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石狩川上流域では、石狩川や忠別川、美瑛川などの河川が各市町村市街部を流下しており、この河

川が有する美しい景観や空間が地域の魅力という資源となっている。河川管理者には、地方公共団体

や地元住民と連携し、ハード面、ソフト面でこの河川空間を有効活用することで地域等の活性化につ

なげる取り組みが求められており、地域と連携した｢川のまち旭川市｣における『旭川市街地区かわま

ちづくり』と｢丘まち美瑛町｣における『美瑛川地区かわまちづくり』について取組みを報告するもの

である。 
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１ はじめに 

 

国土交通省では、良好なまちと水辺が融合した空間形

成の円滑な利用推進を図るため、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。 

「かわまちづくり支援制度」とは、良好なまち空間と水

辺空間の形成として、観光などの活性化に繋がる景観・

歴史・文化などの河川が有する地域の魅力という｢資源｣

や地域の創意としての｢智恵｣を活かし、地方公共団体や

地元住民との連携の下でハード面、ソフト面で立案され

た、実現性の高い河川や水辺の整備・利活用計画により、

良好なまちと水辺が融合した空間形成の円滑な利活用推

進を図る制度である。（図－１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在、北海道内で１０の地域(図－２)において「かわま

ちづくり支援制度」に登録されているが、旭川開発建設

部管内においても「旭川市街地区かわまちづくり（平成

21 年 5 月登録）」と「美瑛川地区かわまちづくり(平成

26 年 3 月登録)」の２地域が「かわまちづくり支援制

度」に登録され整備などが進められてきている。 

 

 

 

 

２  旭川市街地区かわまちづくり 

 

（１）実施概要 

旭川市は、雄大な大雪山を源とする多くの川が市内を

流れるなど自然豊かなまちであり、旭川周辺には富良

野・美瑛など著名な観光地が多く北海道の観光の拠点と

なっている。 

特に近年は旭山動物園の効果により国内外からの観光客

が飛躍的に増加している。  

一方で中心市街地では大型小売店の撤退や歩行者数の減

少などが続いており、観光客の増加を市街地の活性化に

結びつけられていないことが、旭川市の最優先・最重要

図－１ かわまちづくりの流れ 

図－２ 北海道内の「かわまちづくり」 

別紙―２ 
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の課題となっている。 （表－１） 

このため旭川市では、石狩川と隣接する常磐公園を中心

に、美術館、文学館（常磐館）、公会堂など既存の文化

芸術的資源及びその周辺の河川空間を｢文化芸術ゾーン｣ 

として位置付け、河川空間を活用し、中心市街地に新た

な観光拠点を創出する計画を策定し、平成２１年度から

開発局、旭川市により整備が進められ、平成２７年度に

概成する予定である。 

 

 

 

 

（２）地域の取組み 

 a) 文化芸術ゾーン形成検討会議 

    旭川市では、市内の有識者や公募市民などからなる

「文化芸術ゾーン形成検討会議」を平成 20 年 11 月に

立ち上げた。また、文化芸術ゾーン形成検討会議は平

成 20 年 11 月～平成 21 年 12 月まで、現地視察も含め

て計６回開催し整備方針（案）を取りまとめた。その

後市民意見の聴取の手続きを経て平成22年3月に策定

された。（写真－１） 

  整備方針では「堤防を緩傾斜化することで、堤防の

安全性の向上、常磐公園と河川空間が一体化しイベン

トなどの利用面で可能性が膨らむ」とされている 

 

  

 

 

 b) 旭川市中心市街地活性化協議会 

文化芸術ゾーンを含む、中心市街地活性化について議

論するため、市内の有識者や商工関係者などからなる

「旭川市中心市街地活性化協議会」が平成 22 年 7 月に

設置され、平成 23 年 3 月に「旭川市中心市街地活性化

基本計画」を取りまとめている 

 また、基本計画の中で常磐公園地区の7条緑道や隣接

する石狩川・牛朱別川河川敷などの整備と併せて、地区

のもつ様々な魅力をさらに活性化し、集客力を高めると

ともに、その集客力を中心軸たる買物公園の賑わい再生

に活用することについて定めている。（図－３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 常磐公園改修事業基本計画検討懇談会 

  「文化芸術ゾーン」の一部である常磐公園の改修事業

基本計画を策定するため、「常磐公園改修事業基本計画

検討懇談会」を旭川市が平成23年4月に設置した。 

懇談会委員は市民公募2名を含む9名で構成。旭建は

オブザーバーの立場で参加。 

平成23年7月～平成25年2月までに9回開催された。 

第４回懇談会（平成 23 年 11 月 11 日実施）において、

座長より事務局が示した常磐公園の樹木管理計画である

｢緑の計画｣は、抽象的で分かりにくく、河川空間の伐採

に関する意見のやりとりが中心になり、まとめる事が出

来ない。と見解が示された。そのため、常磐公園全体の

議論が進まないため、「常磐築堤の緩傾斜化については、

専門家（樹木医）を交えた別のステージで具体的な検討

が必要」となり、第 9回懇談会（平成 24年 8月 9日）

では｢緑の計画」と、「常磐公園改修事業基本計画（河

川空間ぬき）」を策定した。 

d) 河川空間検討懇談会 

常磐公園改修事業基本計画のうち河川空間についての

検討を行うため、市内の有識者などからなる河川空間検

討懇談会を旭川市が平成24年9月に設置した。 

懇談会は平成 24年 10月～平成 25年 5月までに 5回

開催された。 

第 5回懇談会（平成 25年 5月 8日実施）において、

｢常磐公園改修事業基本計画(河川空間)案｣を策定した。 

平成 25 年 7 月に「常磐公園改修事業基本計画（河川

空間ぬき）」（平成 24 年 8 月策定）に河川空間分を加

えて｢常磐公園改修事業基本計画｣を策定した。 

（図－４） 

図－３ 旭川市街地区かわまちづくり範囲 

表－１ 旭川市中心市街地の歩行者数と目標値 

写真－１ 文化芸術ゾーン形成検討会議の状況 

かわまちづくり範囲

７条緑道 
平和通買物公園 
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河川空間の整備方針では｢堤防を緩傾斜化し，階段や

バリアフリーに対応したスロープを整備し，常磐公園と

の一体化を図り動線を強化するとともに安全性や利便性

の向上に努める｣とされている。 

 
 

 

（３）事業の効果 

常磐公園と石狩川の河川空間の間は、樹木などが繁茂

し連続性が確保されていなかった。このため、本整備で

は、開発局により堤防の緩傾斜化を実施し、旭川市によ

り階段やスロープなどを実施することにより、常磐公園

と石狩川の河川空間の連続性が確保され、花火大会や音

楽大行進などのイベント時には、利便性が格段に向上し

ている。（図－５）（写真－２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）今後の利活用 

 ハード面は、平成 27 年度で概ね完了。さらなる利活

用促進のため、ソフト面の対策として広く整備された堤

防天端をオープンカフェなどで民間事業者に利用しても

らえないか旭川市と連携し模索しているところである。

平成 27 年度は、旭川市が社会実験として常磐公園内の

臨時販売店公募を行い民間事業者１社が6月から常磐公

園内で移動販売車による販売を行っている。平成 28 年

度は、石狩川の堤防天端の拡張整備が完了したことから

堤防天端の利用も含め物販等の民間事業者公募を行う予

定である。（写真－３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）旭川市中心市街部との連携 

 旭川市では中心市街部活性化のため駅を中心とした

「北彩都あさひかわ」整備事業が平成2年から進められ、

平成27年7月31日にグランドオープンを迎えた。当該

地区については、忠別川の河川空間の整備を平成 11 年

度に「水辺プラザ整備事業」（かわまちづくり支援制度

の前身の制度）に登録し、旭川市が作成したグランドデ

ザインに沿って堤防の緩傾斜化や生態に配慮した低水護

岸の整備などを行っている。 

 今後は、河川管理者としても旭川市街地かわまち地区

（常磐公園地区）と北彩都あさひかわの両地区の人の流

れを促進し中心市街地の活性化に寄与するためイベント

などソフト面の充実を図っていく必要がある。 

（写真－４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真－３ オープンカフェのイメージ 

 

両地区の人の流れを創出することにより、中心市

街地の活性化を図ることが出来る。 

写真－２ 整備前後の堤防の状況 

図－４ 「常磐公園改修事業基本計画策定」までの流れ

図－５ 築堤整備概要横断図 

写真－４ 常磐公園地区と北彩都あさひかわの連携

整備前の状況 
整備された階段 

（平成27年7月30日花火大会） 

 

整備前の状況 広く整備された堤防天端
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（６）北彩都あさひかわの事業効果 

 旭川駅南側には、市街地中心部とつながった良好な河

川空間が創出されたことにより、様々なイベントが開催

され、多くの人が集まる賑わいの空間となっている。 

（図－６）（写真－５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）水辺で乾杯in北彩都あさひかわ 

 平成 27年 7月 7日午後 7時 7分に全国の水辺全国

一斉社会実験と称して、水辺の楽しさ、優雅さなどを改

めて感じ取ってもらうため、JR 旭川駅西側南口テラス

の忠別川ほとりで「乾杯」を実施した。また、８０名以

上の人が集まり、水辺で乾杯した。（写真－６） 

平成 28 年１月１６日（土）～２月１４日（日）にお

いても、冬のイベント「北彩都あさひかわ 冬のガーデ

ン」として旭川駅南広場と北彩都ガーデンのガーデンセ

ンター間を結ぶ遊覧ソリの運行やスノーラフティング，

スノーバナナボート等様々な利活用が予定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 美瑛川地区かわまちづくり 

 

（１）実施概要 

 美瑛町は、「丘の町びえい」として知られており、市

街部周辺の丘陵地の美しい景観は有数の観光資源として

活用されている。近年、世界的に有名となった白金地区

に隣接する「青い池」には春から秋にかけて大勢の観光

客が訪れている。美瑛町では、平成２１年度から「美瑛

センチュリーライド」を実施し、サイクルツーリズムの

普及・振興につとめており、自転車を利用して近隣の観

光資源にアクセスする観光客も増加しているともに旭川

空港を訪れる外国人旅客者数も増加している。 

（表－２） 

 また、美瑛町を貫流している美瑛川は、川そのものの

美しさや、川からの眺望、川での多目的利用など、特色

のある気候・風土を有している。（写真－７） 

しかし、多くの観光資源は美瑛川の上流（山岳・温泉

エリア）と下流（丘陵・市街エリア）に分かれているた

め、繋がりとしての川の役割が活かされていない状況で

ある。（図－７）このため、美瑛川の堤防をサイクリン

グロードとして利用することにより安全性向上を図り、

導線を結ぶことによって地域観光資源エリア間の連携を

図ることを目的に「美瑛川地区かわまちづくり計画」を

策定(平成26年 3月登録)し、平成27年度から美瑛町や

地域の方と連携し整備を進めてきている。 

 

 

 
                                   

   
                               

 

 

 

写真－５ 整備により「水辺とまち」につながり

が形成 

写真－６ 水辺で乾杯in北彩都あさひかわ 

図－６ ｢北彩都あさひかわ｣整理事業 

写真－７ 美瑛川と十勝岳の美しい風景と「青い

池」を楽しむ外国人自転車ツアー客 

表－２  旭川空港・外国人旅客人数の推移  
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（２）地域の取組み 

 a) 十勝岳・美瑛川地域連携施策検討委員会 

本検討委員会は、地元関係団体、有識者、行政関係

者などから構成され、美瑛川沿いのサイクリングロー

ド整備を通じた地域経済活性化や、砂防設備を利用し

た防災意識向上を図る方策の検討を目的として平成25

年7月に設置され。 

委員会は平成25年7月から平成25年11月まで、現地視

察も含めて3回、それに加えて地元関係者からの意見聴

取も1回開催され、それらの検討結果は「美瑛川周辺に

おける地域活性化のための整備のあり方に関する提

言」としてまとめられ、検討委員会から丘陵地帯と白

金温泉を結ぶ道道は、観光シーズンは交通量が多く、

歩道が未整備の箇所もあることから、サイクリングを

楽しむ方々にとって安全性が確保できない状況であり、 

美瑛川沿いの堤防をサイクリングロードとして利用し、

周辺の地域資源を活用・連携させ、白金温泉への滞在

期間の増大など地域経済の活性化を実現するための方

策立案の必要性について美瑛町に提出された。 

（写真－８） 

                                           

   

 

 

b) 日本で最も美しい村連合 

美瑛町は、地域振興の新たな手法としてフランスの先

進事例をもとに平成17年 10月に美瑛町を含む全国7つ

の村からスタートした「日本で最も美しい村」の取り組

みを行い、景観・環境や地域の伝統文化を守り、観光的

付加価値を高め、地域資源の保護と地域経済の発展に寄

与することを目指している。 

現在では「世界で最も美しい村」連合にも加盟し、平

成 27 年には設立１０周年の節目となることを機に、日

本で初めての開催となる「世界で最も美しい村連合会」

（フランス、イタリア、ベルギー、カナダ、日本の５カ

国が加盟）の世界大会総会が、 6月 26日～28日に北海

道美瑛町で開催された。  

 

（３）美瑛川地区かわまちづくりワーキンググループ 

 平成27年11月6日に北海道内や地元のサイクリスト、

美瑛川沿川の飲食経営者などから地域と連携した効果的

な河川空間のサイクリングロード利用に向け意見を聞く

ための第1回ワーキンググループ（WG）を開催した。 

 また、美瑛川美沢橋から美聖橋付近までの河川堤防に

おいて自転車による現地視察を行い、カフェにて意見交

換会を行った。 

 また、ワーキングでは｢利用者のトラブル時のサポー

ト体制も必要｣や｢道道沿いのお店にサイクリングロード

利用者が流れる仕組みが必要｣ などの意見が出された。

（写真－９） 

 今後は、ワーキングを継続し、必要な整備事項や地域

との連携、ＰＲ方法等についてとりまとめを行う。 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

（４）事業の効果 

 今後は美瑛町が施工する四阿や休憩スペース等の基盤

整備として、堤内側に堤防天端と同じ高さの側帯盛土を

設置することや、堤防天端から水際へアクセスするため、

堤外側に取付道路（坂路）を設置するなどの整備により、 

サイクリングを楽しむ観光客が利用しやすくなることが

期待される。（図－８、９） 

また、美瑛川のサイクリングコース（堤防天端）を通

行する利用者が、道道966号沿いのレストランや農園、

直売所等に立ち寄ることによる地域振興が期待される。

さらにはジョギング・クロスカントリー等の新たな地域

資源の創出、自転車や歩行者の安全性向上、観光客の増

加等による地域振興も期待される。 

 

 

 

写真－９ 自転車による現地視察と意見交換会の状況

図－７ 美瑛町観光エリア 

写真－８ 委員会開催状況 



Makoto Sasaki, Toshihiko Yoshimura, Katsuhide Ishii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ まとめ 

 

 旭川市は、国内外から大きな注目を集めている旭山動

物園をはじめ、全国区となった旭川ラーメンや国内有数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の雪質を誇るスキー場など多くの観光資源を有し、また、 

圏域には富良野市、美瑛町、大雪山国立公園など魅力あ

る観光地が点在することから、近年、国内外からの観光

客が増加しており、市では旭川空港への中国、台湾から

のチャーター便や韓国との定期便の就航を誘致するなど

国際的な観光都市としての体制づくりを着実に進めてい

る。 

今後は、常磐公園と一体となった河川空間において、

旭川市や地元の商店会と連携してオープンカフェ等を開

催することで地域の活性化につながる取り組みを目指し

たい。 

美瑛町は、丘陵や広大な畑の風景が人気で「丘のまち

びえい」として知られており、その美しい風景は、TVCM

やドラマ・写真集に使われ、現在では多くの人々が訪れ

ている。近年では美瑛川の火山砂防事業により、副次的

に創出された青い池が話題となり、その幻想的な景観が

新たな魅力となって、多くの観光客が来訪している。 

今後は、さらに豊かな美瑛川の魅力をより知ってもら

うと同時に、今までに無かった新しい河川空間からの十

勝岳連峰の眺望など地域資源の更なる活用により、整備

箇所に隣接するレストランやカフェ、直売施設を運営す

る地元の方々や、観光協会、白金温泉観光組合、ペンシ

ョン等の観光業の方々と行政が連携を図り、河川空間の

有効な活用と、町内の滞在期間の増大等の地域の活性化

につながる取り組みを目指したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－８ 整備イメージ（横断図） 

図－９ 整備イメージパース 


