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 網走川ではサイクリングやウォーキングをはじめとした日常的なレクリエーション空間として積極的な河

川空間の活用を推進している。また、網走市は観光・交流施設が点在しており、それらの拠点をつなげる役

割をになっている川とまちが一体となって網走観光の魅力を高め、地域の活性化を目指している。 

網走川の環境を活かしたうるおい空間の形成を図るため、網走市と連携した｢網走かわまちづくり｣の取組

みについて報告するものである。 

 

キーワード：地域連携、観光・景観、まちづくり、住民参加 
 

1. はじめに 

北海道の東部に位置するオホーツク圏は、知床と阿寒

摩周の 2つの国立公園、網走国定公園等の道立公園を有

し、森林と湖沼と海が融和した豊かな自然資源に恵まれ

ている北海道でも有数の観光資源を持つ地域であり、年

間 800万人ほどの観光客が訪れている。さらに、網走は

現存する全国 4箇所の捕鯨基地のひとつであり、道内唯

一の捕鯨基地となっている。 

また、サロマ湖や能取湖、網走湖等の湖沼では、内水

面漁業が盛んであり、特に網走湖のシジミ、ワカサギ、

シラウオは北海道一の漁獲を誇り、中でもシジミは道内

漁獲量の 90%を占める貴重な漁業資源である。 

 

2. 網走川総合水系環境整備事業について 

(1)  網走川の現状と課題 

網走川は、その源を阿寒山系の阿幌岳（標高 978m）

に発し、山間部を流下して、津別町において津別川を合

わせ平野部を流れながら美幌町市街において美幌川と合

流する。美幌町を貫流し大空町において網走湖（汽水湖、

面積 32.3km2、最大水深 16.1m）に至り、湖から流れ出て

網走市街地を経てオホーツク海に注ぐ、幹川流路延長

115km、流域面積 1,380km2の一級河川である。 

網走湖は浅部に淡水、深部に無酸素の塩水層を持つ特

性がある。昭和 57 年以降、アオコがほぼ毎年発生して

おり、景観を悪くするとともに悪臭を発生するようにな

り、昭和 62 年から青潮が発生するようになり水中の酸

素不足から魚類等が大量に斃死する被害が生じており湖

内負荷軽減対策等による改善策を実施してきた。その一

貫で整備した大曲堰は網走湖の環境改善に寄与している

ことから観光資源として活用が期待されている。 

また、網走川沿いの中心市街地などでは施設間の観光

動線が橋等で分断されており、さらに、一部区間では階

段護岸等の大きな段差により高齢者や障害者が容易に水 

 

辺に近づくことができないため、川沿いの賑わいの創出

や観光・交流施設のネットワーク化等のまちづくりが求

められている。 
 

(2) 網走湖水環境整備事業 

地域にとって重要な網走湖において、青潮発生、アオ

コの発生が顕在化したことから、昭和 60年には｢網走湖

環境保全対策推進協議会｣が設立され、総合的な施策の

検討が行われた。さらに、平成 16年 6月には｢網走川水

系網走川水環境改善緊急行動計画（清流ルネッサンス

Ⅱ）｣が策定され、河川管理者に加え、北海道、網走市、

大空町、美幌町、津別町を実施主体とする流域対策を含 

 

 
図-1 網走川水系概要図 
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めた総合的な水質改善施策が実施されることとなった。 

平成 29 年度を目標年次として流域一体となって取組

んできた湖内負荷削減対策や流域汚濁負荷削減対策によ

る事業によって、｢青潮発生の抑制｣、｢アオコ発生頻度

の低減｣、｢湖内閉鎖性水域の水質改善｣の効果が確認さ

れた。(図-2) 

このうち、塩淡境界層の制御のために設置した｢大曲

堰｣は、網走湖への海水流入を制御するために河口から

約 7kmの川底に設置した可動式ゲートで、潮位が上がっ

て海水が川に遡る時にゲートが起伏する仕組みとなって

おり、平成 26年 1月から運用を開始した。(写真-1) 

この大曲堰の運用によって、水環境改善の効果に大き

く寄与していることから、土木学会北海道支部の技術賞

を受賞しており、その効果を広報していくためにも観光

資源としての活用が期待されている。 

一方で、その運用方法では、シジミなどの水産動物の

再生産や資源維持に強いストレスを与えないような操作

を求められていることから、大曲堰の効果検証のための

必要な調査を実施し「網走湖水環境モニタリング検討

会」において学識者の意見を踏まえ、「網走湖環境保全

対策推進協議会」において情報共有を図り関係機関と連

携した水質改善のフォローアップを行っていくこととし

ている。 

 

 
図-2 網走湖における水質保全対策の全体像 

 

 
写真-1 大曲堰の運用状況 

(3) 網走かわまちづくり 

a)事業の経緯 

網走市は網走川の両岸の扇状地にまちをつくって発展

し、その後、網走川河口付近を中心に宅地が拡大したこ

ともあり、網走川は市民の生活の中心となっている。網

走市内では博物館｢網走監獄｣等の観光地が有名で、その

他にも、網走川沿いには、みなと観光交流センター（道

の駅「流氷街道網走」）やモヨロ貝塚館等の観光施設、

オホーツク・文化交流センター(エコーセンター2000)や

大曲湖畔園地等の交流施設が点在している。 

また、網走川の河川敷では毎年「オホーツクあばしり

ツーデーマーチ」が開催されており、｢海｣｢森｣｢湖｣に囲

まれた網走国定公園を中心としたコースを歩くことがで

き、オホーツクの自然と味覚を楽しめる大会として毎年

多くの参加者に親しまれている。(写真-2) 

一方、網走川沿いの施設間の観光動線が橋等で分断さ

れており、アクセスが良好ではない。そのため現在、観

光に係る多くの取組みが行われているが、観光スポット

個別・単体での活動となっており、連携した取組みに繋

がっていないことが課題であり、網走市の観光入込客数

は年間 120～180 万人だが年々減少傾向にあり、周辺の

地域経済への影響が懸念されている。 

また、網走川沿いの一部区間では階段護岸が整備され

ているものの、大きな段差により高齢者や障害者が容易

に水辺に近づくことができず、親水性が良好ではないこ

とが課題となっている。 

川沿いの賑わいを創出し親水性を向上させるためには、

水辺までのアプローチを容易にし、様々な人が水辺に近

づいて川とふれあい親しむことができる環境を整備する

ことが不可欠となっている。 

こうした観光面の問題点・課題を解決するために、か

わとまちが一体となった観光振興や親水空間創出の具体

化が必要となっており１）、市民と市、河川管理者が協

働し、関係機関等が連携して取組んでいくことが重要と

なっている。 

国土交通省では、良好なまちと水辺が融合した空間形

成の円滑な推進を図るため、地方公共団体や地元住民と

の連携の下で立案された地域の魅力向上を目指す計画に

ついて登録を行う｢かわまちづくり支援制度｣を推進して

いる。 

 

 
写真-2 オホーツクあばしりツーデーマーチ 
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このようなことから、平成 27 年 10 月に網走市、NPO、

地元住民、網走開発建設部等で構成する意見交換会の場

として「網走かわまちづくり検討会」を設置し、地域の

意向を踏まえた観光振興策の策定・具体化を図るための

検討を行い、｢網走かわまちづくり｣が登録３）された。

(図-3) 

 

b)事業の実施内容 

網走川沿いの河川管理用通路を活用し、観光・交流施

設を動線で結ぶことにより施設利用の増大を図るととも

に、ウォーキング・サイクリングコースやイベントスペ

ースとして利用することで、網走川沿いの賑わいを創出

し、地域の活性化を目指す。 

このために、網走開発建設部が実施するハード整備の

内容としては、網走川に架かる網走橋や中央橋において、

高水敷の河川管理用通路が分断されている箇所にボック

スカルバートを設置することで上下流の連続性を確保さ

せる。（図-4,5） 

 

 
写真-3 取付道路の現状 

 

 

 

 
図-3 かわまちづくり登録までの経緯 

 

 

 

また、高齢者や障害者、車いす等が、年齢や障害の有

無に関係なく水辺空間のアプローチを容易にし安全に利

用できるように緩傾斜化の取付道路を設置するとともに、

既存の取付道路の勾配がきつく階段があるため自転車利

用が阻害されている箇所（写真-3）では、既設の取付道

路を緩傾斜化する（図-6,7） 

関連して、網走市が実施するソフト施策の内容として

は、網走橋や中央橋に設置するボックスカルバート内は、

暗く圧迫感を感じるため照明設備を設置する。また、外

国人観光客も想定し、見知らぬ土地でも安心して利用で

きるように、周辺地図や主要な観光スポット、外国語表

記も取り入れた看板を河川管理用通路沿い等に設置する。

（図-8） 

さらには、様々な志向の人が好みに応じて気軽に参

加・利用できるよう、網走川の雄大な流れを堪能する

｢観光散策コース｣や、網走川周辺の自然景観と網走市の

街並みを体感する｢ウォーキング・ジョギング・ランニ

ングコース｣｢サイクリングコース｣等、多種多様なモデ

ルコース・プランやスマートフォンのアプリ、QR コー

ド、Wi-Fi 等を組み合わせた情報提供の方法も継続的に

検討し、中心市街地におけるさらなる交流人口の増加に

繋げるまちづくりを目指している。(図-9) 

 

 

 

 

 

    
図-4 網走橋左岸ボックスカルバート整備イメージ３） 

 

 
図-5 中央橋左岸ボックスカルバート整備イメージ３） 
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c) 今後の展望 

 網走かわまちづくりの全体像を図-10に示す。 

 水辺空間を活かした賑わいの創出や魅力あるまちづく

りを支援するため、これまで公共性・公益性を有する者

等に限定していた河川占用について、営業活動を行う民

間事業者等の利用も可能となる｢都市・地域再生等利用

地域｣の制度２）により、河川沿いでのオープンカフェや

自然体験活動等の河川の恒常的かつ適正な利活用を促進

して、連携効果による交流人口の増加を期待することが

できる。 

 

 
図-6 中央橋左岸バリアフリー化整備イメージ３） 

図-7 大曲橋右岸緩傾斜化整備イメージ３） 

 

 

 

平成29年7月7日のタナバタイムに網走川で実施した 

｢水辺で乾杯」では、参加者から｢ボート乗り場やいかだ

等水を使った遊び場があれば良い｣、｢キャンプ場や食事

ができるスペースがほしい｣、｢花火大会や釣り大会、雪

遊び大会等のイベントを開催してほしい｣等の水辺の利

用に関する意見が多かった。(写真-4、図-11) 

網走川においても、網走市の中心市街地や河畔公園等

を利用した新たなイベントを実施し、地域住民や観光客 

の交流機会の創出を図る等、市街地の活性化が期待され

ている。 

 
図-8 案内看板整備イメージ３） 

 

 
図-9 ソフト施策の位置図３） 

 

 図-10 網走かわまちづくりの全体像 
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3. かわたび北海道（網走）の取組みについて 

 
(1) 事業の概要 

北海道開発局は、第 8 期北海道総合開発計画（平成

28 年 3 月 29 日閣議決定）に基づき、｢世界の北海道｣を

目指して、北海道の強みである｢食｣｢観光｣を戦略的産業

として位置づけ、社会資本整備を推進している。 

このうち、河川を利用したツーリズムの推進では、魅

力的な河川の水辺、ダム等インフラ施設をツーリズムに

活用し、地域の活性化やインバウンドを含めた観光の振

興を図るため、地域と連携し、まちづくりと一体となっ

た河川整備や情報発信等を推進している。 

このことから、河川部門では、観光や地域づくりに資

する可能性がある河川の拠点や視点場、河川管理施設に

ついて、自治体や観光団体、NPO 等と連携しつつ、対外

的に情報発信を積極的に行い、北海道らしい地域の観光

や地域づくり等へ昇華させる取組みである｢かわたび北

海道｣を推進している。 

 

(2) ｵﾎｰﾂｸ地域ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ化推進協議会の取組み 

北海道でも降雨の少ないオホーツク地域は、日照時間

は長く、夏場は冷涼であり、交通量が少ないため、サイ

クリングに適した地域であり、雄大な自然や季節により

移り変わる美しい景観、豊かで魅力的な食などのオホー 

ツク地域の魅力を PR することにより、通過型の観光か

らスポーツと観光を融合した地域滞在型の自転車ツーリ

ズムを柱に食や観光を有機的に産業化することが可能な

地域である。 

 

 
写真-4 水辺で乾杯 

 

 
図-11 意見交換会における主な意見 

このため、北見市、網走市、大空町では、オホーツク

地域でのサイクリング観光をブランド化し、サイクリン

グによる観光地相互間の連携によって北見・網走・大空

に観光エリアを形成し、その観光の魅力の増進により交

流人口を拡大し、国内外からの観光客の来訪及び滞在を

促進することを目的として、オホーツク地域サイクリン

グブランド化推進事業協議会が設立された(平成 29年 4 

月 20日)。この協議会には、北見サイクリング協会、網

走サイクリング協会のほか、オブザーバーとして網走開

発建設部、オホーツク総合振興局、知床サイクリングサ

ポート、JTB北海道オホーツク支店が参画している。 

この取組みでは、レンタルバイクの運営やサイクリン

グルートの検討さらには、ファットバイク等を活用した

新たなコンテンツの開発等が行われている。(写真-5) 

なお、現在、アウトドア専門店のモンベルと連携し、

ジャパンエコトラックのサイクリングルートへの登録

（全国で 9エリアが登録済）を進めており、今後全国の

モンベルショップで紹介される予定である。 

 

(3) かわたび北海道（網走）交流会 

 網走川では網走中心市街地でのかわまちづくりの取組

みを進めているが、今後は、網走湖等の水辺空間を活用

し、広域的な周辺地域の観光振興や地域づくりにつなげ

ていきたいと考えており、網走川での方向性としては、

｢1.網走市街地において、水辺空間の利活用を推進する

とともに、周辺地域の観光振興・活性化を目指す。｣、

｢2.国・北海道・自治体・観光関連団体・地元住民が連

携して、網走湖を含むサイクルツーリズムの推進を図

る。｣こととしている。（図-12） 

｢かわたび北海道(網走)｣とは、オホーツク地域サイク

リングブランド化推進協議会の枠組みを利用して川に興

味を持つ人々とのマッチングを行うことにより、水辺空 

間の利活用や観光関連団体と連携したサイクルツーリズ

ムの推進を図るもので、オホーツク管内では網走川を先

行事例として今年度から初めて実施する取組みである。 

交流会では、水辺の利活用事例の映像を見つつ、オホ 

ーツク管内の川づくりと｢食と観光｣等について語り合い、

お互いの連携を深めてネットワークの構築を図った。 

(写真-6) 

 

 

 

 
写真-5 ファットバイク 
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主な意見として｢観光ツアーの中に食やインフラ施設

の紹介を加えると、効果的だと思う。｣、｢冬の河川堤防

でファットバイクを活用した観光が期待できる。｣等が

あった。今後は、これらの意見を踏まえて、魅力的なオ

ホーツク観光に寄与していきたいと考えている。 

 

開催日時 平成 29年 12月 15日（金） 

開催場所 オホーツク文化交流施設（網走市） 

開催内容 かわたび北海道（網走）の取組み紹介、網

走かわまちづくりの事業紹介、網走川大

曲堰の現地見学ほか 

参加機関 北見市、網走市、大空町、網走開発建設部、

オホーツク総合振興局、北見サイクリン

グ協会、網走サイクリング協会、JTB 北海

道オホーツク支店、網走バス(株)、オホ

ーツク観光連盟、網走かわまちづくり検

討会委員 

 

また、平成 29 年 12 月 18 日に網走川大曲堰にて、網

走湖の結氷期に稼働を開始する前に行う堰の点検を併せ

て｢かわたび北海道(網走)｣交流会の参加者を招いた堰の

稼働状況の見学を行った。(写真-7) 

参加した観光関係者等からは、｢初めてみる迫力の

ある光景で、網走湖について勉強になった｣、｢地域

にこのような施設があったことは知らなかった｣、

｢大曲湖畔園地側からの方が見やすい｣等の意見があ

った。 

今後は、管内で実施されている観光コースの一部とし

て活用されることが期待される。 

 

 

 
図-12 かわたび北海道の方向性 

 

 
写真-6 かわたび北海道（網走）交流会の状況 

4. まとめ 

 

本報告では、網走川における地域と連携したかわづく

りの取組みとして、以下のようにまとめられる。 

a) 網走湖水環境整備事業では、｢青潮発生の抑制｣、

｢アオコ発生頻度の低減｣、｢湖内閉鎖性水域の水質改

善｣の効果が確認された。今後は、大曲堰を観光資源

として活用するための検討が重要である。 

b) かわまちづくりでは、ハード施策として、河川管

理用通路（ボックスカルバート）や取付道路、案内看

板の整備を行いアクセスの確保や、水辺空間にアクセ

スする動線のバリアフリー化・緩傾斜化を行い、親水

性の良好化を図ることが重要である。 

c) ソフト施策としては、多種多様なモデルコースの

設定やスマートフォンのアプリ、QR コード、Wi-Fi 等

を組み合わせた情報提供、観光・交流施設と連携した

水辺のイベント等、様々な志向の人が楽しめるよう検

討していくことが重要である。 

 d) かわたび北海道（網走）交流会は、継続的に開催

し地域のニーズを把握し、様々な方々との対話を通じ

て、｢地域づくり｣や｢観光｣につながるかわまちづくり

やインフラツーリズムの取組みを推進することが重要

である。 

今後は都市再生特別措置法に基づく河川敷地利用

許可の特例を活用し、網走市や地元の民間事業者と連

携しオープンカフェ等を開催する等の地域の賑わいや

活性化につながる取組みを積極的に行っていきたい。 
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写真-7 網走川大曲堰の現地見学の状況 


