
 

               平 成 ２ ８ 年 ６ 月 ９ 日 

 

 

シーニックバイウェイ北海道、各地で春の活動を実施！ 

～夏の観光期を前に、活動団体が道路清掃や花植で気持ちよくお出迎え！～ 

 

 

 
 平成２８年の春（４月～５月）は、シーニックバイウェイ北海道８ルート１２市町の国道などで、ゴミ清掃、 

花植が行われました。実施結果をとりまとめましたので、以下のとおりお知らせします。 

 

総活動団体数     ：  ““１１１１１１団団体体””  

延べ参加人数     ：   ““約約１１，，７７００００人人””  

活動した道路延長  ：   ““約約７７７７ｋｋｍｍ””    

⇒⇒  おおおおよよそそ札札幌幌～～砂砂川川程程度度のの延延長長にに相相当当!!  

拾ったゴミ       ：   ““約約１１２２ｔｔ””   

⇒⇒  普普通通車車タタイイヤヤ約約11,,220000個個分分程程度度のの重重量量！！  

植えた花        ：  ““約約４４５５，，００００００株株””  

 

【シーニックバイウェイ北海道とは・・・】 

みちをきっかけに地域と行政等が連携し、「美しい景観づくり」「活力ある地域作り」「魅力ある観光空間づくり」を目的に

地域ごとに特色のある様々な活動が進められ、全道で１４ルート約４００の団体が活動しています。 

 詳細は、シーニックバイウェイ北海道推進協議会ホームページを参照ください。 

    http://www.hkd.mlit.go.jp/zigyoka/z_doro/sbh/ 

シーニックバイウェイ北海道の活動団体では、夏の観光期の到来を前に、地域に気持ちよくお迎えす

るため、「美しい景観づくり」を行う春の活動として、花植えゴミ清掃を全道各地で行いました。 

【問合せ先】国土交通省 北海道開発局  電話（代表）011-709-2311 

       建設部   道路計画課   開発専門官     佐藤
さ と う

 茂一
しげかず

（内線 5845） 

   開発監理部 開発連携推進課 開発専門官     西山
にしやま
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ゆき

（内線 5418） 



ヤマナラシ エレ
クタ 

【樹齢約30年 
H=10m】 

【植樹祭時 
H=2.5m】 

○シーニックバイウェイ北海道の活動団体では、夏の観光期の到来を前に、 
 地域に気持ちよくお迎えするため、「美しい景観づくり」を行う春の活動 
 として、花植え、ゴミ清掃を全道各地で行いました。 

【シーニックバイウェイ北海道 平成２８年度 春の活動箇所】 

函館市(ゴミ清掃） 

木古内町(ゴミ清掃） 

江差町(ゴミ清掃） 

小樽市(ゴミ清掃） 

旭川市(ゴミ清掃） 

上富良野町(ゴミ清掃） 

洞爺湖町(花植） 

鹿追町(ゴミ清掃） 

清里町(ゴミ清掃） 

利尻町(ゴミ清掃） 

平成２８年度 春の活動箇所 

千歳市(花植･ゴミ清掃） 

◇活動期間      ： 平成２８年４月～５月 
◇総活動団体数    ： １１１団体 
◇延べ参加人数    ： 約１，７００人 
◇活動した道路延長  ： 約７７ｋｍ ⇒おおよそ札幌～砂川程度の延長 
◇拾った総ゴミトン数 ： 約１２ｔ  ⇒普通車タイヤ約1,200個分程度の重量 
◇植えた総花株数   ： 約４５，０００株 

シーニックバイウェイ北海道 
～世界水準の観光地の形成～ 

シーニックバイウェイ北海道の主な活動内容 

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 
活動団体や地域間の連携などにより、沿道景観を 
より、魅力的にする活動 

地域資源を生かしたまちづくりの勉強会
など、地域の誇りを育む活動 

旅行者の満足度向上を目指し、観光メニューの
創出、イベントの実施、情報発信など 

◇シーニックバイウェイ北海道は、みちをきっかけに地域と行政が連携し、「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」を目指す取組です。各ルートでは、道路の花植や清掃、地域のおすすめの絶景ポイントの整備や情報発信 
など、それぞれの地域毎に特徴ある活動を展開しています。 
◇平成１７年度から開始し、１２の指定ルートと２つの候補ルートがあり、約４００団体が活動しています。 

札幌市(花植） 



芸術の森フラワーロード 

ヤマナラシ 
エレクタ 

【樹齢約30年 
H=10m】 

【植樹祭時 
H=2.5m】 

ルート名 札幌シーニックバイウェイ 藻岩山麓・定山渓ルート 

場  所 国道４５３号芸術の森周辺 

日  時 平成２８年５月２９日（月）  

参加団体数 
（参加人数） ８団体 （８０人） 

実施延長(km) ２．８ｋｍ 

植栽株数 １１，０００株 

地域の方々の声 
・今年はほかの花植団体との連携も始まり、花の管理の方法 
 など、視察にきてもらっています。地域全体で花植え活動 
 を盛り上げていきたいと思います。 

 芸術の森フラワーロードでは、毎年
「芸術の森フラワーロードに花を咲かせ
る会」を中心に、心和む花壇の力で訪れ
る方に楽しんでいただこうと花植活動を
行っています。今年も約８０人が参加し、
約３㎞の区間に色とりどりの花を植えま
した。 

 実施区間 



千歳ウエルカム花ロードver.１４ 

ヤマナラシ 
エレクタ 

【樹齢約30年 
H=10m】 

【植樹祭時 
H=2.5m】 

ルート名 支笏洞爺ニセコルート ウェルカム北海道エリア 

場  所 
国道36号（南千歳駅周辺ほか）、国道337号（千歳駅周辺ほか）、 道道千歳イン
ター線、新千歳空港インター線、千歳IC周辺、新千歳空港IC周辺、新千歳空港構内
道路 

日  時 平成28年5月24日（火）～5月26日（木）  

参加団体数 
（参加人数） １９団体 （５４０人） 

実施延長(km) ７．１ ｋｍ 

花株数（株） ３２，８００株 

地域の方々の声 

・1人でも多くの観光客に訪れてほしいという願いを込めて取り組みました。 
・市民や観光客に花を見て和んでほしい。 
・魅力的な千歳のまちが花植で明るくなりました。 
・苗を植えるのは初めてで楽しい｡いろいろな人が来てよい気持ちになると思います｡ 
・楽しく良い道をつくりたいです。（小学生） 

 北海道の空の玄関口〝新千歳空港”周辺の
道路を地域の方々や子ども達と一緒に花で飾
り、国内外から訪れる方々へ「おもてなしの
心」を表そうと、平成15 年に(社)千歳青年
会議所の発案で始まった活動です。 
 ボランティア団体や小学校、企業や行政が、
世代や組織の枠を超え交流し、少しずつ連携
の輪を広げ、今年1４年目を迎えました。 
 今年は、花ロードをつなぐクラウドファン
ディング※にも挑戦。 
※クラウドファンディングはプロジェクトの実現など「ある目的」
のために、インターネットを通じてプロジェクトに共感した不特定
多数の人から資金の出資や協力を募ることをいいます。 



４５３・５３０（ﾖｺﾞｻﾝ･ｺﾞﾐｾﾞﾛ）キャンペーンin支笏湖 

ヤマナラシ 
エレクタ 

【樹齢約30年 
H=10m】 

【植樹祭時 
H=2.5m】 

ルート名 支笏洞爺ニセコルート ウェルカム北海道エリア 

場  所 国道４５３号支笏湖温泉～苫小牧市丸山分岐 

日  時 平成28年5月30日（月） 午前6時30分～７時30分 

参加団体数 
（参加人数） １４団体 （１２０人） 

実施延長(km) ３．０ｋｍ 

拾ったゴミ（ｔ） １５０ｋｇ 

地域の方々の声 

・主催団体：活動当初は、地元中心に60名ほどで実施しておりました 
 が、参加団体も増え、今年は120名で実施することができました。 
・支笏湖小学校児童：支笏湖園地は､ゴミが少なかったと思います。 
 だんだん支笏湖の周りが綺麗になってきたと感じ嬉しい気持ちにな 
 りました。 

 春の４５３（ヨゴサン）キャンペーン
は、５月３０日の「ごみゼロ」の日に、
支笏湖温泉から丸山分岐までの国道４５
３号のゴミ拾いを行っています。 
 早朝の支笏湖で綺麗な空気を吸いなが
ら清掃活動を行いました。 
 シーニックバイウェイ試行当初からの
継続活動で、13年目を迎えました。 

清掃実施位置 



AIR-G' Blue Earth Project「MOVE洞爺湖2016」 
～ 春のお･も･て･な･しーニック ～ 

★：場所 

洞爺湖町 

ヤマナラシ 
エレクタ 

【樹齢約30年 
H=10m】 

【植樹祭時 
H=2.5m】 

ルート名 支笏洞爺ニセコルート 

場  所 洞爺湖町（洞爺湖温泉街、洞爺湖湖畔 周辺） 

日  時 平成28年4月29日（金・祝） AM9:30～ 

参加団体数 
（参加人数） 4団体（200人） 

実施延長(km) ─ 

植えた花（株） 1,500株 

地域の方々の声 
・2000年噴火を契機に、16年継続してきた取組なので、可能な限り 
 継続できればと考えています。 
・すっかり春の洞爺湖の風物詩となった取組であると思います。 

 「シーニックバイウェイ北海道 支笏
洞爺ニセコルート」では、各団体と連携
して、世界ジオパークに認定されている
洞爺湖周辺の環境保全活動として、延べ
２００人が６グループに分かれて、花植
えなどを行いました。 
 また、修了後には、参加者の交流促進
を目的としたビンゴ大会や音楽LIVEなど
も開催されました。 



★：場所 

小樽市 

ヤマナラシ 
エレクタ 

【樹齢約30年 
H=10m】 

【植樹祭時 
H=2.5m】 

ルート名 支笏洞爺ニセコルート 
場  所 小樽市国道393号線 毛無峠～望洋台 
日  時 平成28年5月21日（土） 
参加団体数 
（参加人数） 20人 

実施延長(km) 約4km 
ゴミトン数 
（ｔ） 約1t 

地域の方々の声 
・毎年、ゴミ拾いを継続していますが、年々ゴミの量が減少 
 していることは、継続したこの活動の効果もあるのではと 
 感じています。 

 小樽市と倶知安町を結ぶ国道393号は、
ニセコ方面へ向かうドライブコースと
なっています。 
 北海道ワイン(株)は毎年、雪解けとと
もに、393号の清掃活動ボランティアに
取り組んでいます。 
 今年も約20名で毛無山展望所から望洋
台区間の道を下りながら、空き缶やペッ
トボトル、粗大ゴミなど約1tのごみを収
集しました。 

2016活動風景 

緑が続く山路『メープル街道393』でゴミ拾い 



 函館・大沼・噴火湾ルートでは、ゴー
ルデンウィーク初日となる４月２９日
（シーニックの日）に、訪れる観光客や
地域住民の方々を気持ちよくお迎えする
ため、ルート内の清掃活動を行いました。 
 五稜郭タワーなど計３箇所で約９０人
が参加し、国道２７９号や道道５７１号
などの約３ｋｍ区間、ほうきや火ばさみ
等を用いてゴミ拾いを行いました。 

シーニック清掃活動 

ヤマナラシ 
エレクタ 

【樹齢約30年 
H=10m】 

【植樹祭時 
H=2.5m】 

ルート名 函館・大沼・噴火湾ルート 

場  所 五稜郭タワー周辺、函館市地域交流まちづくりセンター周辺、 
七飯町田園通り・高台通り周辺 

日  時 平成28年4月29日（祝） 

参加団体数 
（参加人数） ９団体 （９０人） 

実施延長(km) ３．０ ｋｍ 

拾ったゴミ（ｔ） ０．０３ｔ 

地域の方々の声 

・毎年このシーニック清掃活動の季節になると、シーニックの活動が 
 またこれから始まるんだなぁと実感します。 
・シーニック事業に協賛して､町内でも桜の名所として有名なこの場所 
 の景観を守るために､清掃活動を今後も続けていきたいと思います｡ 
・今日がルート活動の始まりだとすごく感じます。残念ながら雨で清 
 掃活動は中止だったのですが、フラワーポットの活動はできて良 
 かったです。 



 桜前線が訪れるゴールデンウィークの
前の2週間をシーニック清掃週間として位
置づけ、シーニックの意識向上を図って
います。 
 その代表的なイベントとして、江差と
上ノ国の町境にあたる江差町椴川（とど
かわ）国道228号線沿いにて、今年で第4
回目となる清掃を行いました。 
 ドライブに訪れる方が美しい景観を満
喫できるよう、道路、駐車帯から海岸に
かけて、冬の強風「たば風」による漂流
物や不法投棄物を取り除きました。 

道をきれいに！「江差町椴川（とどかわ）清掃」 

ヤマナラシ 
エレクタ 

【樹齢約30年 
H=10m】 

【植樹祭時 
H=2.5m】 

ルート名 どうなん・追分シーニックバイウェイルート 

場  所 国道２２８号（江差町椴川町） 

日  時 平成28年4月17日（日） 

参加団体数 
（参加人数） ５団体 （４０人） 

実施延長(km) ０．１５ ｋｍ 

拾ったゴミ（ｔ） ０．６ｔ 

地域の方々の声 
・毎年、見違えるように綺麗になる海岸線。いつも達成感があり清々 
 しい気持ちになります。景観だけでなく、道路の安全性も高まった 
 と思います。 

江差町椴川町 ★：場所 



 桜前線が訪れるゴールデンウィークの
前の2週間をシーニック清掃週間として位
置づけ、シーニックの意識向上を図って
います。  
 北海道新幹線開業で北海道の入口と
なった木古内町において、国道228号線
沿い各地で今年4年目となる春の環境清掃
活動を実施しました。 
 開業後初めてのゴールデンウィークを
前に、訪れる方へのおもてなしの準備を
行いました。 

町をきれいに！「木古内町春の環境清掃」 

ヤマナラシ 
エレクタ 

【樹齢約30年 
H=10m】 

【植樹祭時 
H=2.5m】 

ルート名 どうなん・追分シーニックバイウェイルート 

場  所 国道２２８号（木古内町（大釜谷駐車場・サラキ岬・みそぎ浜・木古
内の坊他）） 

日  時 平成28年4月24日（日） 

参加団体数 
（参加人数） １４団体 （３５人） 

実施延長(km) ０．２ ｋｍ 

拾ったゴミ（ｔ） ０．３ｔ 

地域の方々の声 
・ゴールデンウィークを前に清掃を行い、観光客をお迎えする気持ち 
 が高まりました。また、町がきれいになりすっきりしました。清掃 
 活動を通じてモラルの向上につながると良いと思います。 

木古内町 
★：場所 



 毎年、雪解けで沿道のゴミが目立ち始める４
月下旬から５月３０日（５．３０ゴミゼロ）ま
での約1ヶ月をキャンペーン期間として、旭川
市西神楽や上富良野町の地域住民・団体の皆様
と関係行政機関とが連携し、約２００名の参加
者が沿道の清掃活動を実施しました。 
 平成２８年度で１２回目の開催となります。 

旭川市西神楽・上富良野町でゴミゼロキャンペーン実施 

ヤマナラシ 
エレクタ 

【樹齢約30年 
H=10m】 

【植樹祭時 
H=2.5m】 

ルート名 大雪・富良野ルート 

場  所 上富良野町 旭川市西神楽 

日  時 平成28年4月24日（日）10:00～ 平成28年4月25日（日）9:00～ 

参加団体数 
（参加人数） 13団体（１２３人） ４団体（５０人） 

実施延長(km) １７．３ｋｍ ３．０ｋｍ 

拾ったゴミ（t） ０．６ｔ ０．１ｔ 

地域の方々の声 ・空き缶や一般ゴミが多かったと思います。実施延長が長い分、この取組 
 を見ているドライバーへの啓発活動にもつながることを期待しています。 

大雪・富良野ルート 

★：実施場所 

★旭川市西神楽 
★上富良野町 

＜上富良野町活動状況＞ 
国道２３７号沿道 

＜旭川市西神楽活動状況＞ 
国道２３７号沿道 



 十勝シーニックバイウェイ 十勝平野・
山麓ルート 鹿追地域部会では、花の季節
を間近に控えたこの時期、訪れる方を気
持ちよくお迎えするため、関係団体や町
民約２００人が参加し、鹿追町内の国道
２７４号及び道道１３３号音更新得線の
冬にたまった汚れを、スコップやほうき
を手にきれいに取り除きました。 

町をきれいに！「道路ボランティア清掃」 

ヤマナラシ 
エレクタ 

【樹齢約30年 
H=10m】 

【植樹祭時 
H=2.5m】 

ルート名 十勝シーニックバイウェイ 十勝平野・山麓ルート 

場  所 国道２７４号・道道１３３号音更新得線 （鹿追町） 

日  時 平成28年4月16日（土） 

参加団体数 
（参加人数） ５団体 （２０８人） 

実施延長(km) ４．２ ｋｍ 

拾ったゴミ（ｔ） ５ｔ 

地域の方々の声 
・冬にたまったごみがきれいに取り除かれ、気持ちよく春を迎えるこ 
 とができました。 
・きれいになった道を通じ、より多くの人が十勝を訪れ、十勝の広大 
 な景色を楽しんでもらえれば嬉しいです。 

鹿追町 

★：場所 



  

町の観光道路を美しく（道路ボランティア清掃） 

ヤマナラシ 
エレクタ 

【樹齢約30年 
H=10m】 

【植樹祭時 
H=2.5m】 

シーニックバイ
ウェイ（ルート

名） 
東オホーツクシーニックバイウェイ 

場  所 道道1115号摩周湖斜里線（清里町） 

日  時 平成28年5月14日(土） 

参加団体数 
（参加人数） 9団体（151人） 

実施延長 12km 

拾ったゴミ（ｔ） 4t 

地域の方々の声 ・生活の中心道路でもあるが、シーニックデッキ等があり、観光道路 
 でもあるので、今後とも継続していきたいと思います。 

★：場所  東オホーツクシーニックバイウェイ活動団体の連
携強化、及び景観保全への意識啓発を目的として、
清里町で参加している活動団体を中心となり、清里
町市街(道道摩周湖斜里線)の空き缶拾いと道路清掃
を今年も行いました。 

清里町 

334 

1115 

清
掃
区
間 

334 
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 宗谷シーニックバイウェイでは、本格
的な観光シーズンを迎える前に、美しい
景観・環境で観光客をおもてなしするた
め、関係団体約８０人が参加し、利尻町
内一円の沿道と自然公園等（約２０ｋ
ｍ）の清掃（ゴミ拾い）を行いました。 

クリーンキャンペーン りしり 

ヤマナラシ 
エレクタ 

【樹齢約30年 
H=10m】 

【植樹祭時 
H=2.5m】 

ルート名 宗谷シーニックバイウェイ 

場  所 利尻町内一円の沿道と自然公園等 

日  時 平成28年5月20日（金） 

参加団体数 
（参加人数） ６団体 （約８０人） 

実施延長(km) 約２０ｋｍ 

拾ったゴミ（ｔ） 約０．５ｔ 

地域の方々の声 
・道路脇に空き缶が捨てられていることが多かったですが、清掃後は 
 とても綺麗になり、これからたくさん来られる観光客をおもてなし 
 できます。 

利尻町 

★：場所 


	

