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⽇本⾵景街道における今後の展開
及び道路協⼒団体制度の活⽤

令和元年９⽉２０⽇
環境安全・防災課⻑ 渡辺 学

１．⽇本⾵景街道における今後の展開

２．道路協⼒団体制度の活⽤
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⽇本⾵景街道の概要

多様な主体による協働のもと、道を舞台に、⾵景や⾃然、歴史、⽂化など地域ならではの
資源を活かした活動を促進

■理念・⽬的

多様な主体による
協働の取り組み

⽇本⾵景街道

＝

■多様な主体による協働 ■活動概要

2

地域活性化への寄与
地域の歴史、⽂化、伝統の継承、復元など
世代間交流を通じたコミュニケーションの

再⽣・促進 等

観光振興への寄与
地域資源、活動の情報発信や
来訪者を楽しませる⼯夫 等

美しい国⼟景観の形成
⾃然景観の改善、歴史的まちなみの保全 等

有機的に
つなぐ仕組み

（※ルートごとに設置）

 

地域
住⺠ ＮＰＯ 町内会

⾃治会

企業 ⼤学
関係者

警察

地⽅公共団体
（市町村等）

その他道の駅

⽇本⾵景街道パートナーシップ

＋ 道路
管理者

※活動に応じて必要な組織
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⾵景街道関東地⽅協議会（18）
3-1 浅間・⽩根・志賀さわやか街道
3-2 千曲川・花の⾥⼭⾵景街道
3-3 江⼾・東京・みらい街道
3-4 『東京・迎賓地区』
3-5 ルート２９９北⼋ヶ岳しらかば街道
3-6 千変万化の筑波⼭

「まち」「さと」周遊ルート
3-7 時空から天空への道 ⽇光街道
3-8 秩⽗路ルネッサンス
3-9 ⽇本⾵景街道２９８三郷
3-10 浅間ロングトレイル
3-11 甲州夢街道（⼋王⼦･相模湖･藤野エリ

ア）
3-12 南房総・花海街道
3-13 ⼋ヶ岳南麓⾵景街道
3-14 東海道 ⾵景街道
3-15 歴史街道「ぶらり⼤磯」

（Slow Life in OISO）
3-16 ロングビーチ 癒しの九⼗九⾥街道
3-17 ⾕川岳ゆけむり街道

（信仰と歴史の街道）
3-18 いたこ あやめ 花街道

北陸⾵景街道協議会（11）

4-1 ⽇本海パークライン
4-2 北アルプス⼤展望・最⻑最古の塩の

道ルート
4-3 ⾦沢城下 野町・弥⽣誘い街道
4-4 奥能登絶景海道
4-5 良寛も歩いた弥彦浪漫の道
4-6 ⽇本の原⾵景

「枝垂れ桜の咲く⾥への回り道」
4-7 ⾶越交流ぶり・ノーベル出世街道
4-8 よりみち街道『中越』
4-9 越後妻有⾥⼭回廊
4-10 佐渡國しま海道
4-11 ⽩⼭眺望街道中国地⽅⾵景街道協議会（9）

7-1 Ｒ１８５さざなみ海道
7-2 歴史街道「萩往還」
7-3 ⼈間⽂化の原⾵景

〜ご縁をつなぐ神仏の通ひ路〜
7-4 本州最⻄端の道「⾵波のクロスロード」
7-5 しまなみ⾵景街道
7-6 ⼤⼭遠望歴史の道
7-7 ⾵待ち海道 〜隠岐まるごとミュージアム〜
7-8 銀⼭街道・陰陽結ぶ銀の道
7-9 新因幡ライン

〜ふるさとに出会う幸福（２９）ロード〜

沖縄地⽅⾵景街道協議会（2）
10-1 琉球歴史ロマン街道「宿道」
10-2 やんばる⾵景花街道

四国⾵景街道協議会（15）
8-1 いやし・もてなし神⼭街道
8-2 むれ源平⽯あかりロード
8-3 源平ロマン街道
8-4 南いよ⾵景かいどう
8-5 ⼟居廓中
8-6 四万⼗かいどう
8-7 光まわり回廊〜阿南〜
8-8 美⾺市まほろば夢街道
8-9 砥部陶街道
8-10 ⼟佐のまほろば⾵景街道
8-11 三好市秘境ロマン街道
8-12 〜オーシャンビュー〜南阿波

サンライン・⾵景海道
8-13 えひめ やまなみ燦々⾵景街道
8-14 ⼟佐市ドラゴン⾵景街道
8-15 うたづ今昔ロマン街道

⾵景街道中部地⽅協議会（20）

5-1 ⽇本⾵景街道「伊勢熊野
みち」

5-2 ぐるり富⼠⼭⾵景街道
5-3 ⼆つのアルプスに抱かれた

「信州伊那アルプス
街道」

5-4 新しさからなつかしさ
塩の道 〜中⾺街道〜

5-5 こころのふるさと
“⽊曽路”中⼭道

5-6 渥美半島菜の花浪漫街道
5-7 信州みのわ花街道
5-8 古道ロマン「東⼭道」
5-9 “なごみの伊⾖

なごみの道” ⾵景街道
5-10 浜名湖サイクリングロード

5-11 美濃⽩川 四季彩街道
5-12 ⺠俗芸能と南北朝歴史

浪漫のみち「秋葉街道」
5-13 南信州パノラマ街道
5-14 きらり三橋志摩ゆうやけ

パール街道
5-15 東海道「駿河２峠６宿

⾵景街道」
5-16 信州遠⼭郷「天に⾄る

まつり古道」
5-17 ⼤井川流域「南アルプス

への道･お茶の道」
5-18  「合掌･さくら」⾶越街道

〜世界遺産をめぐる道〜
5-19 ⾶騨⾼⼭⾵景街道
5-20 下呂湯めぐり街道

東北⾵景街道協議会（20）

2-1 のしろ⽩神の道
2-2 ふくしま浜街道ハッピーロード
2-3 みちのくおとぎ街道
2-4 菅江真澄と巡るあきたの道
2-5 桑折宿まちなか街道
2-6 忘れられた道造りの歴史と絶景を

「江⼾の旅⽇記から感じる道」
2-7 鹽竈海道
2-8 奥州街道 温故知新の道
2-9 ⻘森エントランスロード

2-10 巣⼦の松街道
2-11 出⽻の古道六⼗⾥越街道
2-12 城下町あいづ道草街道
2-13 広瀬川せせらぎ緑道
2-14 弘前まちなか散策街道
2-15 越後⽶沢街道・⼗三峠
2-16 釜⽯「鉄のみち」
2-17 ⼗和⽥奥⼊瀬浪漫街道
2-18 奥州街道と縄⽂のみち
2-19 ⻩花紅の東むつ湾ルート
2-20 磐梯吾妻スカイ・

レーク・ゴールドライン

近畿⾵景街道協議会（19）

6-11 愛宕街道（京都⿃居本）
6-12 悠久の⽵内街道
6-13 三国湊のまち・海・緑・

そしてひとを結ぶみち
6-14 但⾺漁⽕ライン
6-15 ⽇本⾵景街道まほろば
6-16 ⽇本⾵景街道

〜難波宮と⼤阪・熊野街道〜
6-17 美⼭かやぶき由良⾥街道
6-18 ふくいやまぎわ天下⼀街道
6-19 ⻄の鯖街道

九州⾵景街道推進会議（15）
9-1 ⽇南海岸きらめきライン
9-2 ⽇豊海岸シーニック・バイウェイ

（蒲江・北浦⼤漁海道）
9-3 ながさきサンセットロード

〜橋でつながる教会と歴史の道〜
9-4 北九州おもてなしの“ゆっくりかいどう”
9-5 ちょっとよりみち 唐津街道むなかた
9-6 かごしま⾵景街道
9-7 ⽞界灘⾵景街道
9-8 九州横断の道 やまなみハイウェイ
9-9 九州横断の道 阿蘇くまもと路
9-10 「豊の国歴史ロマン街道」

－⼩倉・⾜⽴⼭から宇佐の森へ－
9-11 みどりの⾥・⽿納⾵景街道
9-12 別府湾岸・国東半島海べの道
9-13 あまくさ⾵景街道
9-14 薩摩よりみち⾵景街道
9-15 島原半島海⼭街道

〜歴史と⽔と温泉のまち〜

3-17

8-129-12

6-1 ⽇本⽂化のクロスロード
（横⼤路・下ツ道）

6-2 新世紀くらわんかストリート
6-3 丹後半島「古代ロマン街道」
6-4 ⽇本⾵景街道 熊野
6-5 ⽇本⾵景街道伊勢街道
6-6 御所まち近世景観街道

〜近世物流の要所〜
6-7 中之島・⼤川・御堂筋回廊
6-8 若狭熊川・鯖街道
6-9 琵琶湖さざなみ街道・中⼭道
6-10 たんぱ三街道

1-12

シーニックバイウェイ
北海道推進協議会（13）

1-1 ⽀笏洞爺ニセコルート
1-2 ⼤雪・富良野ルート
1-3 東オホーツクシーニックバイウェイ
1-4 宗⾕シーニックバイウェイ
1-5 釧路湿原・阿寒・摩周シーニックバイウェイ
1-6 函館・⼤沼・噴⽕湾ルート
1-7 萌える天北オロロンルート
1-8 ⼗勝シーニックバイウェイ〜⼗勝平野・⼭麓

ルート
1-9 ⼗勝シーニックバイウェイ〜トカプチ雄⼤空間
1-10 ⼗勝シーニックバイウェイ〜南⼗勝夢街道
1-11 札幌シーニックバイウェイ〜藻岩⼭麓・定⼭渓

ルート
1-12 どうなん・追分シーニックバイウェイルート
1-13 天塩川シーニックバイウェイ

9-2

2-20

9-13

9-14

8-13

8-14

8-15

1-13

7-8

7-9

3-18

⽇本⾵景街道登録ルート

3

※全国142ルートが活動 （R1.９現在）

9-15



⽇本⾵景街道登録ルート数の推移

4

ルート数

年度

93

105

116
120

127
130 132

135
138 138

141 142 142

80

90

100

110

120

130

140

150

Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1

⽇本⾵景街道戦略会議提⾔（平成19年4⽉）及び、ルートの登録開始（平成19
年9⽉）より10年が経過し、各ルートの取り組み状況は、積極的に活動している
ルートがある⼀⽅、活動が停滞しているルートも存在。

⽇本⾵景街道戦略会議提⾔に対する実施状況を踏まえたうえで、⽇本⾵景街道
戦略会議提⾔の理念・⽬的を再確認し、今後の⽇本⾵景街道の活動を活性化・発
展させるための⽅策について、幅広く議論することを⽬的として設置。

■設置趣旨

■委員構成
◎ ⽯⽥ 東⽣ ⽇本⼤学 特任教授・筑波⼤学 名誉教授

楓 千⾥ (株)ＪＴＢパブリッシング
エグゼクティブ・アドバイザー

熊野 稔 宮崎⼤学 地域資源創成学部 副学部⻑
⽟川 孝道 元・⻄⽇本新聞 副社⻑
林 美⾹⼦ 慶應義塾⼤学⼤学院

システムデザイン・マネジメント研究科特任教授
宗⽥ 好史 京都府⽴⼤学 副学⻑

（敬称略・五⼗⾳順）
◎︓委員⻑
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「⽇本⾵景街道」有識者懇談会



登
録
開
始
か
ら

10
年
以
上
が
経
過

「⽇本⾵景街道の発展に向けて 提⾔」(平成30年8⽉) の概要

「日本風景街道」有識者懇談会 提言概要（１／３）
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○平成17年12⽉に設⽴された⽇本⾵景街道戦略会議による提⾔ (平成19年4⽉)を踏まえ、⽇本⾵景街道の枠組みを構築
○平成19年9⽉より、地⽅ブロック毎に設置された「⾵景街道地⽅協議会」において、順次⾵景街道の登録を開始
○登録開始から10年以上が経過した現在、全国で142ルートが活動
○｢美しい国⼟景観の形成｣、｢地域活性化｣、｢観光振興｣等の分野で⼀定の成果

これまでの活動成果

■多⽅⾯での関連法制度等の充実
・無電柱化推進法(H28.12)・⾃転⾞活⽤推進法（H29.5）・道路協⼒団体制度創設(H28.4)
・道路ﾃﾞｻﾞｲﾝ指針(案)、景観に配慮した道路附属物等ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ策定(H29.10)
・まち・ひと・しごと創⽣法（H26.12）
・観光関連施策（⽇本版DMO、観光ﾋﾞｼﾞｮﾝ実現ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ2018､⽇本遺産､ｼﾞｵﾊﾟｰｸ､農業遺産等）

■インバウンド増加等による機運の⾼まり

社会動向の変化

○停滞が⾒られるパートナーシップが存在
○「⽇本⾵景街道」の認知度が低い
○関係者間の発展に向けた議論が不⾜
○地元⾃治体との連携が不⾜

○好事例や助成制度等の共有が不⾜
○ルート登録後に活動状況の確認等を⾏う

スキームがない
○資⾦・⼈員体制が不⾜

発展に向けた課題

発展に向けた具体的取り組みの⽅向性

相
互
に
連
携

「日本風景街道」有識者懇談会 提言概要（２／３）

①景観の整備・保全
・道路管理者や地元⾃治体が中⼼となって、⺠
間と連携した景観整備・保全の推進⽅策を検
討（道路景観・ビューポイント・⾃転⾞通⾏
空間等の整備、無電柱化の推進、屋外広告物
条例の活⽤等による沿道景観規制、定期的な
景観点検の実施 等）

②案内看板等の検討
・地⽅協議会やパートナーシップの案内看板等
に関する議論を踏まえて、認知度向上のため
の案内看板等のあり⽅を検討（案内看板等の
必要性の確認、設置条件などの検討 等）

③情報の発信・共有
・ブランド化や認知度向上のための全国横断的
な情報ポータルサイトを検討、ＳＮＳによる
情報発信を促進（情報ポータルサイトの設置、
受け⼿を考慮した情報のカテゴライズ化、
ウェブサイトでのロゴマークの積極的な表⽰
やバナーの統⼀ 等）

活動の活性化
①道の駅との連携
・道の駅との連携による効果的な情報発信や相
互の魅⼒向上のあり⽅を検討（道の駅を⽇本⾵
景街道の情報発信や活動の拠点として活⽤ 等）

②同種活動との連携
・｢道守九州会議｣や｢夢街道ルネサンス｣等の同
種活動が存在する地域での効果的・効率的な連
携を推進（同種活動関係者との連携推進 等）

③関連施策との連携
・多様な展開をみせている観光施策や⽂化財施
策、農林振興施策等との連携のあり⽅を検討
（関連施策との連携推進、道の語り部育成、イ
ンバウンドへの対応（多⾔語化、多⾔語ガイド
育成） 等）

④関係者の交流
・パートナーシップ同⼠や、パートナーシップ
を構成する道路管理者や地元⾃治体、活動団体
の交流を促進（全国的な意⾒交換の場の設置、
好事例の共有 等）

交流連携の推進

7



「日本風景街道」有識者懇談会 提言概要（３／３）

8

①表彰制度の導⼊
・地域の魅⼒やモチベーションの向上、地元マスコミの報道による認知度向上、地元⾃治体や⺠
間からの⽀援拡⼤などに寄与する表彰制度を導⼊（地⽅協議会での表彰の実施、全国表彰の早期
導⼊ 等）

②登録内容の再確認
・社会動向が変化するなか、各ルートの活動コンセプトや活動内容等が不明確となっている場合
があり、パートナーシップの構成組織や活動内容等、登録内容の再確認を実施（地⽅協議会での
再確認の実施、活動コンセプト等の明確化、訪⽇外国⼈旅⾏者からの視点による新たな地域資源
の発掘、関係者のコミュニケーションの向上 等）

③道路協⼒団体制度の活⽤
・パートナーシップの活動資⾦不⾜等の課題解決や賑わいの創出などを推進する上で、道路協⼒
団体制度を効果的に活⽤（収益事業等の好事例の発信・共有、道路協⼒団体の指定拡⼤ 等）

④⽀援体制の構築
・パートナーシップの効果的・継続的な活動を⽀援する仕組みや⽅法を検討（シーニックバイ
ウェイ⽀援センターによる⽀援内容等を参考、地⽅協議会や道路管理者等による⽀援の仕組みや
⽅法などの検討 等）

活動環境の整備

提言をふまえ、現在取り組んでいる事項

【情報発信】

①⽇本⾵景街道ポータルサイトのリニューアル ⇒ のちほど詳しく紹介

②案内看板等の検討
相応しい表⽰内容や設置条件等の具体的なあり⽅について、地⽅協議会で意⾒交換を実施
意⾒交換の結果をふまえて全国的なあり⽅を検討

【活動環境の整備】

③登録内容の再確認 ⇒ のちほど詳しく紹介

④関係者間の交流促進
全国的な意⾒交換会を３⽉に開催、今後も継続して開催

⑤関連施策（道の駅、観光、⽂化財等）との連携促進
お互いにとってメリットとなる具体的な連携のあり⽅を検討

⑥表彰制度の導⼊
未実施の地⽅協議会において表彰制度導⼊を検討
各地⽅協議会における導⼊状況をふまえ、全国的な表彰制度を導⼊

⑦道路協⼒団体制度の運⽤弾⼒化 ⇒ のちほど詳しく紹介

情報発信・共有

活動環境の整備

9



①トップ画⾯には、これまで⾵景街道が守り育んできた⾃慢の⾵景を積極的に活⽤
（スライドショー表⽰）
②外国⼈観光客に向けて英語版ページを追加予定

提言を受けての取り組み ＜情報発信・共有 ①＞

既存のウェブサイトの構成を抜本的に⾒直し、⾵景写真を多く取り⼊れ、
ビジュアル重視の全国横断的なポータルサイトに向けて、リニューアル作業中︕︕

ポイント

10

現在

リニューアル後 ＜トップページ＞

英語版ページへのリンク※開発中画⾯

季節や場所などによる⾵景検索ページを新設
好きな⾵景写真を選び、クリックするとその場所の説明やマップ上の所在地を表⽰

提言を受けての取り組み ＜情報発信・共有 ②＞

ポイント

11

※ 新機能追加します︕
『好きな⾵景を探してみる』で好みのジャンルで検索可能に

好きな⾵景ページ（詳細情報）

キーワードを⼊⼒

※開発中画⾯



①Google マップに表⽰することで、地図の拡⼤・縮⼩等が可能となり、⽬的地への
到達が容易に

②おすすめスポット、おもな⾒どころを地図上で確認でき、ガイドマップとしても
利⽤可能

提言を受けての取り組み ＜情報発信・共有 ③＞

ポイント

12

現在
リニューアル後 ＜ルートマップ＞

PDFでルートマップ紹介

Google マップ

①おすすめルートの表⽰

更進地区⽺蹄⼭ビューポイ
ントパーキング（京極町）

更進地区⽺蹄⼭ビューポイントパー
キング（京極町）

https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/kn/do
u_kei/ud49g7000000u2oq.html

②おすすめス
ポット・おもな
⾒どころの表⽰

名前

説明

ＵＲＬ

※開発中画⾯

提言を受けての取り組み ＜登録内容の再確認＞

①パートナーシップ内（活動組織⇔道路管理者）のコミュニケーション強化
②活動上の課題の確認
③登録時と現在での変化や明確にすべき事項の確認

・中⼼となる道路（起終点等）や道路管理者、⾵景街道の範囲の明確化
・活動コンセプトや活動内容、地域資源の再確認
・パートナーシップを構成する組織（地元⾃治体含む）とそれぞれの役割の明確化
・訪⽇外国⼈旅⾏者からの視点による新たな地域資源の発掘 等

④今後の展望や継続性の確認

⽬的

道路管理者 活動組織

⾵景街道パートナーシップ環境安全・防災課 整備局（地⽅協議会）

全国情報集約

現状把握

「登録事項等変更届」作成

現状把握

協議会での
変更内容等の確認・受理

全国状況の把握
整備局による

各ルート情報集約・助⾔
（必要に応じて協議会による助⾔）

報告

助⾔
報告

届出
報告

13

コミュニケーション

作業の流れ



提言を受けての取り組み ＜登録内容の再確認＞

今年度中に全ルートの登録内容の再確認を実施。

【再確認実施状況】
地⽅整備局等 再確認実施済ルート数 今後再確認予定ルート数 地⽅整備局等 再確認実施済ルート数 今後再確認予定ルート数

北海道開発局 １０ルート ３ルート 近畿地⽅整備局 ４ルート １５ルート

東北地⽅整備局 ２０ルート - 中国地⽅整備局 ３ルート ６ルート

関東地⽅整備局 １１ルート ７ルート 四国地⽅整備局 10ルート ５ルート

北陸地⽅整備局 - １１ルート 九州地⽅整備局 - １５ルート

中部地⽅整備局 ２０ルート - 沖縄総合事務局 ２ルート -

※平成31年3⽉末時点

14

道路管理者は、パートナーシップ内で
の位置づけ（⾃らの⽴ち位置）を再認
識し、より活発な活動発展に向けて、
地域と⼀体となって多様な取り組みに
積極的に関与する。

地域住
⺠ ＮＰＯ 町内会

⾃治会

企業 ⼤学
関係者

警察

地⽅公共団体
（市町村等）

その他道の駅

⽇本⾵景街道パートナーシップ

＋ 道路
管理者

※活動に応じて必要な組織

再確認実施上の留意点

１．⽇本⾵景街道における今後の展開

２．道路協⼒団体制度の活⽤

15



○ 「⽇本⾵景街道」や「ボランティアサポートプログラム」の活動団体等から３１団体を指定
○道路協⼒団体と関係道路管理者が連携し、地区の課題解消や賑わいの創出に関する取組を推進

道路協⼒団体の活動事例

<収益活動>
・オープンカフェ
・広告マネジメント
・レンタサイクル 等

<公的活動>
・除草等による道路

管理及び景観の確保
・植栽活動 等

道路空間の価値向上

観光の振興
（地域の活性化・賑

わいの創出）

収益の活⽤
活動・空間価値
向上・観光振興
の好循環を形成

道路空間の活⽤イメージ

＜清掃活動＞ ＜放置⾃転⾞の整序＞

＜花壇の花植え＞ ＜オープンカフェ＞

道路協力団体制度の概要

16

都道府県 市町村 団体名 ⽇本⾵景街道ルート名称 路線
北海道 1 札幌市 札幌⼤通まちづくり株式会社 36

2 札幌市 札幌シーニックバイウェイ藻岩⼭麓・定⼭渓ルート運営
代表者会議

札幌シーニックバイウェイ 藻岩⼭麓・定⼭渓
ルート 230

3 札幌市 ウィンターライフ推進協議会 5,12,36,230,
274,453

4 伊達市他 ⽀笏洞爺ニセコルート代表者会議 ⽀笏洞爺ニセコルート 276,453
5 斜⾥町 東オホーツクシーニックバイウェイ連携会議 東オホーツクシーニックバイウェイ 334
6 留萌市 萌える天北オロロンルート運営代表者会議 萌える天北オロロンルート 231
7 新得町他 ⼗勝シ―ニックバイウェイ ⼗勝平野・⼭麓ルート代表

者会議
⼗勝シ―ニックバイウェイ ⼗勝平野・⼭麓ルー
ト

38,241, 
242,273, 274

8 阿寒町、弟⼦屈町 釧路湿原・阿寒・摩周シーニックバイウェイルート 運
営代表者会議 釧路湿原・阿寒・摩周シーニックバイウェイ 240,241,2

43
⼭形県 9 ⼩国町 地縁団体 ⼤字沼沢(※1) 113
⼭梨県 10 富⼠河⼝湖町 ⼀般社団法⼈ 勝⼭観光協会 139

11 ⼭中湖村 ⼭中湖おもてなしの会 138
千葉県 12 南房総市 株式会社 ちば南房総 127
⻑野県 13 上⽥市 上⽥道と川の駅 おとぎの⾥ 18
新潟県 14 上越市、⽷⿂川市 特定⾮営利活動法⼈ 徳合ふるさとの会 ⽇本の原⾵景「枝垂れ桜の咲く⾥への回り道」 8
富⼭県 15 砺波市 となみチューリップ街道実⾏委員会 156
⽯川県 16 ⾦沢市 ⾦沢⽚町まちづくり会議 157
静岡県 17 富⼠宮市 富⼠⼭朝霧⾼原景観管理協議会 ぐるり・富⼠⼭⾵景街道 139
三重県 18 尾鷲市、紀北町 特定⾮営利活動法⼈ ア・ピース・オブ・コスモス ⽇本⾵景街道「伊勢熊野みち」 42
奈良県 19 奈良市 特定⾮営利活動法⼈ 奈良好き⼈のつどい 24
岡⼭県 20 備前市 ユーサービス備前 2
徳島県 21 徳島市 特定⾮営利活動法⼈ 新町川を守る会 192
愛媛県 22 新居浜市 泉川校区まちづくり連合⾃治会 11

⾹川県
23 ⾼松市 牟礼⾹川グリーンクラブ 11
24 ⾼松市 屋島をよくする会 11
25 ⾼松市 ＮＰＯ法⼈ 四国の道路サポータクラブ 30

愛媛県 26 愛南町 内海名勝会(※1) 56
福岡県 27 福岡市 けやき通り発展期成会 202
⻑崎県 28 雲仙市 ＮＰＯ法⼈ 道守⻑崎 57
⼤分県 29 ⼤分市 道守⼤分会議 10

宮崎県 30 宮崎市、⽇南市、串間市 ⽇南海岸地域シーニックバイウェイ推進協議会 ⽇南海岸きらめきライン 220
31 宮崎市 道守みやざき会議(※2) 220

道路協⼒団体指定状況⼀覧（３１団体）
令和元年6⽉末現在（直轄国道関係）⽇本⾵景街道関係団体︓１０団体

17



取組事例紹介①

18

○⽀笏洞爺ニセコルート代表者会議は平成17年に
設置され、23団体で構成。

○清掃活動・除草活動のほか、道路の駐⾞場等に無
線標識を設置し、道路の利⽤者の利便増進に資する
情報発信を⾏う。

○駐⾞場等でのオープンカフェ等による収益活動を
実施。収益により道路の維持・管理を充実。

道路協⼒団体︓⽀笏洞爺ニセコルート代表者会議
×

⽇本⾵景街道︓⽀笏洞爺ニセコルート

歩道及び駐⾞帯での清掃・除草 オープンカフェ 移動販売⾞イメージ

無線標識設置状況

取組事例紹介②

19

○⽇南海岸地域シーニックバイウェイ推進協議会は平成18年に設置
され、45団体で構成。

○清掃活動・修景活動のほか、いるか岬とるぱ等にてサイクリスト
を対象としたベンチ、サイクルハンガー、⾃販機、露店等の利便施
設を設置・管理。収益により道路の維持・管理を充実。

○サイクリストをもてなすサイクルレスト「よってね︕」を設置。
サイクリング協会と連携し、地域資源を楽しむサイクルイベントの
開催を⾏っている。

道路協⼒団体︓⽇南海岸地域シーニックバイウェイ推進協議会
×

⽇本⾵景街道︓⽇南海岸きらめきライン

雑草除去、雑⽊除伐
修景⽊の維持管理 サイクルハンガーの設置 露店販売

サイクルレスト
よってね



道路協力団体制度の改善と拡充（１．業務内容の充実）

【業務実施申請区間の定義】
・指定後、活動を実施した新規区間は2年間の実績で申請可能
・1号業務以外の活動実績（2〜6号業務）についても申請可能
・活動実績のある申請区間内での2号業務(収益活動)を可能とする。

【業務実施申請区間の定義】
・５年間の実績で申請可能（協定締結時には２年間で申請可）
・１号業務の実績のみを対象
・１号業務の実施区間内のみしか収益活動を実施できない。

道の駅・無⼈PA・駅前広場など

業務内容の充実を図るため、以下の通り、活動実施申請区間の考え⽅を⾒直します。

4号︓調査研究
5号︓普及啓発活動
（実績対象外）

1号︓清掃活動
（実績対象）

3号︓情報発信
（実績対象外）

1号︓清掃活動
（実績対象）

4号︓調査研究
5号業務(普及啓発活動)を
実績対象に

2号業務(オープンカフェ等)が可能に

道の駅・無⼈PA・駅前広場など

3号業務(情報発信)を実績対象に

※２号業務の実施箇所では、
１号業務（清掃活動）を必須とする。 20

2号︓収益活動
※１号業務の実施区間内のみ

従来 ⾒直し

道路協力団体制度の改善と拡充（２．収益使途の拡大）

○２号業務による収益を１号業務のみに充当 ○２号業務による収益を１〜６号業務に充当
※１号業務がおろそかにならないよう、
１号業務に充当した上で他業務に充当

従来 ⾒直し

２
号
業
務
に
よ
る
収
益

２号業務
（利便増進・収益活動）

３号業務
（情報・資料収集）

４号業務
（調査研究）

５号業務
（知識の普及啓発）

６号業務
（各号の附帯業務）

１号業務
（道路の清掃等）

２
号
業
務
に
よ
る
収
益

２号業務
（利便増進・収益活動）

３号業務
（情報・資料収集）

４号業務
（調査研究）

５号業務
（知識の普及啓発）

６号業務
（各号の附帯業務）

１号業務
（道路の清掃等）

21

収益使途の拡⼤を図るため、以下の通り、収益の還元可能な業務範囲を⾒直します。



登録内容の再確認をふまえた今後の展開（案）

課題に応じた対応策を検討
＜伸ばす点・課題点＞

登録内容の再確認

22

個別ルートの課題を具体的に洗い出す

対応策の実⾏等を通じて
個別ルートを磨き上げ

参考︓『秀逸な道』（北海道開発局）

効果的なプロモーション
・政府観光サイトへの掲載
・⺠間企業とのタイアップ
・各種施策との連携
・カーナビ・地図への掲載
・観光ツアーの実現 等

質向上
⾵景街道の 知名度向上

ブランド化

専⾨家によるアドバイス

⽀援策の例
（本省・整備局・外部などによる）

好事例のノウハウを各ルートに周知


