平成 24 年度

「知床地域における新しいみちのマネジメント」について
－協働型インフラ・マネジメントの導入と実践－
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現在、北海道の各地において「協働型インフラ・マネジメント」が取り組まれている。網走開発建
設部管内においても、世界自然遺産知床を有する斜里町において平成 17 年度から試行的に導入し、こ
れまで実践してきている。この取組は新しいみちのマネジメントとして、地域特有のニーズに則した
「使いやすい道路」を目指し、地域の住民や団体、学識者、行政で構成される協働の組織を設置し、
基本プランの策定とプランの実現に向けた活動を推進するものである。本稿では、PDCA サイクルを取
り入れた実践内容を報告するとともに、
「協働型インフラ・マネジメント」においては、丁寧に住民と
行政との信頼関係を築いていくことが大切であることを述べる。
キーワード：多様な連携・協働、住民参加、計画手法、事故防止
１．はじめに
『新たな北海道総合開発計画』
（平成 20 年閣議決定）
の『計画の進め方』において、
「多様な連携・協働」
、
「新
たな北海道イニシアティブの発揮」が位置づけられてい
る。
「多様な連携・協働」については、
“地域において、
国と地方公共団体が中心となって必要な調整を行い、地
域の発展に向けた各種事業・施策等について連携・協働
を図るとともに、多様な民間主体と行政とが一体となっ
た取組を展開することにより、相乗的な効果を発揮させ
ることが重要である。
”また、
「新たな北海道イニシアテ
ィブの発揮」
では、
“北海道の優れた資源・特性を活かし、
全国画一ではないローカルスタンダード導入による、北
海道固有の課題に対する独自の取組（北海道スタンダー
ド）や、我が国の経済社会の変化に応じた制度設計のフ
ロンティアとなる、他地域にも共通する課題に対する北
海道の特性を活かした先駆的・実験的取組を、我が国の
経済社会づくりを先導する新たな北海道イニシアティブ
として、積極的に推進する”と記されている。
さらに、社会資本整備審議会道路分科会建議中間とり
まとめ（平成 24 年 6 月）においても、多様な主体との積
極的なパートナーシップによる道路サービスの実現が提
案されている。
「協働型インフラ・マネジメント」は、これらの“多
様な民間主体と行政とが一体となった取組”
、
“制度設計
のフロンティアとなる先駆的・実験的取組”の代表例で
あると言える。

啓発活動等を、即地的、総合的、継続的に推進するため
の、組織体制及びその運営方法のことである。
(2)知床における新しいみちのマネジメントの導入
網走開発建設部では、一般国道 334 号斜里～ウトロ間
（図-1）を対象路線・区間として、限られた予算の中で
「使いやすい道路」を目指し、
「協働型インフラ・マネジ
メント」を試行として平成 17 年度に導入した。
平成 17 年～18 年度までを 1st ステージとして、地域
を熟知し当該路線を利用する有識者等で構成される企画
アドバイザーグループを設置し、企画アドバイザーとワ
ークショップを行い、コミュニケーションツールを用い
ながら、路線に関わる地域戦略、求められる役割、性能
及び整備・運用の工夫を検討するプロセスを経て「基本
プラン（案）
」を立案した。
平成 19 年度から 2nd ステージに移行し、1st ステージ
で作成した「基本プラン（案）
」を基に、路線の課題、地
域資源、今後の検討の方向性について整理した上で、関
係自治体・行政機関及び農業、商業、観光業等の各業界
のリーダーや地域住民代表等による「路線連絡会議」に

(1)協働型インフラ・マネジメント
協働型インフラ・マネジメントとは、道路管理者が、
地域及び道路利用者と協働で、地域のニーズや特性に合
致した道路構造及び道路利用や維持管理の実現、地域の
活性化を目指した新たな道路計画・整備・運用あるいは
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一般国道 334 号
斜里～ウトロ間
L=31km

図-1 対象路線・区間

表-1 基本方針
＜基本方針＞
・自然環境と共存・共生する地域を支援するみちづくり
知床地域では、これまで、普遍的価値のある特徴的な自然環境を保護しなが
ら、自然環境との共存・共生を図っており、世界自然遺産として登録された事
で、より自然環境との共存・共生を深めていくことが重要である。
このため、自然環境と共存・共生する地域を支援するみちづくりを目指す。

・世界自然遺産と一体化して、知床の魅力を向上させるみちづくり
国道 334 号は、世界自然遺産知床へのアクセス道路であり、知床へと続く道
のりの中で、知床の自然を活かし、魅力を感じさせる重要な役割を担っている。
このため、自然環境に配慮し、また地域固有の資源を活かし、知床の魅力を向
上させるみちづくりを目指す。

・地域と行政の協働により、誰もが使いやすいみちづくり
国道 334 号は、世界自然遺産知床のアクセス道路としての役割を、持続的に果
たしていく。このため、知床を支える地域の方々と道路管理者である行政が協
働で一丸となって誰もが使いやすいみちづくりを目指す。

図-2 検討体制

表-2 基本プラン

生 活
○通勤・通学や、通院、買い物など日常生
活で使う道路だから・・・・・
・確実に走りたい。
・安全に走りたい。
・安全に歩きたい。

自
然
環
境
・
景
観

産 業
○新鮮な魚介類や農作物など、様々なもの
を運ぶ道路だから・・・・・
・早く届けたい。
・確実に走りたい。
・安全に走りたい。

観 光
○沿道に観光資源がたくさんあるか
ら・・・・・
・色々な観光資源を楽しみたい。
・安全に観光をしたい。
・待たずに施設を利用したい。

＜区間＞
＜資 源＞
推進テーマ：①オシンコシン
オシンコシン
オシンコシンの滝
美しい海
美しい夕日
推進テーマ：②パーキング
斜里～ウトロ
美しい海
美しい夕日
美しい山
鮭・マスの遡上
貴重な植物
遊歩道として使えそ
うな保安林
推進テーマ：③道路構造安全対策
斜里～ウトロ
知床らしい自然景観

推進テーマ：④冬期対策
斜里～ウトロ
流氷の海

＜問 題＞

＜実現したい目標＞

＜検討・実現の方向性＞

渋滞
路上駐車
歩行者の乱横断
長時間の駐車

・混雑の解消
・安全性の向上

・オシンコシン周辺の混雑解消策について考える
・オシンコシン周辺の安全対策について考える

駐停車する場所がない

・駐停車場所確保に
よる魅力向上
・駐停車場所確保に
よる安全性向上
・環境保護・利活用

・既存駐車場の活用について考える

路上駐停車車両による
安全性の低下

歩行空間の不足
急カーブ箇所
急勾配区間
景観を損なう看板
乱立する標識類
通行規制区間

・安全性の向上

地吹雪の発生
路面凍結
雪堤による車線狭小・
景観阻害

・冬の安全性の向上

提示し、
「基本方針」
（表-1）
、
「基本プラン」
（表-2）
を策
定した。同時に、個別課題に直接的・間接的に関与する
メンバーで構成される「推進グループ」を設置し、PDCA サ
イクル（検討・実施・評価・改善）を意識しながら継続
的に行うこととなった。この取り組みの導入から基本方
針、基本プラン策定までの検討体制を図-2 に示す。
現在は、
「知床における新しいみちのマネジメント」
と
称し、パーキング推進グループ（推進テーマ：①オシン
コシン、②パーキング）と、道路構造安全対策推進グル
ープ（推進テーマ：③道路構造安全対策、④冬期対策）
によって取り組んでいる。

・景観の向上

・冬の景観の向上

・新しい駐車場設置について考える
・保安林や自然環境の保護、活用について考える

・安全に歩ける道路について考える
・安全に走れる道路について考える
・快適に走れる道路について考える

・冬でも安全に歩ける道路について考える
・冬でも安全に走れる道路について考える
・冬でも快適に走れる道路について考える

に入庫できず、路上駐車や横断歩行者が発生し、走行安
全性の低下や横断歩行者の事故などの危険性が増加して
いる（写真-1）
。このため、国道上の安全確保には、オシ
ンコシン駐車場の混雑解消が必要であった。

写真-1 駐車場混雑と路上駐車の状況
２．知床における新しいみちのマネジメントの実践
(1)推進テーマ「オシンコシン」の取り組み
a)現状と課題
オシンコシンの滝は、国道から近く、多くの観光客が立
ち寄る知床地域の人気観光スポットである。このため、
国道に隣接し、町が管理するオシンコシンの滝駐車場
Satoru Tooshima，Tatsuo Miyoshi，Toshiyuki Kataoka

b)原因と課題解決の方向性
推進グループでは、
駐車場の混雑要因として、
「ＧＷや
お盆など大型連休時にのみ発生」
、
「釣り客など長時間駐
車車両の存在」
、
「知床地域の最初の観光地であり周辺に
観光ポイントがないため集中しやすい」
、
「駐車場敷地の
拡大は、落石や地形的要因により困難」など、駐車場の

利用実態や地形的課題に関する意見交換がなされた。
また混雑を解消するアイディアとして、①駐車需要の
分散、②適正な駐車場利用を図る運用改善、③駐車容量
の拡大などが提案された。
c)対策実施
取り組みは、すぐに実現できると判断されたソフト的
対策から着手し、PDCA サイクルに基づき推進した。
①観光客の立寄る場所やイベント会場での駐車需要の
分散を図る
「情報提供イベント・道の案内人」
（写真-2）
、

d)取り組みの結果と評価
現時点では、目標とする駐車場の混雑解消までには至
っていないものの、昨年度までに実施した取り組みによ
り、バスの路上駐車削減（図-3）や、長時間駐車対策に
よるピーク駐車台数の低減による混雑緩和
（図-4）
など、
取り組みの効果が得られている。
また協働による継続的な取り組みにより、駐車場内の
通路・出入口の狭小といった構造的な問題解決の必要性
を認識することが出来たため、今年度、地域協働による
マーキング変更を実施し、混雑解消が期待される。
バスの路上駐車台数
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路上駐車台数（台）
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写真-2 道の案内人の実施状況
②適正な駐車場利用を促進する
「バススペースの確保」
（写真-3）や長時間駐車による駐車場の占有を避ける夜
間駐車場閉鎖による「長時間駐車対策」
（写真-4）
、
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図-3 バススペース確保の実施結果
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写真-3 バススペース確保の実施状況
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図-4 長時間駐車対策による効果

写真-4 長時間駐車対策の実施状況
③駐車容量の拡大・利便性向上を図る「駐車場マーキ
ング変更」
（写真-5）など、利用者の視点を活かしつつ取
り組みを実施した。

写真-5 駐車場マーキング変更作業実施状況
取り組み内容は、表-3 に示すとおりである。
表-3 推進テーマ「オシンコシン」の取り組み
①駐車ニーズの分散
実施年度

②適正な駐車場利用の運用改善

情報提供
イベント

道の案内人
情報提供

ﾊﾞｽｽﾍﾟｰｽ
の確保

ﾊﾞｲｸｽﾍﾟｰｽ
への誘導

H19年度

○

○

H20年度

○

○

○

H21年度

○

○

○

H22年度

○

○

○

H23年度

○

○

H24年度

○

○

③駐車容量拡大・利便性向上

長時間
駐車対策

駐車場
将来計画検討

○

○

○

○

○

○

マーキング
変更

○
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(2)推進テーマ「パーキング」の取り組み
a)現状と課題
一般国道 334 号の斜里町峰浜地区からウトロ地区に通
、
「流氷」
など優れた地
ずる海岸沿いは、
「海に沈む夕日」
域資源を有しており、車両で走りながら知床の魅力を体
感できる。しかしそれら魅力的資源を停車してゆっくり
眺めることができる海側の駐車スペースが無く、路上駐
車の発生や、山側の駐車場に停車し海側へ横断する観光
客など、走行時の危険性が指摘されていた。
b)原因と課題解決の方向性
推進グループ会議で、
「景観の良い場所での駐車スペ
ースの確保」
、
「既存の駐車場の活用や新しい駐車場の確
保」について議論された。
しかし現状では、海側に新たな駐車スペースの確保が
困難なため、継続課題として協議していくこととし、当
面、既存のスペースを活用すること、特に山側から海側
への乱横断を防止する方法として、山側からでも流氷が
見える高台を作るというアイディアが提案された。
c)対策実施
平成 20 年度から実施しており、
はじめは既存の山側駐
車場共通の課題となる乱横断を防止する高台設置から着
手することが望ましいと考えられた。しかし、既存の山

平成 21 年度以降は、
海側にある民間施設の協力により
駐車場の確保と「雪山展望台」の設置を実施した。また、
気軽に立ち寄り易くするため、広報や仮設案内板の設置
を行い集客を図った（写真-7）
。
平成 24 年度は、
新たな民間駐車場での実験を予定して
いる。また、海側駐車スペースの適地については継続的
に検討を進めている。

写真-7 民間敷地を活用した事例
取り組みの一覧を表-4 に示す。
表-4 推進テーマ「パーキング」の取り組み
①山側駐車場の活用
実施年度

乱横断を防止す
る雪山設置

○

○

②海側の民間駐車場の活用

③海側駐車場候補地検討

ﾋﾞｭｰﾎﾟｲﾝﾄ
立寄りを高める 新たな駐車場ス
ﾊﾟｰｷﾝｸﾞの設置 雪山展望台設置 ペースの模索

新たな駐車場の
整備検討

H20年度

至 ウトロ

H19年度

H21年度

○

○

H22年度

○

○

○

H23年度

○

○

○

H24年度

○

対策箇所

至 斜里

臨時駐車場
の設置

60

写真-6 跡地利用の雪山展望台状況

(3)推進テーマ「道路構造安全対策」の取り組み
a)現状と課題
一般国道 334 号の斜里町峰浜地区から日の出地区間は、
狭小幅員の橋梁や急カーブの連続などの問題に加え、冬
期には路面凍結に起因する交通事故発生など、危険な箇
所が存在している区間であった。このため安全・安心に
走行できる道路が求められていた。
b)原因と課題解決の方向性
推進グループ会議で、特に「冬期の運転に不慣れなド
ライバーの危険性が高い。
」ことが指摘され、事故を未然
に防ぐ対策が急務であると判断された。
そこで、道路管理者が所有する事故発生履歴と警察が
所有する事故の危険箇所情報を合わせ、事故危険箇所に
ついての情報を共有した。また、事故の危険性がある箇
所の把握には、地域住民がヒヤリ・ハッとした箇所に関
するアンケートの実施が提案され、推進グループメンバ
ーが利用頻度の高いウトロ地区の全世帯を含む 1,000 票
の配布を行い、道路利用者が不安や危険性を感じる潜在
的な事故危険箇所について把握した。
これらの検討を踏まえ、道路管理者がすぐに対応可能
な危険箇所は対策を実施し、それ以外の危険箇所につい
ては、把握した事故やヒヤリ・ハットの情報を提供する
ことに至った。
c)対策実施
ハード対策としては、道路線形改良による急カーブの
解消のほか、対象区間で最も多くヒヤリ・ハットが指摘
された弁財覆道前後での凍結・スリップ解消のため、覆
道内に溜まる融雪水の凍結によるつるつる路面発生を抑
制するグルービング舗装を実施した（図-6）
。
1
R=

図-5 跡地利用の雪山展望台設置箇所

実施以降、立寄者は年々増加し、平成 23 年度は、１ヶ月
間で約４千人が立ち寄った。このことから、地域を訪れ
る観光客等のニーズ（流氷をよく見たい）にマッチした
この民間敷地の雪山展望台は、路上駐車削減対策として
有効であるだけでなく地域の魅力向上にも寄与すると考
える。ただし、立寄者の増加に伴い、駐車場や雪山展望
台の管理が必要となるため、継続的に行うには地域協働
は不可欠といえる。

R=
1

側駐車場では、
高台を設置するスペースがないことから、
道路線形改良後の山側の跡地を活用した「ビューポイン
トパーキング」と敷地内の雪を利用した「雪山展望台」
（図-5、写真-6）を設置した。

○
○
弁財覆道
Ｌ＝72ｍ

d)取り組みの結果と評価
山側駐車場の乱横断防止対策としての雪山展望台設置
については、横断防止効果はあるものの、駐車場利用者
の増加に伴い乱横断を誘発する懸念があるため、課題解
消には、適切なポイントに海側駐車場を新設したり民間
駐車場を活用したりする必要があると考える。
また、海側の民間駐車場に設置した雪山展望台では、
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図-6 弁財覆道での対策概要

ソフト対策として、実際の事故発生箇所や潜在的な事
故危険箇所を可視化した
「ヒヤリ・ハットマップ」
（図-7）
を作成した。作成にあたり、より多くの道路利用者に入
手してもらうため、地域の方々が考える「冬の見所」情
報も合わせて掲載した。

図-7 作成したヒヤリ・ハットマップ
さらに、土地勘のない道路利用者のために、多くの意
見が寄せられた危険箇所に、協働でデザインした現地看
板（写真-8）を設置し、マップと併用した、より適切な
注意喚起を実践した。

危険 注意
減速

この 先

写真-8 ヒヤリハット箇所を示す現地看板の設置
取り組みの一覧を表-5 に示す。
表-5 推進テーマ「道路構造安全対策」の取り組み
実施年度

①危険箇所の把握
夏期ヒヤリハット 冬期ヒヤリハット
箇所の把握
箇所の把握

H19年度
H20年度

○

H21年度
H22年度
H23年度
H24年度

②ヒヤリハット箇所情報の活用
ヒヤリハットマッ
冬期路面凍結
道路線形改良
プの作成・提供
対策の実施

○

○

○
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○

d)取り組みの評価
道路構造安全対策による取り組みは、道路管理者が主
体で実施しているが、協働により、現状課題の把握や要
因分析に応じた適切な対策の立案、効果検証も可能であ
る。特に、ヒヤリ・ハット箇所の把握を地域協働で行っ
た契機に、
道路維持や交通安全対策の展開も容易となり、
有効な取り組みが実施されているといえる。
(4)推進テーマ「冬期対策」の取り組み
a)現状と課題
前述のとおり峰浜地区からウトロ地区の海岸沿いは、
冬期の知床地域特有の「流氷」が見られ、走りながら冬
の知床の魅力を体感できる。
しかし、車道や歩道の通行機能を確保する除雪により
防護柵周辺に堆雪する雪堤が原因で、車高の低い乗用車
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から「流氷」が眺められないという課題がある。
b)課題解決の方向性
推進グループ会議で、
「冬期の知床のアクセス道路で、
流氷や海が見えないのは魅力減」
、
「高い雪堤は運転して
いて圧迫感を感じる」という意見が出された。これを契
機に、行政・地域・ユーザーが、協働で出来ることを模
索し、解決に向けた取り組みを実践してみようというこ
とになった。
道路管理者としては、防護柵の堆雪を取り除く附帯除
雪を、
継続的に実施するのはコスト・ 体制的に困難だが、
堆雪スペース確保のためなら可能であること、地域から
は、具体な実施すべき箇所、期間の提案があり、住民だ
けでは作業に限界があるものの、実際に可能かやってみ
ようという前向きな意見が出た。
これらの検討を踏まえ、すぐに実現可能な取り組みと
して、道路管理者が堆雪スペース確保のための附帯除雪
により雪堤を一度除去し、その後、地域住民団体が堆雪
状況を監視し雪かきを実施する除雪ボランティアの実施
案をまとめ、実験による継続実施の可能性や知見を得る
こととした。
c)対策実施
冬期に観光客が多く訪れるイベントである「オーロラ
ファンタジー」が開催されるため、その開催期間に合わ
せ、
「除雪ボランティア」を実施することとした。道路管
理者が一度、硬く固まって堆積した雪堤を附帯除雪によ
り除去し、その後、地域住民団体が堆雪状況を監視し、
雪かきが必要と判断した場合、地域住民にチラシで参加
者を募りを実施した（写真-9）
。実施箇所・区間は、地域
住民・団体で検討し、観光客など道路利用者が安全に停
車して景観を楽しめる既存の駐車スペースや民間駐車場
が利用可能な箇所を選定した。
対策実施後の状況は写真-10 のとおりで、見透しが改
善されているのが分かる。

写真-9 除雪ボランティアの実施状況

写真-10 除雪後の見透し改善状況
平成 19 年度の実施以降、
地域住民・団体が主体となり、
継続的に実施している（表-6）
。

表-6 推進テーマ「冬期対策」
：除雪ボランティアの取り組み
実施時期

実施箇所

2.28
オンネベツ、オシンコシン、三段の滝
3.11
プユニ岬、季風クラブ前
H19年度
1,2回目共に約30名が参加
H20年度

2.19
オシンコシン、季風クラブ前
3.6
幌別付近
1回目約40名、2回目約30名が参加

H21年度 降雪が少なく、流氷接岸期には、雪堤が無かっ
たため、実施中止
2.8
オシンコシン、幌別付近
2.28
H22年度
1,2回目共に約50名が参加
H23年度

1.30
オシンコシン、幌別付近
2,下旬
雪堤が無く、2回目中止
1回目約78名が参加,

d)取り組みの結果と評価
流氷の見える除雪の取り組みに対する評価としては、
過年度に行ったアンケート結果（図-9）を見ると、観光
客の８割以上が良いと評価しており、また、ボランティ
ア参加者の８割以上が継続実施すべきと回答している。
さらに地域住民の認知度も７割以上と高く、機会があれ
ば参加してみたいと回答した住民も約 1/4 いた。
除雪ボランティアは、地域住民が主体となって継続的
に実施することで、その効果として地域の魅力向上や来
訪者の満足度向上に結び付き、道路の快適性も高まるこ
とから、
三方良し的な効果が見られる取り組みと考える。
◆取組みに対する観光客の評価
その他
2
よくない
1.5%
1
0.7%
どちらとも
いえない
10
7.4%

無回答
6
4.4%

◆取組み継続に対する参加者の意見
わからない
4
8.7%

H19 年度

無回答
2
4.3%

H19 年度

中止すべき
1
2.2%

良い
116
85.9%

実施すべき
39
84.8%

Ｎ=46

Ｎ=135

◆除雪ボランティアの認知度

◆取組みへの参加意向

H23 年度

無回答
14
5.0%
知らない
61
21.9%
知っている
204
73.1%

回答数：２７９

(1)具体的ニーズの把握や問題の発見と共有
当該路線の利用者であり地域を熟知している有識者や
地域の関係者とともに、路線に関わる地域戦略、路線に
求められる役割、性能及び整備・運用の工夫を検討した
ことにより、道路管理者だけでは気づかないニーズや課
題を発見することができた。
(2)利用者と管理者の融合
当初は制度設計や課題の洗い出しが主眼であったが、
会議を回を重ねるうち、意見や検討結果が実現化に展開
することで、参加者の関心は高まり、その結果、住民側
と行政側の理解度・信頼度が深まり、両者の協働体制が
構築された。両者が、互いの役割を認識し、信頼関係の
構築、醸成が協働活動の基本的要件であり、今後の道路
行政の取り組みの基本的要件になると考える。
(3)総合性と創意工夫の促進
常に基本プランを意識し、
目標を共有することにより、
目的を逸脱することなく、様々なアイディアや工夫に基
づき、実際に整備・運用し、PDCA サイクルによって、よ
り地域に即した取り組みの実践が可能となった。
(4)社会基盤の学習・啓発の場
道路をきっかけとした地域活動を通じ、地域コミュニ
ティの向上、地域の活性化を図るとともに、道路の整備
や運用への積極的かつ自立的な参加を促すことに貢献す
ると考える。
(5)協働の多様性に伴う柔軟な体制構築
取り組みの実施には、目標や実施過程を踏まえ、得手
不得手を考慮し、役割分担を明確にすることが必要であ
り、道路管理者、地域住民、それぞれが協働の主体とな
るケースにおいて、柔軟な対応が可能であった。

参加した事は
ないが
機会があれば
参加してみた
い
73
26.2%

無回答
19
6.8%

参加した事が
ある
46
16.5%

H23 年度

参加した事が
ない
141
回答数：２７９
50.5%

図-9 除雪ボランティア関するアンケート結果
３．まとめ
これまで「使える道路」をキーワードに『協働型イン
フラ・マネジメント』の導入・実践してきた。道路とそ
の沿道を一体空間と捉えた魅力向上、地域の魅力・弱点
を十分に理解し、地域の実情に即し、
「こうすれば使え
る」といった知恵を出し合って、地域・ユーザーと行政
が協働して整備運用の工夫を進めてきた。
方針やプランの思想、協働の主体である、利用者、地
域行政ならびに道路管理者の信頼関係を維持し、参加者
への負担を考慮しながら、
現実的な体制を構築してきた。
これまでの実践を踏まえて、今後の協働型インフラ・
マネジメントのあり方についての知見を以下に示す。
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４．おわりに
「協働型インフラ・マネジメント」を導入展開するこ
とは、地域ニーズと課題の把握、課題解決に向けた道路
の役割、必要な道路整備や運用の工夫等の検討整理が体
系的に行われることに繋がる。また、結果として、地域・
ユーザーによる道路整備や行政への理解度向上のみなら
ず、行政側による地域との協働意識（職員による市民参
加意識）の高まりも期待されると考える。
この北海道において、道路の計画・整備・管理運用を
行うにあたっては、広域分散型の都市構造の対応や厳し
い積雪寒冷期における走行環境の保全が必要であること
に加え、地場産品の円滑な輸送、魅力的な観光資源の活
用など、地域活性化に対し如何に支援・貢献できるかが
重要となっている。また、財政状況の変化等を踏まえ、
限られた予算を効率的・効果的に活用する観点から、地
域や利用者の様々なニーズへどう適切に対応できるかが
これまで以上に強く求められている。
本手法の導入により、地域住民等と連携・協働した道
路事業が広く展開され、これらが地域活性化への一助に
なれば幸いであると考える。

