースを16台が利用した
ことから、24,000円の収入があった。支出は民間駐車
場事業者への委託費のほか、電気代、ゴミ処理費用と
いったランニングコストが16,141円であった。収入か
らランニングコストによる支出を差し引くと収支は
7,859円であった (表-2)。得られた収益については道
路清掃活動を行う際の参加者の交通費（マイクロバス
燃料代）に充当され、当試行は道路協力団体の活動推
進ならびに快適な道路環境の維持活動に寄与するもの
と考えられる。（写真-3）。

図-16 有料予約専用スペースの料金の評価
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有料予約専用スペース利用者が｢道の駅｣を自由に
出入りすることが可能となり、弟子屈町内の飲
食店や入浴施設への誘導につながった。
収支はランニングコストと比較すると、プラス
となったことから、道路清掃等のシーニックバ
イウェイ活動費に充てることが可能であるため、
本試行は道路協力団体の活動推進ならびに快適
な道路環境の維持活動に寄与するものと考えら
れる。

表-2 本試行における収入及び支出
収入
有料予約専用スペース利用料
収入合計
支出（ランニングコスト）
予約システム委託費用
電気量
道路占用料
ごみ処理費用
支出合計
収支

¥24,000
¥24,000
¥9,600
¥2,594
¥547
¥3,400
¥16,141
¥7,859

写真-3 釧路湿原・阿寒・摩周シーニックバイウェイの
道路清掃活動状況と集合写真

5. まとめ

（2）今後の展望は以下のとおり
｢道の駅｣駐車場が車中泊者で飽和状態となってし
まう事に対し、本試行による効果が確認できた
一方で、未だ多くの車中泊車両が｢道の駅｣駐車場
を長時間滞在している状況なことから、臨時駐
車場等への誘導についての周知強化や有料予約
専用スペースの増設などを検討する必要がある。
利用料金の適正価格については、有料予約専用
スペース利用者と今回利用しなかった者で差異
があったため、適正なサービスと料金設定の検
討をすることで、更なる利用増につながる可能
性がある。
今後、｢道の駅｣における有料予約専用スペースを
他の｢道の駅｣へも展開することで、車中泊車両と
一般車両が「道の駅」で共存することが可能と
考える。今回、イニシャルコストについては、
補助金を活用したが、持続可能な収支構造とす
るためには、各駅でそれぞれのビジネスモデル
を検証する必要がある。

（1）本試行においての結果は以下のとおり
駐車場の予約・決裁やトラブル対応など、駐車
場の運営オペレーションがコスト面・労力面で
課題であったが、民間駐車場事業者のタイムズ
２４(株)と連携することで解決できた。
有料予約専用スペースの稼働率は6割であった。
有料予約専用スペースの利用料金について、実
おわりに
際に利用された方からは妥当との意見が多かっ
た。一方で今回利用しなかった方からは高いと
｢道の駅｣は創設から四半世紀がたち、利用者から
の意見であった。
様々な機能を求められているが、本来の｢道の駅｣の役
有料予約専用スペースの設置台数については、5
割である休憩機能、情報発信機能の確保は必須である。
台分以上は設置するべきとの意見が多かった。
本試行は車中泊者の増加により、｢道の駅｣のそもそ
臨時駐車場への案内誘導看板を設置したことで、
もの機能である一般車が休憩できないという課題に対
車中泊車の臨時駐車場の利用率があがり、従前
して、解決方法の方向性を示すとともに、新たなニー
まで車中泊車両で飽和状態となっていた道の駅
ズである｢道の駅｣でも車中泊に対しても適正なルール
駐車場での駐車台数が減った。結果、満車とな
を導入するという趣旨で行ったものである。
る日が過年度の4日から2日に減少した。一般の利
また、シーニックバイウェイのルート団体である
釧路湿原・阿寒・摩周シーニックバイウェイが主体と
用者が｢道の駅｣で休憩できる環境に少しではある
なったからこそ可能となった取組であり、今後の｢道
が改善できた。
の駅｣の課題解決並びに魅力向上の取組については、
放置ゴミの量に大きな変化は見られなかったも
のの、アンケート結果では有料によるゴミ回収
シーニックバイウェイと｢道の駅｣が連携していくこと
が効果的であるとの結果を示したと考える。
サービスの利用意向は約6割と高かったことから、
有料予約専用スペースを利用しない方も含め、
有料のゴミ回収サービスのみを提供することが、
ゴミのポイ捨て問題の解決方法として有効であ
ることが示唆された。
Keitaro Kobayashi, Hiroyuki Nambu, Kouki Oonishi
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