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第７期の北海道総合開発計画の主要施策の中で、北海道の自然環境の魅力を活用し、内外の
人々の保養・交流空間や自然とのふれあい空間を提供する有効なツールとしてフットパスの整
備が位置づけられている。北海道内では既にいくつかのフットパスが整備されており、今後、
社会資本ストックをフットパスなどに利活用し、地域の活性化（交流人口の増加）や地域を結
ぶことが期待されている。本研究では社会資本を活用したフットパスの事例を分析し、良好な
河川空間が形成されている十勝川流域千代田地区などを対象として、社会資本のワイズユース
（賢明な利用）に向けた課題について整理した。
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1. はじめに
近年国際社会におけるグローバル化の進展、自然環
境・エネルギー問題、人口減少、少子高齢化時代など、
我が国をとりまく社会構造は大きく変化し、時代の転換
期を迎えつつある。こうした中、平成20年には地球環境
問題等をテーマとした北海道洞爺湖サミットが開催され
た。また、同年7月に閣議決定された「地球環境時代を
先導する新たな北海道総合開発計画」の主要施策の１つ
として、「地球環境時代を先導し自然と共生する持続可
能な地域社会の形成」が挙げられ、北海道は、都府県と
は異なる歴史的・社会的条件が豊かな自然環境と相まっ
て特徴的な景観が形成されており、これを継承するとと
もに、自然とのふれあいの場をつくり、人と自然とのつ
ながりを保っていくことが目標として記載されていた。
さらに、この中で、北海道の自然環境の魅力を活用し、
内外の人々の保養・交流空間や自然とのふれあい空間を
提供するツールとしてフットパスなどの整備を推進する
ことが位置づけられた。一方で地域住民が主体となり、
全道各地でフットパスの整備が進められており、現在そ
の数は数十箇所にも及ぶ。
イギリスでは社会資本の整備においてフットパスとし
て利活用することを位置づけている。一方、国内ではそ
うした位置づけはされていない。

本報告では、こうした状況を踏まえ、今後のフットパ
スの整備において、大きく貢献すると期待される地域の
社会資本の利活用という視点からみた現状と課題につい
て整理した。

2. フットパスについて
フットパスについて簡単に述べる。フットパス（Foot
path）は文字どおり「歩く道」を意味する。発祥地はイ
ギリス。1932年人間本来の歩く権利「The Right of Way」
を保証するという考えから生まれたものである1)。
表-1にその概要をまとめた。現在、イギリス国内では
22万5千km以上が整備されているとの報告1)もあり、国
内外の観光客に利用されている。これだけのフットパス
が整備されたのは歩く権利を保証するという法的根拠が
あり、それに加え施設整備に費用負担がほとんど発生し
ないことも大きい。しかも、観光地や歴史遺産を巡る長
距離コースをNational Trailとすることで観光客を集めた
ことによる経済効果も高い。

表-1 イギリスのフットパス

起源
法的根拠
整備延長
経済効果
管理者

1932 年
1932 年 歩く権利法
1949 年 国立公園・田園アクセス法
22 万 5 千キロメートル
年間約 8,000 億円 2)
土地の所有者、占用者および自治体
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撮影：エコ・ネットワーク代表小川巌氏
写真-1 イギリスのフットパス

一方、我が国は公共投資が減少傾向にあり、少子高齢
化社会である。こうした中、限られた社会資本を有効活
用しながら快適で魅力ある生活環境を創出する必要があ
る。その意味でフットパスは、限られた予算のなかで地
域資源を活かした効率的、効果的な施策であり、また北
海道はイギリスの地方都市と環境が似ているという特色
もある。しかし、一方でイギリスのように農地などを自
由に歩ける訳ではなので、河川や道路空間の利活用が不
可欠である。

3. フットパスとしての利用が進められている十勝
川流域千代田地区
(1)地域資源を活用したフットパスの可能性
地域資源を活用したフットパスの可能性について把握
する目的で現地調査を行ったので、その結果について報
告する。今回、調査対象として取り上げる十勝川流域千
代田地区を図-1に示す。対象地域は、音更町、幕別町、
池田町の３町に囲まれたエリアである。
このエリアの地域資源として音更町には十勝川温泉街
があり、既に十勝ネイチャーセンターを起点とした「十
勝川温泉フットパス」が旅館経営者らを中心に整備され
ている。更に道立公園「十勝エコロジーパーク」も隣接
しており、基盤整備が進んでいる。十勝川対岸の幕別町
には、千代田新水路に併設された魚道観察室（ととろー
ど）があり、秋にはサケの遡上が観察できる。池田町に
は、農業用取水堰として昭和10年に設置された千代田堰
堤（土木遺産）があり、サケの捕獲場として秋には多く
の観光客が訪れた。なお、河床低下や洪水災害の影響で
堰堤が改修され、魚道が設置されたことから現在サケの
捕獲は行われなくなった。
このように、それぞれ特徴あるスポットであるが、
知名度の高い観光地と比べると魅力に欠ける。しかし、
フットパスとして社会資本を有機的に結びつけることで
地域資源を活かすことが可能と考えられる。

(2)ルートの地域資源とテーマ性
a)自然とふれ合い
十勝川周辺では四季を通じて様々な自然とふれ合うこ
とが出来る。春から夏にかけてはニリンソウなどの野草
やツツジなど様々な植物が芽生える。アオサギや鴨など
も河畔に生息しており、ヤマメなどの稚魚も見られる。
秋にはサケが遡上し、オオワシがサケを捕獲するダイナ
ミックな光景を目の当たりにすることができ、冬には尾
白鷲、タンチョウや白鳥が飛来し、大自然の営みを肌で
感じることが出来る。
また、アウトドアスポーツも盛んであり、春から秋に
かけてはラフティングやカヌー、パラグライダー、サイ
クリング、パークゴルフなどが体験できる。ちなみにパ
ークゴルフの発祥地は幕別町である。冬はスノーラフテ
ィング、クロスカントリー、熱気球などが体験できる。
b)田園風景
千代田地区を取り巻く3町では、畑作や酪農・畜産が
盛んであり、十勝川を挟んで広大な田園風景が広がって
いる（写真-2）。音更町は小麦、ビート、豆類、幕別町
は長芋、ゆり根などや畜産、池田町は小麦、馬鈴薯、豆
類や酪農・畜産が行われている。
また、各地で農業体験も盛んに行われており、例えば
十勝川温泉ではモール市場生産組合と協働で夏の観光シ
ーズンに開催されている。この他にも酪農家が自家牧場
の牛乳で作ったアイスクリーム販売を行う所もあり、
様々な取り組みを通じて交流が盛んである。
地域の特性を活かした特産品には池田ワインといった
地域ブランドがある。
c)歴史・文化
千代田開拓百年誌3)によれば、千代田はアイヌ語の
「チ・エ・オタ」（我らが・食事する・砂原）が語源と
いうことである。この地は古くからアイヌ最大のコタン
であり、現在の池田町のみならず、対岸の幕別町明野も
含んだ地域であったと記録されている。更に、春の川漁
秋の狩猟期には豊漁と狩猟の安全を祈って「カムイイロ
キ」（神々の祭り）と呼ばれる祭事が行われていたと記
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図-1 十勝川流域千代田地区
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写真-2 十勝が丘展望台から見下ろす田園風景

録されている。
また、道内には新四国八十八箇所霊場や、四国三十三
箇所霊場の本尊やミニチュア化して並べた観音霊場が多
い。十勝川温泉の裏手にも新四国八十八箇所霊場がある。
北海道開拓のために本州や四国から渡ってきた人々が、
遠路や費用負担の関係で出身地の霊場を参詣できないた
め、このような施設を設置したもので、既に100年近く
経過しているが、住民に活用され続け、現在に至ってい
る。
d)テーマ性
四季を通じて様々な自然の営みが体験できることは、
フットパスを運営する上で重要な要素である。訪れるた
びに変化があり、リピーターが増えれば、地域経済に与
える効果も高くなる。また、地域の基幹産業である農村
景観は雄大な十勝川と相まって十勝ならではのダイナミ
ックな光景を創出しており、農地の穀物畑の中を歩くの
は十勝らしく、他のフットパスにはない特徴であり、ル
ート設定に重要な役割を持っている。さらに食や体験を
組み合わせることで、付加価値を高めることが可能であ
る。
歴史・文化としてのテーマ性では、北海道独自のアイ
ヌ文化や明治以降の開拓の歴史にまつわるものが散在し
ており、地域の文化とふれ合うアイテムとして重要な要
素がある。

エコロジーパークと千代田堰堤は隣接しており、これ
をフットパスとしてつなぐためには社会資本の利活用が
必要となる。現在、エコロジーパークから千代田堰堤ま
でのフットパスはつながっていない。エコロジーパーク
や千代田堰堤では自転車の貸出が行われているが、それ
ぞれの管理敷地内でのみ許可されており、外に出ること
は許されていないなどの課題があった。
また、図-2のようにエコロジーパークから左岸に沿っ
て歩くと途中急峻な地形があり、河岸までは降りられな
い。このため、一旦道道とトンネルを迂回しなければな
らず遠回りとなる。
さらに千代田堰堤から左岸上流に向かって管理用に整
備された舗装道があるが、千代田用水樋門の手前で通行

(3)社会資本の利活用からみた課題
河川空間をフットパス利用の視点からみた課題につ
いて以下に述べる。

写真-3 フットパスに活用できる管理用通路

急峻な地形
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調査ルート
図-2 フットパスとして利活用が期待されている千代田地区の平面図
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止めとなっている。しかし、ここから先で千代田堰堤が
間近で見ることができる。なお、道路脇にはつつじが植
えられており、かつて整備されていた様子も伺える（写
真-3）。このようにフットパスとして利用可能な社会資
本があり、今後、有効に利活用するには、その整備や管
理に配慮が必要であることがわかる。

4. 他地域における社会資本ストックを活用したフ
ットパスの事例
河川や道路空間などの社会資本ストックを活用したフ
ットパス整備の先駆的取り組みについて、いくつかの事
例を示す。
(1)長井フットパス（山形県長井市）
一級河川最上川では、「豊かで美しい自然と、舟運
の歴史や文化、近代化の遺産、水路など街なかの地域資
源をフットパスで結ぶ」ため国交省東北地方整備局山形
河川国道事務所、長井市、地域住民が一体となって、フ
ットパス整備を進めている。
取り組みのきっかけは、2005年に山形河川国道事務所
が、長井市や地元住民を巻き込んでフットパス検討会を
発足させたことによる4)5)。検討会でルートを選定し、河
畔での木道や飛び石、もぐり橋など自然を活かした整備
計画を決定した（写真-4）。これを契機に長井市、観光
協会、商工会議所ら行政や関連機関に加え、NPOや市民
が参画した「ながいフットパス推進会議」が発足し、地
域が一体となって整備を進めている。
また、これまで度重なる水害の経験から、最上川か
ら街を遮蔽する頑強な社会資本をいかに充実させるかが、
最大の関心事であった。しかし、フットパスは川を人と
人、地域と地域をつなぐ絆として再認識することにある。
最上川の豊かな美しい自然、舟運の歴史と文化、近代化
の遺産や街を巡る水路など既存の施設を活かし、賑わい
を創出し地域の活力にしたいという課題があった。

山形河川国道事務所ホームページより

そこで、河川事務所が河畔の木道、飛び石、もぐり
橋といった自然を活かした遊歩道を整備し、市民が案内
標識、看板、散策マップ、蔵を再生したカフェを運営す
るなど行政と市民が一体となり整備が進められてきた。
このなかで、いくつかの課題が浮き彫りとなってき
ている。①河川敷に立ち入ることができる部分がまだ限
られている。②案内が少ない。③川とまちの結束点の魅
力が乏しい。④駐車場が不足している。最上川における
河川整備を基に進められてきたフットパスであるが、こ
のような課題を踏まえつつ、さらに市街地へ人を呼び込
むため、街中の歴史的な建造物などの観光資源をつなぐ
ルートも整備されることになっている。また2005年に最
上川流域市町村、観光事業者、NPOなどで構成する「最
上川流域観光水流推進協議会」が発足し、「ながいフッ
トパス」をはじめとする最上川全体として統一感を形成
する取り組みが進められている。例えば、フットパスの
ガイドマップの規格の統一、共通ロゴマークの作成など
6)
、国内外の旅行者に向け、情報の共通化を図っている。
このようにながいフットパスをモデル事業として、広域
的な連携へと広がりつつある。
(2)ウヨロ川フットパス（北海道白老町）
二級河川白老川水系ウヨロ川周辺では、「ウヨロ川
の田園的景観を保全する」ため設立された「NPO法人ウ
ヨロ環境トラスト」が中心となり、これに賛同する形で
同じ地域で活躍する各種団体が一体となって、フットパ
ス整備を進めている。
取り組みのきっかけは、環境学習活動として、自然
ウォーキングや子どもの自然体験活動を始めたところ、
自然豊かなウヨロ川にフットパスを整備してはどうかと
いう話が持ち上がったことである7)。それまで、共通の
思いを持っていた複数の団体が、それぞれの得意分野を
活かし、ウヨロ川左岸に新たな歩道を整備し、一般道や
管理用道路、萩の里自然公園の遊歩道、牧場などをつな
いだ14.2kmのフットパスを完成させた。

撮影：エコ・ネットワーク代表小川巌氏
写真-5 護岸ブロックもフットパスとして活用

写真-4 水路に整備された木橋 5)
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ルート上にはNPOが取得した土地の他に、私有地や河
川敷地、公園等を通過する場所がある。そのため、フッ
トパスを整備するためには民間に協力を働きかけたり、
北海道や白老町と協議をするなど管理者の理解を得る必
要がある。NPOは放棄された森林を買い取って自ら管理
するナショナルトラスト活動を行っていることから、そ
の実績を活かした提案を行い、管理者の協力を取り付け
ている。以下にその事例を示す。①河川敷地や公園内で
フットパスを整備していく中で本来は管理者の負担で管
理する河畔林等の維持管理も積極的に取り組んでいる。
②写真-5のように歩くことを想定しない河岸の連続した
穴あきブロック護岸もフットパスとして活用できる。今
後はウヨロ川左岸築堤をフットパスとして活用し、河跡
湖や河畔林を一望できるルートを計画するなど、民間の
アイデアを活かした社会資本の利活用が進められている。
(3) 洞爺湖有珠山フットパス（北海道伊達市、豊浦町、
壮瞥町、洞爺湖町）
2008年7月「北海道洞爺湖サミット」が開催された洞
爺湖周辺では、「観光資源や火山遺構を結びつけるエコ
ミュージアムを創ることによって、洞爺湖周辺をより
魅力的な観光地・ふるさとにしていくこと」を目的に洞
爺湖周辺1市3町で設立された「洞爺湖周辺地域エコミュ
ージアム推進協議会」（以下、同協議会）の基で、国、
北海道、寒地土木研究所、北海道観光振興機構ら行政や
関連機関に加え、NPOや市民が参画し、官・民が一体と
なって整備を進めている。
取り組みのきっかけは、2000年噴火によって、観光客が
減少し経済的な打撃を受けたことに始まる。有珠山の噴
火には人と自然の闘いの歴史があり、地域社会と火山と
は密接な関係にある。国や自治体が復旧事業を行う一方、
地域住民と学識者が協力してこの教訓を防災教育に活か
す取り組みをスタートさせた。これらの努力によって復
興を遂げた現在、2000年噴火の遺構には、多くの人々が
訪れるようになった。こうした背景をうけ「北海道洞爺
湖サミット」を契機に、洞爺湖にフットパスを整備する
ことが位置づけられた。

写真-6 フットパスルート上にある砂防堰堤
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火山という大自然が相手であることから、安全上必
要な情報が的確に得られるかどうか、さらには火山災害
の恐ろしさをPRするのみならず、大地のいぶきを肌で
味わうことのできる生きた教材としてどう見せるかが課
題となった。NPO法人環境防災総合政策研究機構の岡田
弘教授（北海道大学名誉教授）や宇井忠英教授（北海道
大学名誉教授）の助言を基に関係機関が一体となって、
テーマやルート設定、安全対策、道標等の検討を行った。
このなかで、いくつかの方向性が示された。①正し
い知識を案内板やマップで提供する。②現地を補完する
施設で、より詳細な解説を行う。③安全上必要な情報を
的確に提供する。④できるかぎり自然のまま残す。⑤道
標を明確にする。更に、これらの情報を全てガイドマッ
プに取り込むことで、現地の案内は必要最小限に止めて
いる。
しかし、社会資本の整備・管理の面から課題が多い。
一例を挙れば、ルートとして考える上では、写真-6のよ
うに配置されている火山砂防施設を迂回しなければなら
ず、また、施設のデザインも見られることに配慮されて
いない。砂防施設はそもそもフットパスとして利活用す
ることを前提としたものではない。社会資本を計画する
段階において、ワイズユースの発想をもつ必要性が示さ
れる事例である。2009年8月、洞爺湖有珠山は、糸魚川、
島原半島とともに、日本で初めて「世界ジオパーク」と
して登録された。

5. 社会資本の利活用に向けた課題
現地調査や既往のフットパスの事例を調査し、社会資
本を活用したフットパスに関する課題を整理した。
いくつかの事例を調査した結果、社会資本をフット
パスとして活用する為の課題としては、まず、その土地
に住む人々すなわち市民が主体となり、行政がその活動
をサポートすることである。また、地域における社会資
本の役割・貢献を考えた場合、地域の利活用のニーズに
対応した施設の計画・設計・管理運営していく工夫が必

写真-7 河川のオープンスペースとして活用できる築堤天端

要である。
写真-7は築堤天端から見た雄大な景観である。河川巡
視や河川の改修、維持管理を目的とした管理用道路であ
るが、まっすぐ広々としたパノラマ空間はまさにフット
パスそのものである。写真-8のように高水敷上の管理用
通路も連続して歩ける空間であり、平常時には利活用が
可能と考えられるが、いずれもフットパスとしての活用
を前提としていないため、ルートとして位置づけるうえ
では管理者の許可が必要となる。写真-9は川からの揚排
水を目的に設置された樋門ならびに用水路であるが、高
水敷を跨ぐため、フットパスとして活用するうえでは連
続性を遮断する工作物である。他事例で紹介したような
写真-8 管理用通路として草刈りが行われている空間がフット
簡単な構造の橋を架けるなどちょっとした工夫でその機
パスとしてうまく利用されている事例
能が向上する。
このように活用する側としてのニーズは十分にある
のに対し、フットパスとして利活用するための技術的指
針等がなく、活用の幅を広げるうえで障害となっている。
フットパスの発祥地であるイギリスでは地方自治体
に①フットパスマップを作成し公開すること、②各種案
内標識を設置することが義務づけられている1)。このた
め、社会資本には当初からフットパスとして利活用する
ことが検討されている。
既存の社会資本ストックをフットパスとして活用す
る為の課題としては、そもそもフットパスとして活用す
ることを前提としたものでない事にある。その為、管理
上の問題や占用許可などの問題があり、定まった手続き
写真-9 川と水路をつなぐ桶門用水路（堤外） ちょっとした
が無く、行政も十分に対応できない現状がある。
工夫でフットパスとして活用できる
今回の調査で明らかとなったこうした課題を整理し、
社会資本を暮らしの場面で有効活用するための技術的な
検討が今後必要となる。
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