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まえがき  
 一般国道２４４号に面する網走市鱒浦漁

港付近の海岸は斜里岳、知床連山が一望で

き、冬はオホーツク海に接岸する流氷も見

ることができることから、自然景観の優れ

た場所として多くの写真愛好家の撮影スポ

ットとなっている。（図－１）しかし、現

地には駐車スペースがなかったことから、

路上駐車や路上での撮影が頻繁に見られる

など、交通安全対策が課題となっていた。  
そこで、当該箇所が更なる地域観光資源

としての魅力向上・活用を図るため、地域の方々とのワークショップを平成１８年か

ら５回に渡って開催し、協働してビューポイントパーキングの計画、整備を進めた。  
 本報告は、ワークショップを通じて計画・整備したビューポイントパーキングの概

要について報告するものである。  
 
１．流氷街道・鱒浦  

「流氷街道・鱒浦」は、一般国道２４４号に面する網走市鱒浦漁港付近にあり、オ

ホーツク海や斜里岳、世界遺産でもある知床連山、冬は接岸する流氷も見ることがで

き、平成１７年５月に指定された東オホーツクシーニックバイウェイ「知床・流氷ス

テージ」を代表するビューポイントである。（写真－１）  
東オホーツクシーニックバイウェイルート上には、網走管内第一号のビューポイン

トパーキング、大空町「メルヘンの丘」があり、多くの観光客や写真愛好家が四季を

通じて訪れている。  
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図－１ 位置図  

写真－１ 流氷街道・鱒浦から見た知床連山の四季  
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２．管内２番目のビューポイントパーキング計画  
２－１ 背景・ねらい  
 「メルヘンの丘」ビューポイントパーキングの整備により、景観に対する地域的関

心や観光ニーズの高まりが背景にあることを認識できたことから、更に北海道らしい

景観資源の発掘と活用や安全で円滑な道路空間の確保ができないか、管内二ヶ所目の

ビューポイントパーキングを地域と協働し検討することとなった。  
 
２－２ 地域協働による整備計画立案  

整備計画立案にあたり、地域の声を取り入れるため、自治体、観光協会、商工会議

所、青年会議所、東オホーツクシーニックバイウェイ連携会議、バス事業者、大学生 (東
京農大 )、写真愛好家、地域活動団体など２１名からなるワークショップ（以下、 WS
と記す）を発足した。  

WS は平成 18 年 8 月から計５回開催し、地域の方々との合意形成を図りながら整備

計画を立案した（図－２）。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 また、WS 開催にあたっては以下の点に注意した。  

１）WS で出された様々な意見に対し、十分な検討を行い、結果をわかりやすいよ

うに提示した。  
２）WS メンバー全てが毎回参加できないことや開催時期が空くことから、本題に

入る前に前回の WS で決定した事項などをおさらいし、情報の共有化を図った。 
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図－２ 検討の流れ
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２－３ 地域ニーズの掘り起こし  
 ビューポイントパーキング設置箇所の候補地を絞り込む目的もあり、平成 16 年度

より網走開発建設部では、「これがオホーツクの風景です。写真コンテスト」を実施し、

管内の国道から見えるオホーツクらしい景色や風景の募集を行ってきた。平成 16 年、

17 年の応募状況では、Ｒ２４４沿いの写真応募があり、入選作品も多数ある結果とな

った。（写真－２）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２－４ ビューポイントパーキング候補ルート  

メルヘンの丘来訪者によるアンケート調査から、旅行者はＲ２４４を経由して知床

へ向かうルートとして利用していることがわかった。Ｒ２４４の海沿いは、知床連山

や流氷といったオホーツク特有の自然景観を持っており、写真愛好家の撮影ポイント

となっているが、路上駐車や路上での撮影が頻繁に見られるなど、道路機能の低下・

事故の増加が懸念された。また、オホーツクは様々な景色が凝縮されたエリアであり、

農村景観とは違ったバリエーションのある景色を提供（写真－３）したほうが、観光

客にとっては旅行の充実につながると考えられる事から、Ｒ２４４の海沿いで候補ル

ートを絞ることとなった。  
 
 
 
 
 
 
 
 
２－５ 安全・安心なゆとり空間の整備検討  
 観光客、写真愛好家、地域住民などの利用者のニーズを反映するための「安全・安

心なゆとり空間」について検討も行った。検討項目は下記の３つである。  
１）駐車帯の形状、駐車台数（バス、乗用車など）  
２）観光客、写真愛好家などそれぞれのニーズに応じた整備  
３）地域観光資源として活用・提供するために必要な整備（観光スポットの創出・

ホスピタリティーの向上など）  

写真－２ 「これがオホーツクの風景です。」Ｒ２４４沿いの入選作品  

写真－３ バリエーションある景色を提供

平成１６年度 最優秀賞  

「秋の空」 
R244 網走海鮮市場付近 

平成１６年度 入選  

「夜空の大輪」 
R244 鱒浦漁港  

平成１７年度 優秀賞

「夏の濤沸湖畔」 
R244 小清水町原生花園

Ｒ２４４ 網走市鱒浦 

知床連山・海・流氷景観  

Ｒ３９ 大空町メルヘンの丘

北海道らしい農村風景  

整整備備済済   



 

３．ビューポイントパーキング設置箇所  
３－１ ＷＳで挙がった整備候補地  
 整備候補地は「ＪＲ北浜駅付近」、「海鮮市場付近」、「鱒浦漁港付近」の３箇所に絞

り込まれた。候補地の詳細を下記に記す（表－１）。  
 
１）ＪＲ北浜駅付近  ２）海鮮市場付近  ３）鱒浦漁港付近  

 
 
 
 
 
 
 

  

【長所】  
・人気の喫茶店が近くにある  
・オホーツク海で海に一番近

い駅  
・ローカル線が走っている  
【短所】  
・斜里岳は道路の中央になる

（標識等に隠れてしまう）  

【長所】  
・天然の砂浜がある  
・広い海を独り占めにできる

感じがする  
【短所】  
・斜里岳は道路の中央になる

・建物や道路施設が目につく

・釣り人に占領される可能性

が高い  

【長所】  
・斜里岳、知床連山がいっぺ

んにみることができる  
・流氷が残りやすいポイント

・斜里岳と灯台を撮影できる

・流氷のけあらしが一番よく

見られる  
【短所】  
・サーファーなどに占領され

る可能性が高い  
表－１ WS であがった整備候補地  

 
３－２ 設置箇所の決定  

ＷＳで設置箇所を検討した結果、海も山

も含めて、最もオホーツクというものを感

じられる「鱒浦漁港付近」に決定となった。

（写真－４）。  
 以下、主な決定理由を次頁に記す。  
 
【主な決定理由】  
・見通せる距離が長いため、駐車帯利用者

および通過交通の安全が確保できる  
・斜里岳・知床連山が一望でき、灯台や流

氷も眺望可能  
・ある程度のスペースを確保できるので、ゆとり空間整備も可能  
・写真愛好家もこのポイントで撮影（市道に駐車）  
・近接する砂浜や岩場も工夫することにより活用できる可能性がある  
・国土交通省及び網走市の所有地である  
・海岸擁壁など大規模工事の必要がなく、建設コストが安い  

海海 別別 岳岳   
斜斜 里里 岳岳   

海海 別別 岳岳   

斜斜 里里 岳岳   

斜斜 里里 岳岳   海海 別別 岳岳   遠遠 音音 別別 岳岳 ・・知知 西西 別別 岳岳   

硫硫 黄黄 山山 ・・羅羅 臼臼 岳岳   

写真－４ 駐車帯決定箇所  



 

４．駐車帯の整備  
バスツアー客や、近年、マイカーやレンタカーを利用した少人数での旅行が多くな

っていることを考慮し、バス２台・乗用車９台・身障者用１台が駐車可能なスペース

を確保した。身障者用駐車マスは、駐車帯内のすれ違い幅などを考慮し中間に配置し

た。また、出入口と歩行空間を分離し、歩行者の安全を確保した（図－３）。  
 車の出入り口は２箇所設置し、斜里側を出口専用とした。網走側は出入口とすると

ともに、中央分離帯を開口し、右折レーンを設置し、本線からの右折による進入を可

能とした。（写真－５）  
 
 
 
 
 
 

 
図－３ 駐車帯全体図  

  

写真－５ 中央分離帯の新設・右折レーン  
 

５．ゆとり空間の整備  
観光客や写真愛好家が、記念撮影や眺望を楽しむためのゆとり空間スペースとして、

駐車場横に２ｍほどの高さの小山を設置した。小山は勾配に変化を持たせ、道路側の

勾配をきつく、海側の勾配を緩やかにするとともに、広場面積を広くし、利用に対す

る自由度を高くした。（図－４）  
 
 
 
 
 
 

図－４ ゆとり空間詳細図  



 

写真－８ 四季の写真モニュメント  

６．駐車帯の名称  
 駐車帯の名称はオホーツクを感じさせるいくつかの案の中で検討した結果、「流氷街

道・鱒浦」に決定した。以下、候補にあがった名称の一部を列記する。  
【主な駐車帯の名称候補】  
 １）えきていポンモイ：北海道には昔「えきてい」が存在していたことから、既存

の駐車帯と新規の駐車帯をつなげるポンモイの駐車帯  
 ２）流氷街道：流氷がきれいに見える道（街道）  
 ３）潮さいオホーツク：潮さいの音が聞こえるオホーツク海  
 ４）ルート網走湾：海が陸地（道路）に入り込んでいる網走湾  

５）波打ち街道・鱒浦駐車帯：波打ち際の壮大な景色を観望できる道路 (街道 )沿い

にある駐車帯  
６）流氷パーキング鱒浦：オホーツク海の流氷がまじかに見える駐車帯  
７）オーシャン網走：オホ－ツク海 ,知床連山 ,網走港の眺望が楽しめる駐車帯  

 
７．観光客に対するホスピタリティー  
 モニュメントは「駐車帯名称」と「四季の写真」の２つを設置し、地域の特色を生

かし景観に配慮したオホーツクブルーと呼ばれる色調を基本とした。  
 また、これまでの路側駐車帯ではなく、美

しい自然景観を楽しめる路側駐車帯であるこ

とが一目でわかるように、駐車帯を表す P と

ビューポイントパーキングを表すカメラマー

クの標識を設置することとした。（写真－６） 
 

７－１ 駐車帯名のモニュメント  
 駐車帯名称のモニュメントは、駐車帯から眺望できる山並みを彫り込みで表現し、

斜里岳や知床連山の名前を明記した。（写真－７）  
 
７－２ 四季の写真モニュメント  
 四季の写真モニュメントは、駐車帯から見た知床連山の風景を写真で展示し、展示

写真を入手できる QR コードをモニュメントに記載した。また、知床が世界自然遺産

に登録されたことで、アジアや欧米諸国からの観光客も多いことから、「流氷街道・鱒

浦」の魅力を日本語、英語、中国語、韓国語の４カ国語で表記することとした。  
（写真－８）  
 
 
 
 

 
 

写真－６ ビューポイントパーキング標識  

写真－７ 駐車帯名のモニュメント  



 

８．「流氷街道・鱒浦」完成  
 ビューポイントパーキング「流氷街道・鱒浦」完成を記念して、平成 19 年 11 月 12
日モニュメント除幕式を行った。除幕式にはワークショップメンバー約３０人や建設

業者が参加し、除幕式にあわせてハマナスの植樹が行われた（写真－９）。「流氷街道・

鱒浦」は 11 月 13 日から供用が開始された。  
 
 
 
 
 
 
 
 

写真－９ モニュメント除幕式  
 

８－１ 整備効果の検証 

 ビューポイントパーキング整備後、多くの観光客等が利用している光景が見られた

が、施設を利用した観光客等が、どのような感想や満足度を感じているかを把握する

ため、供用開始から一ヶ月後の１２月１５日（土）１６日（日）にアンケート調査を

行った。  
 
８－２ 利用者の居住地および移動手段 

 調査中に「流氷街道・鱒浦」を訪れた観光  
客は、主に道内からでありオホーツク圏内か  
らの来訪は８４％であった。（図－５）  
 移動手段を見てみると、観光客の大半が自 

家用車やレンタカー(マイクロバス)を利用し 

ており、大型バスによる団体旅行から少人数 

旅行へ旅行形態が転換されていると思われる。 

（図－６）  
 

８－３ 「流氷街道・鱒浦」の知名度 

 訪れた観光客の約半数となる４０％の利用 

者が、走行中に「案内標識により」という理 

由で訪れていたという回答であった。また整 

備以前から自然景観の優れた場所と認識して 

いた、新聞で以前から知っていたというオホ 

ーツク圏内からの来訪者が多かった。 

（図－７）  

図－５ 図－６ 

図－７ 図－８ 



 

８－３ 利用目的および利用状況の変化 

利用目的を見てみると、休憩のため訪れている利用者 

が３２％と多いが、景観や写真撮影を楽しむために訪れ 

る観光客も多いことから、既存の路側駐車帯の機能に加 

え、ビューポイントパーキングとしての整備目的と一致 

した利用目的が確認された（図－８）  
また、以前は駐車帯が整備されていないことから停車 

できず、景観を楽しむことが出来なかったが、整備後は 

安全に訪れることが出来るため、駐車帯付近の利用状況 

は安全面からも良くなったといえる。（図－９） 

 

８－４ 全体評価 

 駐車帯・観光ポイント・交通安全ともに満足とする回答が７０～８０％と非常に高

いことから、利用者のニーズに沿った整備がされたという評価を得たといえる。 

（図－１０）  

 

 

 

 

 

 

９．今後の課題  

 地域観光資源としてビューポイントパーキング「流氷街道・鱒浦」をより多く利用

してもらうためには、東オホーツクシーニックバイウェイとの連携やボランティアサ

ポートプログラムなどの活用、ホームページや携帯サイトでの情報提供、地図やカー

ナビでの案内など、多様な方法の PR 活動が必要不可欠である。また、ビューポイン

トパーキングが、きれいで、安全安心に利用でき、末永く地域の方々や観光客に親し

まれるためには、地域と道路管理者、東オホーツクシーニックバイウエイ連携会議な

どと一体となった維持管理手法や清掃活動などの取り組みも重要であろう。  
 
10．おわりに  
 今回の「ビューポイントパーキング」整備により、地域との協働による整備の重要

性を改めて感じると共に、これまでの道路整備に様々な工夫を加えることで、道路空

間としての魅力向上を図れることを改めて感じた。また、ビューポイントパーキング

は、整備することで迷惑駐車や迷走運転・脇見運転の防止により、交通事故の減少も

期待される。今後も今回の経験を生かし、地域特性やニーズを反映した道路整備、道

路付属施設の整備を実践していこうと考える。  
 最後に、整備に対し貴重なご意見をいただいたワークショップメンバーならびに、

ご理解・ご協力をいただいた地域の方々に謝意を表す。  

図－９ 

図－１０ 


