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まえがき 

 近年、国民の景観への関心の高まりから、平成１５年７月に国土交通省において「美しい国づ

くり政策大綱」（以下、政策大綱）がまとめられた。広大な大地と雄大な自然、美しい農村風景

など、優れた景観を有する北海道においては、美しい景観の保全や改善、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さまざまな取り組みを積極的に推進しており、平成１５年度北

海道開発局技術研究発表会においては、「北海道の道路景観整備ブック（案）」、及び「シーニッ

クバイウェイ北海道」の検討状況や取り組みを中心に報告したところである。 

 平成１６年度は、昨年度に引き続き各地域において実施された良好な景観形成に向けた様々な

取り組みに加え、国土交通省では政策大綱に基づく景観法の公布（平成１６年６月）及び施行（平

成１６年１２月）がされた。また、景観法に基づく景観計画区域等において実施される良好な景

観形成に係る調査や公共事業を推進するため、新たに景観形成事業推進費の創設や実施、及び公

共事業の景観アセスメント（景観評価）システムを確立するため、「国土交通省所管公共事業に

おける景観評価の基本方針（案）」を策定し、これに基づく景観評価の試行等が実施されている。 

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

た取り組みや検討、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ための取り組みの基本的な考え方 

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な考え方 

政策大綱における取り組みの基本姿勢は、「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」の６つの視点でまとめられ、地域ごとの状況に応じた

取り組みの考え方や、住民、地方公共団体、国、専門家、企業等の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人材育成や技術開発等の条件整備が重要としている（表－１）。こ

れらを踏まえ、美しい国づくりのために特に実効性確保に主眼をおいた具体な施策展開を示した

（図－１）。 
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等の重点的な取り組みを推進 

○公共事業の実施前や完了後など事業の各段階における 

景観アセスメントの仕組みを確立 

美しい国づくり政策大綱のポイント 

○公共事業について良好な景観形成を図るための景観形成 

ガイドラインを策定 

○良好な景観の保全・形成を総合的かつ体系的に推進するため

の基本法制を制定 

○緑に関する法制度の充実とあわせ、都市近郊の大規模な森の

創出、緑の骨格軸の形成を図る「緑の回廊構想」を推進 

○屋外広告物制度の充実とあわせ、観光地など一定地区で 

 違反屋外広告物等を短期間に集中整理 

○観光復興にも留意しつつ、関係者が連携し、選定した緊急に

推進すべき地区内の主な道路で 5年目途に電線類地中化 

○地方公共団体や住民等が地域景観の点検を行い、点検結果を

景観阻害要因の改善等に活用する取り組みを推進 
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図－１ 美しい国づくり政策大綱のポイント 

 これらを踏まえ、北海道開発局にお

いては、道路景観整備ワーキンググル

ープが北海道の国道を「美しい国づく

り政策大綱」に謳う理念と水準に到達

することを目標にするとともに、路線

全体の道路景観整備を行っていくた

めの基本的な理念と実践的な参考事

例を紹介する「北海道の道路景観整備

ブック（案）」を平成１６年１２月に

とりまとめ、道路担当職員へ配布し試

行的に活用し始めている。また、地域

発案の下、地域住民等と行政が連携し、

景観をはじめとした地域資源の保

全・改善による「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」を行う「シーニックバ

イウェイ北海道」については、

約２年間の試行を踏まえ、平

成１６年１２月に「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報

告書」をとりまとめ、平成１

７年度から本格展開を図ろう

としている。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、実践して

いこうとするものである。 

 

 

 

 

 

（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



１．２北海道における道路景観整備の考え方 

１）昨年度からの取り組み 

 「北海道の道路景観整備ブック（案）」（以下、景観ブック）は、北海道の国道を「美しい国づ

くり政策大綱」に謳う理念と水準に到達することを目標にするとともに、路線全体の道路景観整

備を行っていくための基本的な理念と実践的な参考事例を紹介するものである（図－２）。 

 景観ブックの概要は、大きく分けて「総説」「デザインガイドライン」「資料集」の３部構成に

なっている。総説は「景観整備の意義」や「景観に配慮した設計の進め方」など、景観整備の理

念を解説している。デザインガイドラインは、道路事業の流れに合わせて路線計画・予備設計・

施工・維持管理の段階毎に景観整備におけるルール的なポイントを解説している。資料集は総説

の補足、用語の定義や北海道内を中心とした実際の道路景観事例などを交えながら紹介している。 

 景観ブックは、平成１５年度から道路景観整備ワーキンググループを立ち上げ、平成１６年１

２月に職員に参考配布を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２ 本書において考慮すべき社会的背景図 

 

２）平成１６年度の取り組み 

２）－１北海道の道路景観整備クイックガイド 

 道路景観整備を行うにあたり、「景観ブック」の全容を把握した上で行うことが理想的である

が、現実的には全てのページに目を通さなくとも、正しく趣旨を理解し、活用できることが求め

られる。そこで調査・設計・施工・維持管理に携わる技術者が、必要な情報を短時間で把握でき

るような「北海道の道路景観整備クイックガイド」（以下、クイックガイド）の作成が必要であ

る。 

 クイックガイドは、「よくある質問」形式に構成され、以下の利用３手順を基本と考えている。

①目的に近い質問を探す（検索）、②目安となる回答を得る（概要）、③参照すべき景観ブックの

箇所を知る（詳細）。また、紙面は１ページにつき１項目を基本とし、「質問・回答・景観ブック

の参照先」と言った構成になっている。さらに文字情報だけではなく、関連する写真・イラスト・

絵文字等、内容を表す視覚的なイメージを補助的に取り入れている。（図－３、４） 
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図―３ クイックガイドの活用イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

図―４ クイックガイド利用手順の概念図 

 

２）－２コストパフォーマンスの整備事例集 

 景観ブックの柱のひとつである実際の事例集があるが、そもそも景観的効果を上げれば費用が

嵩むことが多い、しかし限られた資金の中で 大限の効果を上げなければならず、しばしば「景

観整備」と「コスト」とは、両立の難しい課題となることがある。そう言った背景の中、如何に

コストを掛けずに景観整備を行っていくか？しかし、必ずしもコストが掛かることが悪いことで

はなく、景観の善し悪しのコスト換算が難しいために、その効果を総合的に判断することが必要

ではないか？といった相反する問に対して、実際のコストパフォーマンスの高い道路景観事例を

紹介することにより、効果的な景観整備を行える事例集として作成している（図－５）。 

 

３）今後について 

 今年度までは、景観ブックの参考配布、クイックガイド及びコストパフォーマンス事例収集を

行ったが、景観の良否については各個人により判断がことなることも多いことから、今後は、さ

らなる事例の収集を行い、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成されることを期待しつつ、利用される皆様からの意見などを反映し、内

容のより一層の充実を図っていくこととする。 

全部読む時間はない ○○について知りたい 
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 橋台・擁壁におけるフェイシアの統一 

■在来技術の課題と改善内容等 
フェイシアとは 外縁の面のことである。橋桁と橋
台、橋台と擁壁といった異種の構造物が接する場合
において連続するフェイシアを設けると、相互の関
連性が格段に向上し、まとまりのある構造物の景観
が得られる。例えば橋梁上部工の張出部のフェイシ
アの高さに合わせて橋台側面の上縁に 15cm 程度の
段差を設けると、そこに陰影のラインが生じること
で形態が明確になり、構造物全体が引き締まって見
える。さらにフェイシアは水切りとしても機能する
ため、壁面の汚れを抑制する効果も得られる。 

■コスト 
施工時における型枠の配置、鉄筋の加工などがやや

煩雑となるが、橋台ボリュームは減少するため、全

体的には微小ながらコストダウンになる場合があ

る。 
イニシャルコスト  わずかに安くなる 

ランニングコスト  変わらない 

■その他 
・陰影効果を考慮すると面の段差（ギャップ）は 15cm

以上が望ましい 
■関連章 7-2 

 

 

 高木植栽による修景 

■在来技術の課題と改善内容等 
シーニックバイウェイ制度の導入モデルルートに指
定され、田園景観を重視した施策を進めている路線
であるため、田園風景に季節の彩りを添える黄紅葉
樹で景観を整える。これによって季節ごとの景観に
深みが与えられるとともに、景観阻害物である電
柱・視線誘導柱の視認性を和らげる効果が得られる。

■コスト 
維持管理費が継続的に必要となるが、緑化推進・景

観向上の大きさを考慮すると費用は軽微である。 
 
イニシャルコスト  列植ではないので比較的安価

ランニングコスト  通常の維持管理コストを要す

る 
■その他 
・道路からの眺望性を確保しつつポイントをよく吟

味して植栽する必要がある。 

・平成 16 年度施工中。 

 
■関連章 8-3-2 （2）② 

 

図―５ コストパフォーマンス事例紹介 

設置例 （札幌南 IC ランプ橋）

フェイシアを統一していない事例

事後 （国道 237 号・中富良野町）

事前



１．３シーニックバイウェイ北海道の取り組み 

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、国内外から毎年多くの観光客が訪れる人

気の観光地である。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）検討経緯 

 国土交通省北海道局及び北

海道開発局では、美しく個性

的な北海道づくりを目的に、

地域住民やＮＰＯ等と行政が

連携し、景観をはじめとした

地域資源の保全・改善による

「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」を行う「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（図－７）。 

 国土交通省は、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）」（以下、委員会）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、２つのモデルルート（千歳～ニセコルート、

旭川～占冠ルート）において（図－８）、平成１５、１６年度の２年間実験的な取り組みを行い、

平成１７年１月に報告書をとりまとめた。 

 

図-６ 北海道内における旅行目的 
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舞台装置づくり 

地 域（住民,NPO,企業等) 

○地域活性化への取り組み（提案・実施） 
○地域固有資源の再発見・保全・活用 
○地域情報の発信 

地域への愛着、誇りの醸成 
連 携

図―７ シーニックバイウェイ北海道の取り組み 



３）試行の概要 

 試行は、「制度推進の仕組みづくりに関する

事項の試行」、「ルート運営活動内容に関する試

行」、「制度施行全般に対する評価の試行」の３

つの視点について行った。 

 

３）－１制度推進の仕組みづくりに関する事項 

の試行 

 平成１５、１６年度の各年１回、２つのモデ

ルルートにおいて「シーニックバイウェイ北海

道」の趣旨に賛同し活動を行う地域の団体を募

集し、参加団体を認定した（平成１５年度合計

３２団体。平成１６年度合計３８団体（平成１

５年度より６団体追加））。各活動団体は、各ル

ートにおいて横断的な活動を行うための推進体制を構築するために、ワークショップの開催や、

「景観」、「情報」、「体験観光」などの分科会を設立し、さらに、各ルートにおける活動方針や活

動内容を決定する場として、各活動団体の代表者等で構成される代表者連絡会議を設立した。 

 これらの組織設立は、各活動団体同士が効率的、効果的、主体的な連携活動の検討や実施、情

報交換等を行う上で非常に有用なものであった。一方、ルート運営を行う上で、連携調整するコ

ーディネータ人材の育成や関係機関との一層の連携強化の必要性など課題も見られた。 

 また、モデルルート以外の地域においては、シーニックバイウェイ北海道の取り組みをいち早

くとらえ、平成１６年９月に美幌町、女満別町、網走市、東藻琴村、小清水町、清里町、斜里町

の地域活動団体が「東オホーツクシーニックバイウェイ連携会議」を発足し、各地域において自

発的に連携組織を起ち上げ、取り組みを行い始めている。 

 

３）－２ルート運営活動内容に関する試行 

 ２年間の試行期間において、地域の活動団体単独の取り組みや、活動団体同士連携の取り組み、

活動団体と行政が連携した取り組み、行政の取り組み等、景観保全・改善に向けた取り組みを行

った。具体的には、沿道の植栽・花植えや清掃活動、利用されていない屋外広告物の撤去、道路

景観診断（道路景観の通信簿）の実施、美しい景観を眺望できる景観ポイントの設置のほか、新

たな地域資源の発掘を目的とした地域資源診断やフォトコンテストの実施、地域資源を活用した

地域資源体験型ツアーの実施、活動団体の取り組みの集中化による連携事業活性化に向けた活動

の実施等、地域団体の発案によるさまざまなイベントも行われた。 

 これら地域の広域的、一体的な取り組みを通じ、景観保全・改善に向けた意識の向上や連携の

重要性等のさまざまな知見が確認された。一方、これらの取り組みを行う上で、合意形成や効果

発現等に長期間を要することから、今後も継続的に行うことが必要であり、そのためのインセン

図－８ モデルルート位置図 



ティブが重要である。 

 

３）－３制度施行全般に対する評価の試行 

 ２年間の試行を踏まえた活動団体からの評価としては、「シーニックバイウェイ」全般の取り

組みに対する期待の高さが伺えた。また、試行したモデルルート以外の地域においても、「シー

ニックバイウェイ」の取り組みに向けた準備や取り組みが活発化しつつある。一方、活動団体や

活動団体同士、国や地方公共団体等との役割分担の必要性等が示され、持続的に活動しやすい環

境づくりのための連携のあり方・仕組みを今後も検討していかなければならない。 

 

４）制度の流れの概要 

 委員会は、これらの試行を踏ま

えた報告を取りまとめ、平成１７

年度から「シーニックバイウェイ

北海道」が本格的に展開されるこ

ととなった。「シーニックバイウ

ェイ北海道」制度の流れの概要を

次に述べる。 

 全道的な行政機関や経済団体

等で構成される推進協議会を設

置し、地域からシーニックバイウ

ェイに取り組むルート及び活動

方針となるルート計画を募集す

る。地域においてシーニックバイ

ウェイに取り組もうとする団体

（複数）は、その代表者会議にお

いて活動するルート計画を作成し、ルートの指定を推進協議会へ提案する。推進協議会は、学識

経験者等で構成される審査委員会の意見・助言を聴き、ルートを指定、公表する。ルートの指定

を受けた地域の活動団体等は、当該地域において、地域の行政連絡会議と連携して活動を実施し、

推進協議会は必要に応じ定期的、継続的にフォローアップを行う（図－９）。 

 今後、「シーニックバイウェイ北海道」の取り組みを継続的に行うために、効率的な推進体制

の構築と、効果的な広報活動を通じて地域へインセンティブを与え、感動を与える「美しい景観」、

愛着や誇りを持てる「活力ある地域」、観光振興につながる「魅力ある観光空間」をつくり続け

る努力をしていくことが重要である。 

 

 

 

●全道レベルの行政・経済団体等の連携組織

●ルートの指定、改善、支援

●持続的推進のための調査･研究等、並びに効果的推進

北海道開発局、北海道、関係機関・団体

●学識経験者等で構成

●ルート運営活動計画への意見

●活動報告･制度運用に対する意見･提言

ルート指定の提案
関係市町村

市町村長の意見を 添える
ルートの指定

●複数の活動団体の代表者により構成
●ルート運営活動計画を策定・運営 開発建設部、支庁・土木現業所、関係

機関・団体、関係市町村

地域発案によるルート
運営活動計画

●地域の公的機関・団体の連携組織
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●持続的推進のための調査･研究等、並びに効果的推進

北海道開発局、北海道、関係機関・団体

●学識経験者等で構成

●ルート運営活動計画への意見

●活動報告･制度運用に対する意見･提言

●全道レベルの行政・経済団体等の連携組織

●ルートの指定、改善、支援

●持続的推進のための調査･研究等、並びに効果的推進

北海道開発局、北海道、関係機関・団体

●学識経験者等で構成

●ルート運営活動計画への意見

●活動報告･制度運用に対する意見･提言

ルート指定の提案
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市町村長の意見を 添える
ルートの指定

●複数の活動団体の代表者により構成
●ルート運営活動計画を策定・運営 開発建設部、支庁・土木現業所、関係

機関・団体、関係市町村

地域発案によるルート
運営活動計画

●地域の公的機関・団体の連携組織

●ルート指定を受けた地域において設
置

●複数の活動団体の代表者により構成
●ルート運営活動計画を策定・運営 開発建設部、支庁・土木現業所、関係

機関・団体、関係市町村

地域発案によるルート
運営活動計画

●地域の公的機関・団体の連携組織

●ルート指定を受けた地域において設
置

図－９ 「シーニックバイウェイ北海道」制度の流れ 



５）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北海道を体験して頂き、さらに、国民が誇りを持てる美しい北海道

の形成につながることを期待し、今後も積極的に持続的に取り組んでいきたい。 

 

２．美しい景観形成に向けた具体的な取り組み事例 

２．１「シーニックバイウェイ北海道」旭川～占冠(花人街道)ルートにおける住民参加 

～旭川開発建設部の事例～ 

１）はじめに 

北海道開発局では平成 15 年度より、沿道景観や観光資源の保全・活用をめざした新たなツー

リング環境の創出を図るため、「北海道におけるシーニックバイウェイ制度」（以下「シーニック

バイウェイ」）の導入に取り組んでいる 1)。平成 15～16 年度には、道内で 2つのモデルルートを

指定し、地域の活動を通じて制度のあり方を検討してきた。また、平成 17 年度からは本制度の

施行に伴い、道内各地で新規ルートの募集を開始する予定である。 

本制度の推進に当たり、地域で活動している団体（以下「活動団体」）や地元住民、観光客等

からの幅広い意見聴取や住民参加等により、制度の理解を深めてもらうことが必要不可欠である。 

本報では、シーニックバイウェイのモデルルートとして指定された旭川～占冠（花人街道）ル

ート（以下「花人ルート」）における行政と活動団体との連携・合意形成の事例や成果、今後の

課題について述べる。 

 

２）平成 15 年度の取り組みと課題 

２）－１取組内容 

花人ルートでは、活動団体による屋外広告物の撤去や集約、ボランティア・サポート制度を利

用した沿道緑化、ホームページによる情報発信及び体験観光ポイントを巡るシーニックバスツア

ーの試行などに取り組んだ。これらの取り組みは、平成 16 年度も引き続き行っている。 

 

２）－２課題 

平成 15 年度はこれらの様々な活動の計画・実施を行うことにより、景観意識の向上、地域の

自主的な取り組みの活性化及び地域と行政とのコミュニケーションの増加などの成果が見られ

た。その反面、地域全体としての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

組織内・外部における連携強化、組織の役割分担及び人材育成等の課題が浮き彫りになった。 

３）平成 16 年度の取り組み 

平成 16 年度は、「北海道におけるシーニックバイウェイ制度導入委員会」（以下、「委員会」）

において新たに認定された 4団体を加えた 17 団体で様々な活動を行った。以下に主な活動につ

いて紹介する。 



３）－１集中活動（9月の一ヶ月間） 

 シーニックバイウェイの認知度・関心度の向

上、景観整備の観光振興効果の検証、連携事業

実施による地域活動団体の連帯感の熟成等を

目的とし、ルート沿線において各種イベントの

開催、情報発信等に取り組む集中活動月間を展

開した。（写真－１・写真－２） 

この結果、シーニックバイウェイ制度の認

知度向上や地域ブランドのアップ、活動団体と

行政間連携等が図られた。 

 

３）－２ルート運営活動計画の策定 

花人ルートでは、平成 17 年度から始まるル

ート指定申請に必要となる「ルート運営活動計

画」（以下「活動計画」）の策定作業を、各活動

団体の主要メンバーで構成されるルート運営

代表者会議（以下「代表者会議」）にて行って

いるところである（写真－３）。 

活動計画の内容としては、景観形成・地域づ

くり・観光振興について、短期・中期・長期の

計画の中でどのような活動を行っていくかな

どについて取りまとめている。 

今後は、この活動計画によってルート指定の

提案をシーニックバイウェイ北海道推進協議

会へ行い、本制度における正式ルートととして

申請を行う予定であり（第 6 回委員会、平成

16 年 10 月 18 日）、ルートに指定された地域の

関係行政機関は、ルート運営行政連絡会議（以

下「行政連絡会議」）を設置し、ルート運営を通じて代表者会議と連携し、定期的に活動状況を

推進協議会へ報告することで、実施・フォローアップを繰り返していくこととなる。 

 

３）－３ワークショップ（ＷＳ）の開催 

 旭川開発建設部では、平成 16 年 9 月に富良野市でワークショップを開催した。この会議では

行政・活動団体・地域住民など一体となり、シーニックバイウェイにおける景観ルールの必要性

について議論を行った。また、今後行政と活動団体が、どの様連携していくかについても議論を

行い、統一的な意識を持つことで、各々の役割を明確にすることが出来た。 

写真－３ 活動計画策定の様子 

 

 

写真－２ 集中活動で使用したタブロイド紙 

写真－１ シーニックデッキ 



４）これまでの成果 

○ 活動団体相互の連携強化：これまで地域でそれぞれ活動していた各団体がシーニックバ

イウェイ制度を通じて活動分野や活動地域を越えて互いの協力・連携が出来るようにな

った。 

○ 行政と活動団体の連携強化：活動団体が自分たちで出来る事が明確になった。 

○ 地域の自主的な取り組みの活発化と人材育成：活動団体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や代表者連絡会議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。 

 

５）今後の課題 

平成 16 年度は、平成 17 年度から施行される本制度に向け活動計画の策定を行っている。これ

により、活動団体・地域間の意見を集約し行政と地域の合意形成を得るまで高めることができて

きた。しかし、これら活動計画を持続的に運営していくための資金の調達や予算の確保が必要と

なると共に、事務局機能等の体制づくりも重要になる。また、今後は活動計画を達成していくた

めには今まで以上に行政と活動団体との密接な情報の交換や共有が必要となり、また官と民の役

割分担や協働作業による地域の活動につなげることも必要と考える。 

この他、活動ポイントが偏ることによるルート全体のバランスの調整、制度の認知度向上、看

板撤去などの地元活動に対する地域への啓蒙及び行政間の連携体制のあり方などについて検討

していかなくてはならない。 

 

６）おわりに 

平成 16 年 12 月 17 日に景観緑三法が施行され、シーニックバイウェイのような地域における

景観形成活動がさらに活発に行いやすくなった。今後地域の資源とも言える活動団体の活動を支

援するには、地域を広域で捉え、地域や団体間での連携が必要になっていくことから、これらの

コーディネートが強く望まれている。また、活動を円滑にするためには、行政連携による支援や

情報交換なども必要だと考えられる。また、活動を進めていく中で、ルート上の事業に対するア

カウンタビリティやＰＩなどが求められることも多い。市民参加のレベル※を検討し、積極的に

取り入れていくことが必要と考える。 

※市民参加のレベル（国際市民学会（IAP2）資料）：情報提供、協議、関与、協働、権限付与のように市

民参加にも各レベルがあるという考え方。 

＜本事例の参考文献＞ 

１） 中津稔・星卓見・松田泰明：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－花人街道ルートにおける事例より－,第 47 回北海道開発局技術論文集,2004.2. 



２．２景観形成事業推進費による景観整備 

～小樽開発建設部の事例～ 

１）はじめに 

 一般国道２７６号は、日本海沿岸の水産業が

盛んな岩内町と新千歳空港・苫小牧方面を結ぶ

幹線道路である。当該箇所は、Ｒ２７６号沿い

にある京極町更進地区で、西側に羊蹄山、南側

に尻別岳が眺められ近くに尻別川が流れてい

るビューポイントである（写真－４・写真－５）。 

この地区を含め、平成１５年度シーニックバ

イウェイのモデルルート「千歳～ニセコルー

ト」に指定された。 

 

２）景観形成事業推進費とは 

 豊かで質の高い国民生活の実現に向けて、景観

形成事業を推進することにより、良好な景観形成

を図ることを目的として使用するものである。景

観形成事業の定義としては、 

①「景観法」に基づき策定された景観計画に定

められた事業。 

②次に掲げる地域又は区域において行われる良

好な景観形成に係る事業。 

・ 景観計画に定められた景観計画区域又は

景観地区。 

・ 「都市計画法」に基づく都市計画により

定められた風致地区等。 

今回の取り組み区域は、「北海道屋外広告物条

例区域（第６種許可区域）」となっている。 

 

３）取り組み内容 

（１） 路側駐車帯について 

Ｒ２７６号京極町更進地区の路側駐車帯は、昨年行われたシーニックバイウェイ千歳～ニセコ

景観分科会の意見交換会の中で「観光客が景観を楽しみながら、写真を撮影できるようなスペー

スの確保」と「ドライバーが周りの景色を見る為、脇見運転が多くなり事故につながる」などの

意見を参考に、今回の路側駐車場設置に至っている。 

設置位置の条件としては、「地域の意見創意工夫を重視」、また「自然景観を重視したビュー

写真－５ 国道２７６号線から望む尻別岳 

写真－４ 羊蹄山と尻別川 

図－１０ 路側駐車帯イメージ 



ポイント」である。「地域の意見創意工夫

を重視」という点では、地元の京極町役場

と京極町景観を考える会の方々とワークシ

ョップの中で実際に現地にて周りの景観を

見て、問題点や課題等を話し合った。「自

然景観を重視したビューポイント」という

点では、前述した西側に羊蹄山、南側に尻

別岳、近くに尻別川が流れているビューポ

イントでもあり、時折、路外に車を止めて

いる状況がみられる。 

駐車場形状の選定については、景観を楽しむ事や写真撮影等の目的で長時間の駐車とはならな

い事を想定し路側駐車帯とした。駐車台数は、平日の交通量から１箇所当たり１０台で２箇所と

した。また、駐車場の周りには、透過性の優れたＴＭＳ型防護柵を設置し、色彩は環境に配慮し

ダークブラウンとした。現在これらを踏まえ、整備を実施している（図－１０、写真－６）。 

 

（２）橋梁防護柵補修について 

 管内の一般国道５号倶知安町倶知安橋、一般国道２７６号京極町寒別橋・カシプニ橋の橋梁防

護柵については、老朽化等により取り替えの必要が生じた。また、工事箇所はそれぞれシーニッ

クバイウェイ路線に位置していることから、シーニックバイウェイワーキンググループと話し合

いを行い、防護柵の形状・色については以下の通りとした。 

形 状：通常の橋梁防護柵は、角型鋼管を基本とした埋設型製作高欄を使用しているが、今回

は丸ビームを基本とした二次製品（ボルト固定式）を使用することにより、柔らかい印

象を与え周辺景観に馴染み易いものとした。また、橋梁防護柵はその設置位置から交通

事故等による破損頻度が比較的高いが、ボルト固定式にすることにより維持管理性を向

上させた。 

色  ：景観色（焦げ茶色）に塗装することで、景観に配慮した。 

 

写真－６ 路側駐車帯設置箇所 

写真－７ 橋梁防護柵の取り替えイメージ 



図－１１ 位置図 

写真－８ ＰＩ委員会 

４）終わりに 

北海道は国立公園の面積が約１／４を占めている様に、良質な自然環境に恵まれており、国内

でも旅行ニーズとして非常に高い人気を誇る観光地である。北海道における旅行目的は、アンケ

ート調査から景観、温泉・保養、ドライブなどが上位になっている。特に、道外観光客は、景観

を楽しみにしている割合が高くなっている。また、道内を周遊する交通手段としては、道内客の

約８割、道外客の約２割は、自家用車やレンタカーを利用している。このことから、地域と共に

考え、シーニックバイウェイ制度を含め、美しい国土を作ることを目的の一つとして捉え、道路

沿道環境を整備していくことが重要だと考える。 

 

２．３「景観アセスメント（景観評価）」の試行的取り組み 

～網走開発建設部“旭川・紋別自動車道 丸瀬布～豊里間”の事例～ 

１）はじめに 

国土交通省は、平成 16 年 6 月に「国土交通

省所管公共事業における景観評価の基本方針

（案）」を発表し、事業実施により形成される

景観について、景観形成に携わる関係者が互い

に共通の認識に立つことができるように、でき

るだけ客観的、論理的に景観に関する価値判断

を行う必要があるため、当該事業の影響が及ぶ

住民その他関係者や学識経験者等の多様な意

見を聴取しつつ景観評価を行い、事業に反映する基本的な仕組みを確立するための試みを始めた。

北海道開発局の道路事業では、「事業実施を通じて良好な景観形成を行おうとする事業」として、

「旭川・紋別自動車道 丸瀬布遠軽道路」が景観評価試行の対象事業に選定された。 

 

２）旭川・紋別自動車道の概況 

旭川・紋別自動車道は、北海道縦貫自動車道

と比布町で連結し、丸瀬布町、遠軽町などを経

て紋別市に至り、オホーツク圏の高速ネットワ

ーク形成による物流の効率化、地域産業、生活、

経済活動を支える総延長約 130km の高規格幹

線道路である（図－１１）。このうち、景観評

価試行の対象である丸瀬布遠軽道路（丸瀬布～

豊里間延長約 18km）においては、構想段階か

ら地域住民等の意見を的確に把握し、合意形成を図りながら円滑に事業を進めていくため、学識

経験者を含む多様な立場の関係者から成る「旭川・紋別自動車道丸瀬布～豊里間道づくり検討委

員会（ＰＩ委員会）」を設立し、概略計画を検討している（写真－８）。 



以上のことを踏まえ、丸瀬布遠軽道路では今後の道路事業における景観評価の仕組みを確立す

ることを目的として、「道づくり検討委員会」を活用しながら景観評価の試行に取り組んでいる。 

 

３）「景観アセスメント（景観評価）」のフレーム 

現在、本事業は丸瀬布～豊里間の道路概略ルートを決定する構想段階にあり、平成 16 年度は

道路の通過位置及び道路構造に関する「配慮事項」「景観整備方針」を取りまとめ、平成 17 年

度以降、各段階に応じた景観評価を実施することを予定している。また、景観評価の結果は、「景

観整備方針の取りまとめ」（景観整備マスタープラン）、「評価の項目と尺度、景観の予測・評価

方法の設定」（景観評価手順書）、「区間・施設ごとの景観影響評価」（景観影響評価書）の３部構

成とし、それらを「景観評価書（景観ガイドライン）」としてまとめ、事業に反映することを予

定している。       表－２ 景観評価書（景観ガイドライン）の構成 

表－３ 景観評価フローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

景観整備方針の取りまとめ 

評価の項目と尺度の設定 

景観の予測・評価方法の設定

区間・施設ごとに 

景観影響評価を実践 

景観ガイドライン景 観 評 価 手 順 書

3
2

景観影響評価書 1

景観整備マスタープラン

景観整備方針の 

取りまとめ 

ガイドラインの 

作成 

配慮事項の 

取りまとめ 
基礎調査 

・社会・自然環境特性の把握 

・景観特性の分析 

配慮事項の取りまとめ 

・目標像の設定に関わる重要事項

の整理・抽出 

景観整備方針の取りまとめ 

・景観形成の目標像の設定 

・景観整備の基本的考え方 

・景観整備の具体的方針 

評価の項目と尺度の設定 

景観の予測・評価方法の設定 

・必要とされる再現性・精度等 

区間・施設ごとに 

景観影響評価を実践 

・道路・橋梁・トンネル等 

・予測・評価 

・具体的方策の検討 

景観ガイドライン 

事業の進捗に合わせて進化 

・道路景観整備マスタープラン 

・景観評価手順書 

・景観影響評価書 

景観整備 

マスター 

プラン

景観評価 

手順書 

景観影響 

評価書 

構想段階 

多様な意見の聴取 

・景観アドバイザー 

・地域住民 

・地方公共団体  等

予備段階 

多様な意見の聴取 

・景観アドバイザー 

・地域住民 

・地方公共団体  等

多様な意見の聴取 

・景観アドバイザー 

・地域住民 

・地方公共団体  等

道づくり検討委員会

道づくり検討委員会

道づくり検討委員会



４）景観評価の結果 

現在、景観アドバイザー、地方公共団体及び「道づくり検討委員会」による住民意

見等景観的配慮事項及び景観整備方針に関する多様な意見の聴取を行っているところ

であるが、現時点での景観特性、目標像、配慮事項（案）は以下に示すとおりである。 

丸瀬布～豊里間の景観特性 

森に囲まれた湧別川沿いの比較的幅の狭い平地 

山間の街：丸瀬布市街地、瀬戸瀬市街地 

山裾に広がる農地：牧草地、畑作地 

季節の彩りが美しい森：落葉広葉樹の自然林、針葉樹の人工林 

特徴のある信仰の山：薬師山 

景観形成の目標像（案） 

美しい山里の風景に溶け込み 里の営みを感じながら 快適に走行できる森の

道 

周辺景観への配慮（案） 

風景の規範を継承するため、土地利用に大きな影響を与えない位置と構造を採

用する 

風景に融和する道路とするため、周囲と違和感が生じないように構造物・法面

等を設える 

利用者への配慮（案） 

地域の魅力を伝えるため、特徴的な山、周辺市街地、農地への良好な眺望を確

保する 

森に囲まれ、心地よく変化する美しい風景を享受できる道路景観を創出するた

め、景観阻害要因を軽減する 

 

５）まとめ 

現時点で「景観アセスメント（景観評価）」は、事業に反映する基本的な仕組みを

確立することを主目的としており、全国で実施する試行結果を踏まえて、「国土交通省

所管公共事業における景観評価の基本方針」を策定する予定である。 

旭川・紋別自動車道での試行的な取り組みは、今後段階に応じた景観評価を実施し

て、景観ガイドラインの作成に取り組んでいくが、「北海道の道路景観整備ブック（案）」

などを活用しながら具体的な事業展開を図ることで、評価にとどまらず実用的な北海

道独自の景観整備手法を構築できるものと考えている。 

 

 

 

 

 

 



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

観整備の基本的な理念と実践的な参考事例についてまとめた「北海道の道路景観整備

ブック（案）」、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」、良好な

景観形成に向けた公共事業の実施前後における「景観アセスメント（景観評価）」の試

行という３つの観点から、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、インセンティブの醸成が重要である。 

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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