
「美しい国づくり政策大綱」に基づく道路整備に関する報告 

－北海道における景観に配慮した道路整備－ 

 

本局建設部道路計画課 

本局建設部道路建設課 

本局建設部道路維持課 

札幌開発建設部 

小樽開発建設部 

旭川開発建設部 

室蘭開発建設部 

 

まえがき 

 近年、これまでの国土づくりが経済性や効率性、機能性を重視したために美しさへ

の配慮に欠いた雑然とした景観に対する国民の関心や、美しい景観に対するニーズが

高まっている。このような背景の中、国土を国民一人一人の資産として、我が国の美

しい自然との調和を図りつつ整備し、次の世代に引き継ぐという理念の下、国土交通

省において「美しい国づくり政策大綱」（平成１５年７月）（以下、政策大綱）がまと

められた。 

 北海道は、広大な大地と雄大な自然、美しい農村風景など、優れた景観を有してお

り、それらは、それ自体が観光資源となり、多くの観光客を集めている。美しい景観

の保全や、美しい景観形成に向けたまちづくりやみちづくりなどの取り組みは、長び

く不況の折り、北海道観光の活性化に資するものとして期待が高まっており、北海道

開発局においても、それらの取り組みについて積極的に推進してきたところである。 

 本稿は、政策大綱に基づく美しい景観形成に向けた、北海道開発局における道路を

通じた取り組みや検討状況について報告する。また、制度設計や指針の整備、実験的

な取り組みなど、さまざまな施策の展開に向けた今後の方針について報告するもので

ある。 

 

１． 北海道における美しい景観形成の基本的な考え方 

１．１ 政策大綱における美しい国づくりのための取り組みの基本的考え方 

 政策大綱における取り組みの基本姿勢は、歴史、文化、風土など地域の特性に根ざ

し、自然と人の営みの調和の下で地域の個性ある美しさを重視することが重要である

とする「地域の個性重視」、景観・風景は長時間にわたって行政、国民個々人、企業等

の様々な主体の役割分担と協働により形成されるものであり、計画、組織、制度など

のシステムの確立が重要であるとする「持続的な取り組み」など、６つの視点でまと

められている（表－１）。また、地域ごとの状況に応じた取り組みの考え方や各主体の

役割と連携の重要性、それら取り組みの前提となる条件整備が重要としている。 

 このように美しい国づくり、美しい景観形成に向けての取り組みは、その地域にお

いて、明確な役割分担のもと、行政や企業、地域住民などの様々な主体の連携、協働



体制が整うことが重要である。

これらを踏まえ、北海道開発

局では、北海道の国道を「地

域の自然・歴史・文化」と調

和を図りつつ整備し、次世代

に引き継ぐために、道路本体

及び道路の沿道景観整備につ

いて、実践的に規定するとと

もに、その整備理念と具体例

を解説する「道路景観整備ブ

ック（仮称）」（以下、道路景

観ブック）の検討や、美しく

個性的な北海道づくりを目指

すことを基本理念とした「北

海道におけるシーニックバイ

ウェイ制度」導入の検討を行

っている。いずれも、北海道

が持つ個性や魅力を存分に発

揮できるように、道路景観整

備手法や、各主体が積極的に

美しい景観形成に向け取り組

める手法について、試行的な取り組みを通じ検討しているところである。 

 

１．２ 道路景観整備の考え方について 

１）背景  
道路景観整備において北海道開発局では、これまでにも橋梁に関する景観検討や国

定公園等における景観整備などを行ってきた。しかし、平成１５年７月、国土交通省

においてまとめられた政策大綱、及び「北海道におけるシーニックバイウェイ制度」

を契機として、今後は、路線全体あるいは面的な広がりを考慮した景観整備を行って

いくことが望まれている。 

 
２）目的  

道路景観ブックは、北海道の国道を政策大綱に謳う水準に到達させることを目標と

するとともに、路線全体の道路景観整備を行っていくに当たり、組織としての統一的

な方針を示すものである。図―１は体系的なイメージを表している。 

景観整備は地域ごとの個別性も強く、道路景観ブックは要領などのようにその対応

を強要するものではないが、道路整備に関わる技術者が事業執行の各段階で活用する

ものとして、道路景観整備における基本的理念と実践的な参考的事例を紹介するもの

である。 

（１）  取り組みの基本姿勢  

  ○地域の個性重視  

  ○美しさの内部目的化  

  ○良好な景観を守るための先行的、明示的な措置  

○持続的な取り組み  

○市場機能の積極的な活用  

○良質なものを長く使う姿勢と環境整備  

（２）  地域ごとの状況に応じた取り組みの考え方  

  ○美しさに関するコンセンサスの状況に応じた施策展開

（３）  各主体の役割と連携  

  ○住民、ＮＰＯの参画と主体的取り組み  

  ○地方公共団体、特に市町村の重要な役割  

  ○国の役割  

  ○企業の市場における役割  

  ○専門家の活用  

  ○施策連携、機関連携、協調  

（４）  各主体の取り組みの前提となる条件整備  

  ○人材育成  

  ○情報提供等  

  ○技術開発  

表－１  美しい国づくりのための取り組みの基本的考え方



 

 

 

 

 

 

 

 

３）概要  
道路景観ブックは大きく分けて、総説とデザインガイドラインで構成する。総説

では主に道路景観整備における基本的理念として、「景観整備の意義」や「地域と道

路の性格に見合った景観整備水準の考え方」などについて解説する。 

一方デザインガイドラインでは道路事業の流れにあわせ、路線計画、予備設計、詳

細設計、施工、維持管理の各段階毎に景観整備におけるポイントを中心に解説すると

ともに、構造物、道路付属物など道路を構成する施設毎に景観整備に当たって考慮

すべきことを良好な参考事例を交えながら紹介する。 

 

４）デザインガイドラインの一事例 

 デザインガイドラインでは、文章を解りやすく簡潔に書き込み、図や写真等を多く

盛り込むことにより視覚的に訴え、より感覚的にとらえる事により景観の理解を高め

ることに主眼を置いている。以下に道路標識の事例を示す。 

 道路標識は道路交通の安全と円滑を確保するために、道路利用者に種々（案内、警

戒、規制、指示等）の情報を提供する重要な施設である。機能は十分に視認性を確保

する必要性があるため、道路景観の中でも必然的に目立つ要素となっており、道路景

観阻害の大きな要因とも成りうる。本項目では、「視認性」と「良好な道路景観」は両

立可能なものと捉え、両者を高次で満足する道路標識の在り方をしめす。 

 

４）－１ 識設置における問題点 

写真－２  標識背面形状の問題点  
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写真－１  標識設置位置に関する問題点  
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図－１  イメージ図



写真－１は様々な道路標識が雑然と乱立しているため、注視点が定まらず、視認性

が劣っている事例である。写真－２は、標識支柱の背面が煩雑な形状有しているため、

道路景観の質を低下させており、また、標識支柱構造自体が、無骨であるため改良の

余地がある事例である。 

 

４）－２ 標識の集約化 

写真－３は道路照明や信号柱に標識類を共架することにより、支柱の本数が削減で

きるために、景観的に高い効果が得られる事例である。特に交差点付近には様々な道

路付属物が必要となるため、それらを集約化することを念頭に置き、関係機関との協

議を行うことが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）－３標識背面のデザインと新型デザインの導入 

標準的に使用されている標識支柱は、パネル、支柱、横梁の３つの主要構成要素が

構造および製作面で合理的に組み合わされている。このため、補強リブや継手部、突

起などの要因により、デザインの観点からは洗練されているとは言い難い。写真－４

および写真－５は、標識背面側にシンプルな地域情報を記載した標識を設置したり、

新しいデザインの標識支柱を設置することにより、景観的に配慮した事例である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写 真 － ３  道 路 照 明 や 信 号 柱 に 標 識 類 を 共 架 す る 事

写真－４  標識背面にシンプルな地域情報

を記載した標識を設置した事例
写真－５  新しいデザインの標識支柱の事例  



５）まとめ  
道路景観ブックが道路整備に関わる技術者に大いに活用され、北海道の雄大な自然

と調和した道路景観整備がなされることを期待するものである。 

なお、本項目は道路景観整備について、組織としての基本方針を体系的に初めて

とりまとめたものであり、今後は道路景観ブックを利用される皆様からの意見を反

映し、内容のより一層の充実を図っていくこととする。 

 

１．３ シーニックバイウェイ北海道について 

１）導入の背景 

 北海道は、雄大な自然環境を活かした観光資源を有し、毎年 600 万人以上の道外観

光客が訪れている。これまでの調査から、北海道を訪れる観光客の旅行目的は、景観

や温泉・保養、ドライブが高いことが把握されており、特に、道外客の 7 割以上が北

海道の景観に期待をもって訪れている（図－２）。近年の観光客は、観光形態を団体ツ

アーから小グループ旅行に替え、その交通手段は大型観光バスから自家用車へと変わ

り、「ドライブ」そのものが観光目的とし

て高い位置付けにあることがわかってき

た。 

 このため、国土交通省においては、平

成１４年度重点施策として、沿道景観を

保全する総合的な施策を展開する米国シ

ーニックバイウェイ制度を参考とし、北

海道独自のドライブ観光の創出・振興、

美しい沿道景観などの観光資源の保全・

活用、観光産業の活性化を図ることを目

的として、シーニックバイウェイ制度導入に向けた課題の整理、その対策、評価手法

の検討をすることとした。  

 

２）米国シーニックバイウェイプログラム 

 シーニックバイウェイプログラムは、

１９８９年に米国連邦議会で承認され

たシーニックバイウェイ法による国家

プロジェクトとして創設され、その後

ガイドライン及び指定基準の策定、経

済効果の研究が行われてきた。そして、

陸上交通効率化法 (ISTEA)により設置

されたシーニックバイウェイ国家諮問

委員会が１９９１年にまとめた報告書

に基づき指定、登録が行われている。

このプログラムでは、地域独自のスト
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All American Roads(28)
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図－３  ｵｰﾙｱﾒﾘｶﾝﾛｰﾄﾞと ﾅｼｮﾅﾙｼｰﾆｯｸﾊﾞｲｳｪｲの指定

出典： http://www.byways.org/ 

図 -２  北海道内における旅行目的  
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ーリーや国家的財産と考えられる場所や建築物等が存在する道路沿線での景観性、歴

史性、自然性、文化性、レクリェーション性、考古学性の６つの固有特性についてそ

の保全と活用する制度である。 

 現在登録されているシーニックバイウェイは、連邦政府が指定した２８のオールア

メリカンロードと７０のナショナルシーニックバイウェイがあり、この他、州や自治

体が独自に指定しているものが相当数ある（図－３）。米国シーニックバイウェイプロ

グラムは、以下の点がプログラム推進の代表的なポイントである。 

①多様なＮＰＯやバックアップ組織の存在 

 景観、環境の保全・教育活動を行っているＮＰＯなど民間組織がシーニックバイウ

ェイの中心的役割を担い、本プログラムを強力にバックアップしている。 

②地域の自主性の重視 

 連邦政府は登録、補助金の交付等の支援を行うことのみであり、本プログラムが地

域独自の展開により進められていることが地域色豊かなバイウェイを実現している。 

③景観、環境の保全手法 

 優れたシーニックバイウェイでは、広範囲な景観や環境を保全するため、森林や湖

沼、構造物、建築物等を総合的にデザインする設計者や政府組織が参画し、統一的な

対応が行われている。 

 

３）北海道におけるシーニックバイウェイ制度導入の検討状況 

 北海道開発局では、美しく個性的な北海道づくりを目的に、ＮＰＯなどの住民活動

団体と協力しながら、地域、自治体、国が一体となって、道路や沿道景観の向上によ

る美しいツーリング環境づくりや、地域資源の保全と活用による個性的な地域環境づ

くりを目指し、北海道におけるシーニックバイウェイ制度の導入及び展開に向け検討

を始めた。 

 平成１５年２月１７日、「北海道にお

けるシーニックバイウェイ制度導入モ

デル検討委員会」（委員長：石田東生筑

波大学社会工学系教授）をたち上げ、

米国シーニックバイウェイプログラム

を参考にしつつ、導入モデルを検討す

ることとした。これまでに４回の委員

会が開催され、北海道におけるシーニ

ックバイウェイ制度を試行的に検討す

る２つのモデルルート（千歳～ニセコ

ルート、旭川～占冠ルート）の選定（図

－４）、モデルルートにおける活動団体

の公募、さらにその活動団体の認定を

行った（全３２団体）。平成１５年度は、

認定された活動団体によるモデルルー 図－４  モデルルート位置図  



トにおける沿道景観、地域資源の保全、整備や行政による道路事業を中心とした沿道

景観改善への様々な取り組みが行われた。 

 

４）まとめ 

このような取り組みを通して、運営主体となる地域住民や企業と国、地方自治体な

ど行政との新たなパートナーシップを確立し、美しく優れた景観の保全と創造をする

ことによって、多くの海外の人々にも美しい日本を体験して頂き、さらに、国民が誇

りを持てる美しい日本の形成につながることを期待している。 

 

２． 北海道開発局の事例 

２．１ シーニックバイウェイ北海道における地域住民との連携による事業の推進

～旭川開発建設部“花人街道”ルートにおける事例～ 

１）モデルルートの概要とこれまでの取り組み 

 本報では、「シーニックバイウェイ北海道」のモデルルートの一つである国道２３７

号を中心とした旭川～美瑛～富良野～占冠（花人街道）ルート（以下「花人街道ルー

ト」）における地域の具体的な活動事例等について紹介する。 

国道２３７号沿線は、丘陵地に広がる美瑛の

農村景観や富良野地区のラベンダーに代表され

る花畑のほか、遠景には国立公園である大雪山

系や夕張山地のダイナミックな山岳景観を望み、

多くの観光・景勝地が点在している全国的にも

屈指の知名度を誇る観光地である（写真－６）。 

 また、この地域では平成９年に沿線の国や道、

市町村などの行政機関を中心に構成された「花

人街道 237 景観形成推進協議会」が設立され、

地域特性を生かした広域景観の形成に向けた計画を策定し、統一デザイン標識の設置、

駐車場や公園整備、観光客に分かり易い案内標識の設置・改善のほか、景観ガイドマ

ップの作成等に取り組んできたところである。 

 このような背景のもと、平成１５年度からは「シーニックバイウェイ北海道」にお

いて、景観に配慮した道路整備等による地域の魅力向上や地域ブランドの形成に向け、

地元の活動団体と行政機関の連携による各種の活動が始まった。 

 

２）活動団体と行政機関の連携 

２）－１ 活動団体の概要  

 花人街道ルートにおける活動団体については、平成１５年７月に１３団体（ＮＰＯ

法人を含む）が認定を受けている。活動内容は、花や樹木による沿道景観の形成・向

上、自然資源や生物の保全・保護、情報発信をテーマにした活動、馬のある原風景づ

くりや体験型観光メニューをテーマにした活動など多岐にわたっている。活動団体の

概要を表－２に示す。 

 

写真－６  国道２３７号の花畑景観



 

 

※新規は、本制度への参加に伴って設立された団体。  

 

２）－２ ワークショップ（以下「ＷＳ」）の概要 

「シーニックバイウェイ北海道」では、各活

動団体の連携を目的とし、これまでに２回のＷ

Ｓが開催されており（平成 15 年 12 月現在）、こ

のＷＳを継続することにより、ルートストーリ

ーの検討、各団体の活動計画等の情報交換等を

行っている。（写真－７） 

このうち、第１回のＷＳでは、各団体の紹介、

ルートにおける取り組み意識の共有化が図られ、

第２回では活動テーマ毎に分科会が設置されて

いる。 

 

２）－３ 分科会による活動 

 現在の具体的な活動は分科会を中心に行っており、概要は次のとおりである。 

景観分科会：沿道景観の保全や改善に関する調査検討や景観改善事業等（３団体参加） 

主な活動としては、屋外広告物の撤去・集約、夜間や冬期の景観の調査、歴史的建

造物の保全・活用、景観に対する地域への啓蒙及び子供等への環境教育、地域住民や

旅行者等への景観意識調査等の検討である。 

種  別  団体数 既存 新規※ 計画されている主な活動分野 

ＮＰＯ法人 

（観光、環境、

福祉、乗馬） 

４  ４  －  ・  道路沿線の自然環境及び景観保全・改善

・ 乗馬施設との連携による原風景づくり 

・  体験型観光メニューの検討 

・  ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝによる利用者サービス等

観光協会・商工

会 

（観光、商工） 

３  ２  １  ・  花や樹木等による景観づくり 

・  観光エリアを中心とした清掃活動 

・  集客キャンペーン等の実施 

・  特産品の販売 

民間企業 

（観光、情報） 

２  ２  －  ・  花や樹木等による景観づくり 

・  特産品の魅力向上 

・  ＨＰやマップ等による情報発信 

任意団体 

（花、観光、 

環境） 

４  ２  ２  ・  花や樹木による景観づくり 

・  自然及び景観の保全・再生 

・  自然生物の生息保護 

  計  １３  １０ ３   

表－２  花人街道ルートにおける活動団体の概要

写真－７  ワークショップによる検討の様子



 

花分科会：花や樹木による沿道景観の改善、及び創出等（６団体参加） 

主な活動内容としては、ルート上の植栽景観の調査、ボランティアサポート制度を

利用した沿道緑化、ローコストな花の栽培による活動資金づくり等の検討である。 

情報分科会：ホームページやマップによる情報発信等（５団体参加） 

主な活動としては、テーマ別のルートマップのホームページによる情報発信（花情

報、路線の景観情報、体験観光情報、休憩・サービス施設等の情報、道路気象情報、

思い出に残る景観の６種のマップ）の検討である。 

体験・観光分科会：体験型観光メニューの創出

や観光ボランティアの育成等（３団体参加） 

主な活動としては、新しい体験型観光メニュ

ーの提案、冬期アクティビティーの提案、体験

観光ポイントを巡るシーニックバスツアーの試

行、観光ボランティアの育成等の検討であり、

このうちシーニックバスについては、平成１５

年１２月に第１回目のモニタリングツアーを実

施し（写真－８）、冬期の沿道景観の視察や屋外

アクティビティーの体験等を通じ、本格運用に

向けた検討に着手している。 

ユニバーサル分科会：身障者や色覚障害者等にも利用しやすい観光環境の創出等（１

団体参加） 

主な活動内容としては、身体障害者等にも利用可能な車椅子用トイレや人工透析等

の医療サービスが受けられる施設等を網羅したユニバーサルマップづくりのほか、色

弱者に配慮した道路標識やサイン、観光関連ホームページ等の表示色の改善等を検討

している。また、他の分科会の活動に対し、ユニバーサルデザインの視点から助言を

行う予定である。 

 

２）－４ 行政とリソースセンターの役割 

 「シーニックバイウェイ北海道」では、地域の方々の活動を主体として、行政が側

面から支援する仕組みを目指しているが、各活動団体と行政をつなぐ役割としてリソ

ース (支援 )センターを設置し、活動団体に対するきめ細かなサポート体制を試行して

いる。  
 このリソースセンターでは、活動団体の活動計画書作成に関する助言やＷＳの開催、

各分科会における助言等の役割を担っており、また、行政は社会資本整備を行う立場

として道路施設の設置・改善、ホームページやテレビ・ラジオ・雑誌等による広報・

プロモーションの実施のほか、分科会においては、行政の立場から各種の活動に対す

る助言等を行っている。  
 
 

写真－８  シーニックバス車内  



３）これまでの活動における成果と課題 

３）－１ これまでの成果 

○ 景観意識の向上～地域主導による勉強会の開催や活動団体による景観改善の自主

的な取り組み等により、地域住民、及び当局ほか行政関係者の景観に対する意識

が向上した。 

○ 地域の自主的な取り組みの活発化～活動団体の主導による資源調査や活動計画の

策定等の機会を通じ、活動団体及び自治体等の自主的な取り組みが活発になった。 

○ コミュニケーションの増加～ＷＳや分科会を通じて道路管理者と地域住民等との

コミュニケーションの機会が増加したことにより、地域と行政の相互の信頼関係

や協力関係の基盤ができた。また、「シーニックバイウェイ北海道」に対するマス

コミ関係者の理解が深まり、報道の機会が増加した。 

 

３）－２ 今後に向けての課題 

○ ルートストーリーの構築と継続的な活動のための資金調達～各々の活動団体で独

自の趣向や思い入れがあり、ルート全体のストーリーがまとまりくい。また、地

域の活動に対する補助制度等の基盤が、先進事例を持つ米国とは大きく異なるこ

とから、継続的な活動を行う上での団体の運営資金等の調達が課題となっている。 

○ 各組織内・外部における連携強化～当局内部の関係課所における情報共有等、関

係者間の連携強化は勿論のこと、道路管理者だけではなく、観光、農業、環境等

の分野における道・支庁、及び自治体等の担当部署との連携強化も重要である。 

○ 組織の役割分担及び人材育成～これまでのハード整備を中心とした事業とは大き

く性質が異なるため、活動団体への対応や制度の推進に関し、当局組織内におけ

る効果的な役割分担や意識の向上等が必要と考えている。また、地域との円滑な

コミュニケーション活動や景観といった分野において、行政や地域住民団体の人

材育成が継続的に必要である。 

 

４）まとめ 

 「シーニックバイウェイ北海道」は、官と民の協働による美しく快適なツーリング

環境の整備により地域の魅力向上、地域ブランドの形成、地域の観光の活性化等に寄

与することを目指している。本報で紹介した活動が今後さらに活発化していき、花人

街道ルートの沿線地域をはじめ、各々の地域が益々魅力的な観光環境を築き上げ、さ

らにこれらの活動が全道へと展開されることにより、美しい北海道づくりに繋がって

いくことを期待する。 

 

２．２ 道路の沿道景観に対する「景観の通信簿づくり（現道診断）」の試行的取り

組み ～室蘭開発建設部の事例～ 

１）はじめに 

豊かな自然や広大な大地、歴史や文化、暮らしに根ざした風景と街並みは北海道の

魅力ある景観資源を形成し、観光振興にも大きく貢献している。一方、現状の道路景



観を形成する要素は多数存在し、沿道景観として美しさへの配慮が十分でなかった部

分も見受けられる。このため、北海道開発局室蘭開発建設部では、より美しい沿道景

観の形成に向け、景観を形成する関係者や地域の方々と一体となり、道路の沿道景観

について「景観の通信簿づくり」を試行的に実施した。 

 

２）診断方法について 

診断方法は、事前に撮影した評価対象区間の道路景観のビデオと景観診断シート（通

信簿）の写真を参考にしながら景観診断シートに評価を記入するものである。その後、

フリーディスカッションを行い、沿道景観について気づいた点、良いものと良くない

もの等について意見交換を行った。評価の方法は全体の印象や、道路本体（舗装、歩

道）、道路付属物（防護柵類、標識類、電柱、街灯）、氷雪施設（視線誘導柱、砂箱）、

道路植裁（樹木、草花）、沿道建築（商業建築、倉庫）、広告看板（看板類、のぼり旗）

などの景観構成要素について、「非常に良い」、「概ね良い」、「良くも悪くもない（普通）」、

「やや良くない（少し残念）」、「非常に悪い（とても残念な景観）」の５段階評価を行

い、さらに、①評価結果に対しこれから対応すべきだと思われること、②ここの景観

で も大切にすべき対象、③地域の独自性・個性を踏まえ沿道で配慮すべきこと、④

その他気づいた点などについては、コメントを記入する方法とした。 

 

３）現道診断の実施概要 

３）－１ 一般国道４５３号壮瞥町（平成１５年９月２９日実施） 

現在、北海道開発局では、道路の沿道景観を

保全し、北海道独自のツーリング観光の創出、

振興等を目指し「シーニックバイウェイ北海道」

制度を試行的に導入している。制度の検討にあ

たり、平成１５年度は道内で２つのモデルルー

トが指定され、一般国道４５３号壮瞥町の約２．

４ｋｍはそのモデルルートのひとつ「千歳～ニ

セコルート」に含まれている。ここはシーニッ

クバイウェイ北海道の活動団体「そうべつくだ

もの村」の活動エリアで、景観に対し非常に関心が高い区間である。現地は北海道で

も有数の観光地、昭和新山と有珠山の麓にある果樹園地域で洞爺湖方面への玄関口の

ひとつとなっており、景観診断にはふさわしい場所であると判断した。また、当診断

区間は、果樹園地域と市街地域の二つに分かれており、バラエティーに富んだ景観で

構成されている。 

 道路景観診断は「壮瞥町観光協会」、「洞爺湖温泉観光協会」、「そうべつくだもの村」

などのシーニックバイウェイ北海道モデルルートの活動団体のほか、自治体関係者を

含め２５名が参加して行われた。この区間の参加団体の多くが果樹園関係者であり、

収穫作業のピークを迎えており、日中は現道を歩く時間が確保できないため、景観診

断はビデオにより評価を行うこととした（写真－９）。 

写真－９  ＶＴＲ診断の様子  



３）－２ 一般国道３６号登別市（平成１５年１０月１５日実施） 

 登別市は日本有数の温泉街「登別温泉」を抱

え、年間４００万人を超える観光客が訪れてい

る。また、温泉だけでなく登別マリンパーク、

登別伊達時代村、のぼりべつクマ牧場の３大テ

ーマパークを中心としたレジャーゾーンが形成

されており、国際観光都市として人気を集めて

いる。その中で、登別マリンパークに面してお

り、ＪＲ登別駅と登別温泉を結ぶ道道洞爺登別

線と交差する一般国道３６号の約２．０ｋｍを

選定した。 

当地区については、「登別まちづくり促進期成会」、「登別地区連合町内会」、「緑化推

進協議会」の地域活動団体をはじめ、「登別マリンパーク」の他、自治体関係者を含め

２１名が参加した。 

当日は、参加者全員の協力で対象区間をバスで移動し、評価箇所ではバスから下車

し実際に歩道上から現地を確認して、評価シートに記入した（写真－１０）。 

 

４）診断結果について 

良い評価が得られた断面は、いずれも開放的

な道路景観が形成されており、沿道の花壇、植

裁や遠景の自然や山並みが活かされていた。し

かし、良くない評価を得た断面は、電柱、電線、

ガードレールや看板、標識などが多く存在して

いる箇所であった。 

一般国道４５３号壮瞥町は、参加者の多くが

何らかの形で観光に関係しているため、昭和新

山、有珠山、果樹園などの景観資源を大切にし

たいという共通の認識が特に強く、電柱、電線

や看板、標識などの集約化を求める意見が多く

出された。特に果樹園地域は図－５の評価とな

った。市街地では、デザイン照明と平板ブロッ

ク舗装を施工しているため、街灯と歩道路面に

ついて他の要素より良いとする評価が多く、非

常に良いとする意見もわずかだが見られた。 

一般国道３６号登別市はトンネルを抜けた後のマリンパーク付近のパノラマ景観を、

大切にすべき対象としていることが調査結果で判明し、既設の植樹帯の植樹について

多くの意見が出された。また、「まちづくり促進期成会」からは花を種から育てる活動

が報告され、沿道の植裁への利用についての意見が出された。 

 

写真－１０  現地診断の様子  

図－５  現道診断の結果  



５）まとめ 

道路本体、道路付属物（防護柵類・標識類・視線誘導柱）、電柱（電線）、商業者看

板（のぼり旗）などはそれぞれ無駄なものはなく、設置目的から経済性や機能性が優

先され、結果として現状の沿道景観が形成されている。景観の改善には現時点で景観

評価の基準がないこと、費用負担の問題や各事業者・商業者が多数関わっていること

を考えると、その改善には行政・道路管理者のみでの対策では限界があり、相当の時

間がかかるものと考えている。 

この道路景観診断は、地域住民と道路管理者が沿道環境の現状を正しく認識し、美

しく誇れる地域をどう作っていくかを考える「きっかけ」、「第一歩」となった。今後

は診断結果で得られた課題を中長期的のもの、短期的なものとに分けて考え、互いに

何ができるかを検討し、継続的な取り組みとしていきたい。 

 

２．３ 住民参加による「花いっぱいの道」及び「緑化運動」 ～札幌開発建設部の

事例～ 

１）はじめに 

北海道は、雄大な自然景観､美しい農村景観等すぐれた観光資源があることから、海

外を含め旅行先として全国的なニーズは上位に位置づけられ、毎年６００万人以上の

観光客が道外から訪れている。 

現在、北海道の各地で、歩道の清掃、花植えなど道路沿線をきれいにしようとする

活動が広がり、地域の方々だけでなく、訪れた人々をも魅了する景観が作られている。 

平成１４年度では国道沿いだけで、約１２０もの活動団体が確認されており、今後も

増加の傾向にある。この様な活動は、道路がきれいになるだけではなく、道路利用の

マナー向上や、地域コミュニティの活性化にも大いに貢献しており、さらに、美しく

なった沿道環境は、近年増加しているドライブ観光客にとって、より魅力的な観光ル

ートとなり、観光振興にも繋がると期待されている。 

 

２）札幌開発建設部管内における「花いっぱいの道」活動団体の状況 

石狩・空知支庁を管理区域とする札幌開

発建設部の管内には、現在国道沿線に２７

の活動団体が国道を花いっぱいにすること

で、美しい沿道景観の創出、観光支援に資

する「花いっぱいの道」に取り組んでおり、

その内６つの団体が北海道開発局で実施し

ているボランティア・サポート・プログラ

ムに登録され、活発な活動を行っている（写

真－１１）。 

 

○ボランティア・サポート・プログラム (ＶＳＰ) 

ボランティア・サポート・プログラムとは、道路を慈しみ、住んでいるところ

写真－１１  花植えの様子  



をきれいにしたいという自然な心を形ある

ものにと考える住民グループや商店街等が

「実施団体」となり、北海道開発局が管理

している国道を対象として、地域の歩道に

設置された植樹帯等の美化や、歩道の清掃

等のボランティア活動を支援するプログラ

ムであり、市町村及び北海道開発局では作

業用具の貸し出しやゴミの処理等を支援し

ている（写真－１２）。 

 

３）住民参加による「緑化運動」 

一般国道２３０号札幌市南区の簾舞地区に

おいて、未来を担う簾舞・豊滝地区の地元小

学生や身近で道路を利用される町内会の方々

合わせて約１９０名は、緑化アドバイザーと

して横浜国立大学の藤原一繪教授指導の下に

「北の道植樹祭」を開催し、約２，０００本

の樹木を植えていただいた（写真－１３）。 

これは通勤通学の他に買い物等、日頃より

利用して頂いている国道について、より一層

の親しみを感じていただき、また緑化による環境保全等について認識を新たにしてい

ただくことを目的とし、昨年度より樹種や植樹範囲について、地元のみなさんと意見

交換を行い開催にいたっている。また、当日は藤原教授による講演会も行った。 

 

４）まとめ 

 観光北海道が叫ばれている中、地域の人々による清掃・緑化活動による、国道の美

しい沿道景観の創出、観光支援の運動・活動について、今後も活動団体数の拡大とボ

ランティア・サポート・プログラムによる行政としての支援をすすめていく。 

 

２．４ 北海道スタンダードを目指した道路整備 ～小樽開発建設部の事例～ 

１）はじめに 

 北海道は雄大な自然、広大な大地、厳しい冬期間の気象、低密度な土地利用や点在

する集落など日本の他の地域に見られない特有の道路環境を有している。又、世界の

中で見ても、多雪である寒冷地域に大都市を抱えているという意味で稀な地域である。 

 こういった状況の中で、近年では自家用自動車やレンタカーを利用した個人型観光、

いわゆるドライブ観光が主流になり、増加傾向にあることから、特に地方部の道路で

は観光シーズンの週末には観光客で賑わうようになってきている。 

 

 

写真－１２  ゴミ拾いの様子  

写真－１３  植樹の様子  



写真－１５  矢羽根に変わる視線誘導装置の  

イメージ  

２）北海道らしい道路整備（岩内共和道路の

検討事例） 

このような状況を踏まえ、北海道のこれか

らの道路整備において、「美しさ、緑、広大

という、北海道の豊かな自然と調和し、冬に

強い道路構造」を考えながら、“北海道スタ

ンダード”を模索し、取り組んで行くことと

している。 

 そ の モ デ ル と し て 、 一 般 国 道 ２ ７ ６ 号 岩

内・共和間の道路整備において、北海道スタ

ンダード型の道路構造を検討するため、「岩

内共和道路検討委員会（委員長：斉藤新一郎

元専修大学教授）」を開催し、検討を行って

きた。 

この委員会の中では、従来からの路側にあ

る鋼製の防雪柵を防雪林へ（写真－１４）、

鋼製の固定式視線誘導柱＋矢羽根を視線誘導

樹へ、など従来の道路施設

をできるだけ緑豊かな樹木

に置き換えたり、電柱や屋

外広告物をなるべく設置し

ない事、観光交通に配慮し

た停車帯の配置、防雪林内

の管理用道路を散策路とし

て整備することや、その樹

木管理に地域の方々の協力

を得ながら進めていく方策

の 検 討 な ど が 行 な わ れ た

（図－６）。 

 

３）“北海道スタンダード”の考え方 

 “北海道スタンダード”をめざし、豊か

な景観資源を生かす方策として、上述の他

に、構造物の目隠し植栽を行うことや、間

伐材を防護柵やバス停留所などに積極的に

利用する方策、矢羽根に変わる視線誘導装

置の検討（写真－１５）、統一されたデザ

インの標識や案内看板の採用なども考えら

れている。 

防雪林帯の活用

視程障害の解消

たまり機能

車線
ＩＴＳ  

視線誘導

図－６  岩内共和道路イメージパース  

写真－１４  鋼製防雪柵から防雪林へ



写真－１６  郊外部の植栽による分離２車線

道路のイメージ  

また、道路の付属物に関するものだけ

ではなく、道路構造本体の検討も必要で

あると考え、例えば、切盛土法面の緩勾

配化と法端部のラウンディング処理を行

い、景観向上と同時に植栽エリアの増加

や路外逸脱車両の危険性減少効果も期待

できるといった方策や、さらには、郊外

部道路を上下分離２車線道路とすること

により、安全性向上と共に周辺の森林、

原野や田園風景とマッチした北海道らし

い景観を創出していくことも必要である（写真－１６）。 

  

４）まとめ 

しかし、前述のような“北海道スタンダード”という標準型を作ってしまうことは、

逆に施工地域の実態に合わないまま画一的な景観になってしまうことも懸念されるた

め、“北海道スタンダード”としてこれからの北海道の道路を創って行く為には、道

路構造令に則った標準的な設計だけに頼らずに、現地周辺の景観要素・土地利用状況・

地形・気象条件などに十分配慮し、景観要素になりうる道路整備を進めていくことで、

“北海道スタンダード”が生まれていくものと考えている。 

 

あとがき 

本稿では、政策大綱に基づいた北海道における道路に関する取り組みについて、景

観整備の理念や手法の指針についてまとめた「道路景観整備ブック（仮称）」、及び、

行政や地域住民、企業など、関係者が一体となって美しい景観形成に向けた取り組み

を推進するための制度である「シーニックバイウェイ北海道」という２つの観点から

まとめ、各地域において地域の個性を活かしつつ関係者との協働のもと実施している

さまざまな取り組みの事例について紹介した。 

美しい景観を創出し誇れる地域をつくるために、地域が持つ個性を発揮し、地域の

人々が持つ思いを具現化するさまざまな取り組みが各地域で展開され始めている。本

稿で紹介した地域以外にも、北海道内各地域において取り組みが行われており、行政、

企業、地域の人々など、関係者間のコミュニケーション活動が活発になってきている。

各地域の取り組みが他の地域の先進的事例として活用され、継続的に高い意識の下こ

れらの取り組みを行うために、地域間におけるコミュニケーション活動を通じたコン

センサスの形成や、行政、企業、ＮＰＯ、地域個々人などそれぞれの効率的で明確な

役割分担、その連携、協働体制づくりが重要である。それを踏まえると、これらの取

り組みは、美しい景観づくり、美しいまちづくり、美しい北海道づくりに向けた「第

一歩」「きっかけ」であると言える。 

今後は、各関係者が一体となってさまざまな取り組みが展開され、次世代に誇れる

美しい北海道がつくられることを期待したい。 
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