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河川空間を活用した地域の活性化
―砂川遊水地の「都市・地域再生等利用区域」の指定に向
けて―
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砂川遊水地（砂川オアシスパーク）の河川空間において、民間事業者等による営業活動を可
能とし、地域の活性化を目的とした「都市・地域再生等利用区域」の指定に向けて、準備会に
よる利活用のアイデア出しから社会実験の実施、協議会の設立、協議会によるアイデアの事業
化検討、利活用計画策定等、申請にあたっての過程及び、指定後の民間事業者等による営業活
動を実施する際の課題や今後の事業展開について紹介する。
キーワード：地域活性化、まちづくり、地域交流・連携

1. はじめに
河川敷地の占用については「河川敷地占用許可準則」
（「河川敷地の占用許可について」H11.8.5 事務次官通
達 以下「準則」という）が定められ、占用主体は原則
として市町村などの公共性、公益性を有する者等とされ
てきた。しかし、営業活動を行う事業者等が河川敷地を
利用できるようにすることにより、河川敷地を賑わいの
ある水辺空間等として積極的に活用したいという要望の
高まりを受け、平成23年に準則が一部改正（「河川敷地
占用許可準則の一部改正について」H23.3.8 河川局長通
知）され、地域の合意を得ることができれば、営業活動
を行う民間事業者等による河川敷地の占用が可能となっ
た。（図-1）
砂川遊水地（砂川オアシスパーク）においても、地域
の活性化を目的として、「都市・地域再生等利用区域」
（以下「利用区域」という）の指定に向け、「オアシス

パークからゆめまちづくり協議会」（以下「協議会」と
いう）において平成28年度より様々な協議・検討を進め、
令和2年11月11日北海道開発局長より利用区域に指定さ
れた。ここでは、その過程や今後の事業展開について紹
介する。

2. 砂川遊水地の紹介
石狩川中流部の砂川市街地に隣接する砂川遊水地は、
洪水調節施設として、昭和62年に着工、平成7年に運用
が開始された。（図-2）
周辺に整備されたパークゴルフ場やオートスポーツラ
ンドスナガワ等の公園緑地と併せて「砂川オアシスパー
ク」として地域に親しまれ、遊水地を周回できる管理用
通路は散策などで日常的に市民に利用されている。
遊水地管理棟を代表とした施設の特徴的な外観や、増
毛連山を写し込んだ広々とした湖面が癒しの景観を形成
し、釣りやヨット、水上バイク等の水面利用が盛んな施
設となっている。

図-1 河川敷地許可準則の改正

図-2 砂川遊水地位置図
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冬季はワカサギ釣りが楽しめる場所として知られ、シ
ーズン累計で約1万人の来場がある。夏季には「石狩川
下覧櫂」や「THE祭」等の市民団体等による各種イベン
トがオアシスパーク内で開催され、なかでも多目的広場
を活用した「ラブリバー砂川夏まつり＆砂川納涼花火大
会」には空知管内のほか札幌などからも約2万人の来客
がある。（写真-1）
平成27年には砂川SAスマートICが開通し、さらに「北
海道子どもの国」やふるさと名物「すながわスイーツ」
で知名度が向上した砂川市内にあることも相まって、砂
川遊水地管理棟の来館者数は年々増加傾向にある。（図
-3）
このように、砂川遊水地（砂川オアシスパーク）は既
存ストックが豊富で、利活用を考慮した改善で将来の地
域活性化に貢献できる十分な可能性を持った施設といえ
る。

興を重点に置いた交流人口の増加により地域を活性化す
ることが目指されることとなった。
準備会は毎月1回の頻度で開催され、協議会へ移行す
る平成30年1月までに22回開催された。準備会への参加
者は、多様なアイデアを募るため、女性やデザイナー、
観光関係のゲスト等積極的に広げられた。また、道内道
の駅の先例地視察や、市内バスツアーによるオアシスパ
ークから市内への観光周遊プランの実地検証が行われた。
実際に市内をめぐり、再認識したまちの魅力やまちに
足りないものから、様々なターゲットを想定し、子ども
達の冬の屋内遊び場や、遊水地管理棟を市内のスイーツ
めぐりに誘う拠点にする等の砂川の資源を活かしたプロ
ジェクトが話し合われた。（写真-2）

図-4 準備会メンバー

写真-1 砂川遊水地の利用状況

写真-2 準備会開催状況

図-3 砂川遊水地管理棟の入館者数の推移（H19-R1）

3. 利用区域指定申請までの経緯
(1) 準備会によるアイデア出し ～構想段階
こうした砂川遊水地をよりいっそう活用し、まちの活
性化・元気創生につなげるため、札幌開発建設部は砂川
市や地域の農工商・観光関係者、遊水地の利活用団体等
とともに「砂川オアシスパーク周辺利活用調整協議会
（オアシスパークからゆめまちづくり協議会設立準備
会）」（以下、「準備会」という）を平成28年2月に設
立した。（図-4）
準備会では、砂川市の今後5か年の目標や施策の基本
的方向、具体的な施策をまとめた「砂川市まち・ひと・
しごと創生総合戦略」（H28.1策定）に基づき、観光振

(2) 社会実験の実施 ～試験段階
準備会は、実現性を考えず各々が自由に意見を出す場
とされ、遊水地を活用した「ゆめまち」づくりに向けた
アイデア出しが重ねられた。長期目標としてオートキャ
ンプ場や川の駅等の構想が持ち上がった。
これらを一つずつ現実のものに近づけるため、平成29
年度からは、実際に準備会主催で出店を試みる社会実験
が行われることとなった。
平成29年度は、夏季の花火大会時と冬季のワカサギ釣
りシーズンに地元砂川市内の事業者による飲食物の販売
が行われた。また、準備会メンバーの人脈を活かして晩
秋の閑散期にはフリーマーケットが開催された。（表-1、
写真-3）
来客者と出店者へのアンケートを併せて実施した結果、
特に夏季の花火大会時が高評価であり、来館者数は大き
く増加した。事業者アンケートでも、今後の出店に協力
的な意見が多かった。一方で、冬季のワカサギシーズン
の来館者数については僅かに増加したが、出店に見合う
までの売り上げは得られなかった。
平成30年度には冬季の取り組みの告知も兼ねて、準備
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会主催のイベント「ファミリーわかさぎ釣り大会」が開
催された。広報手段としてポスターやチラシ配布のほか、
SNS等を活用したところ、道内外から多数の参加者を募
ることに成功した。また、冬季イベント時の出店を新た
に希望する事業者も現れた。
令和元年度は平成29年度と同様に夏季の花火大会の管
理棟夜間解放時に事業者による飲食物の販売が行われた。
平成29年と比較し来館者数は減少したが、理由としては
事前告知を行っていなかったことが考えられる。また、
冬季のワカサギ釣りについては、暖冬のため湖面の結氷
が進まず、湖面への侵入が全面的に禁止されたため、ワ
カサギ釣り自体も行えず、計画していたワカサギ釣り大
会も中止となった。（図-5）
表-1 社会実験の実施状況
平成
年度

年度

29
平成

開催日
8 月 4 日(金)

内 容
花火大会時の管理棟夜間開放における出店

11 月 5 日(日)

オアシスパーク DE フリーマーケット

1～2 月の土曜

ワカサギ釣り期間中における出店
花火大会時の管理棟夜間開放における花火無
料配布
癒されご褒美旅モニターツアー
（砂川市観光課主催）

8 月 3 日(金)
8 月 18 日(土)

年度

30

令和元年度

1～2 月 の土日

ワカサギ釣り期間中における出店

1 月 20 日(日)

ファミリーわかさぎ釣り大会

8 月 2 日(金)

花火大会時の管理棟夜間開放における出店
および花火無料配付

9 月 22 日(日)

マラニック大会（砂川市観光協会主催）
ファミリーわかさぎ釣り大会（氷が薄く中
止）

2 月 8 日(土)

(3) 協議会による検討・その１ ～施設設計段階
a) 協議会の設立
平成30年1月には、準備会の活動を引き継ぎ、具体の
事業計画や事業に必要な設備・仕組みづくり等、夢の実
現へ向けた検討を進める「オアシスパークからゆめまち
づくり協議会」が設立された。協議会メンバーには「準
備会」の検討メンバーに加え、観光協会会長が役員に迎
えられた。
検討の基本となる計画としては、準備会のアイデアを
基に、砂川オアシスパークをよりアウトドアスポーツ等
のアクティビティが楽しめる空間として、また管理棟を
スイーツや観光情報の発信拠点として整備する「砂川地
区かわまちづくり計画」が平成30年3月かわまちづくり
支援制度に登録された。（図-6）
協議会では、準備会のアイデアの中からできることを
抽出し、社会実験により現実的な利用を試みながら、年
間の利用計画とそれを実現するための施設計画について
検討している。

写真-3 社会実験実施状況
図-6 砂川地区かわまちづくり計画のイメージ図

図-5 社会実験による来館者数の変化（夏季・冬季）

b) 利用計画および施設計画の検討
遊水地の利用計画および施設計画としては、管理棟や
屋外キッチンカーにおける日常的な飲食物等の販売や市
民団体等によるビアガーデン等のイベント開催を想定し、
管理棟の耐震改修に合わせカフェ営業が可能な棟内レイ
アウトの変更や、屋外のアクセス改善やイベント時に利
用し易い多目的広場の基盤整備について検討されている。
それに加え、民間事業者によるキャンプ・アクティビ
ティの運営を想定して、遊水地の水辺整備や管理用通路

IDA Hiroya, KIKUYA Tomotaka, HATA Nobuhide
－ 776 －

の周遊コースや看板整備が検討されている。
また、遊水地の水辺は特徴的な空間であり、更なる水
辺利用を目指して、親水護岸や船着場の整備が挙げられ
ている。（図-7）
特に準備会当初から挙げられていたオートキャンプ場
の設置については、通期に渡る主な事業収益源として期
待されていたが、キャンプ適地が遊水地内という特性の
ため、増水時の施設撤去や電源確保の問題、整備主体と
なる砂川市による先行投資費用負担等の理由により、初
期段階としてはフリーテントサイト設置とし、利用状況
を確認しながら、段階的な整備拡大を目指すこととなっ
た。
また、オアシスパーク内のあらゆる場所でイベント・
レクリエーションを可能とし、それらの拠点となる管理
棟では飲食・物販および情報発信機能を持たせることを
利用計画の方針とした。

を図るには時間がかかること、協議会によるイベント主
催で一定の成果は得られたものの、事業運営には参加者
募集や会場準備設営等、多大な労力がかかることも明ら
かとなり、協議会として事業を行うメリットは小さく、
占用主体の砂川市が、直接個別の事業者と使用契約を結
び、協議会は計画やルールづくりの協議および合意形成
を行う諮問組織とすることで整理されている。（図-8）

図-8 砂川オアシスパークにおける組織体制

b) 対象範囲（占用範囲等）
利用区域の指定範囲は、砂川オアシスパーク全体とし
ている。（図-9）そのうち、占用主体が占用する範囲に
ついては、現在の公園占用範囲に加え、整備状況や利用
実態に合わせ徐々に拡大していくものとしている。先ず
は、既存イベント時の利用が見込める管理棟1階の一部
と屋上、および屋外は管理棟前からの占用が計画されて
いる。
図-7 砂川地区かわまちづくり計画におけるハード整備

(4) 協議会による検討・その２ ～制度設計段階
協議会では、このスキームが実現・継続可能なように、
協議会や事業者・占用主体（砂川市）の役割を明確にし、
組織体制や占用施設、維持管理区分についても同時に検
討がされてきた。現在、利用区域指定にあたり、事前の
取り決めとして以下のように整理されている。
a) 組織体制（占用主体等）
利用区域では、下記の条件を付けたうえで、占用者が
営業活動等を行う事業者等に占用施設を使用させること
が認められている。
条件）・使用契約の締結およびその報告
・施設利用料を得る場合の使途（河川敷地にお
ける施設の維持管理および良好な水辺空間の
保全、創出を図るための費用に充てる）
・施設利用料の徴収および活用状況の報告
砂川遊水地では、占用主体を砂川市とし、砂川市と事
業者が使用契約を結ぶこととしている。当初、協議会は
事業主体のひとつもしくは事業者を取りまとめる組織と
して、砂川市と協議会とで使用契約を結ぶ形が検討され
ていた。
社会実験を経た現在は、地域の合意形成の場として多
様な主体が関わる協議会において事業体として意思決定

図-9 砂川オアシスパーク地区 都市・地域等再生利用区域

c) 維持管理区分（使用協定等）
占用にあたって、占用者には占用範囲内の維持管理費、
緊急時の明け渡しや利用停止を含めた対応が求められる。
国・市・事業者の維持管理区分としては、治水・安全
に絡む基盤の整備・維持管理については河川管理者が行
うものとし、利用設備の増強や仮設・撤去および日常的
な維持管理については占用者（市・事業者）が行うこと
になる。砂川遊水地は、洪水調節施設としての面を持つ
ことから、洪水時に貯水池内は使用できなくなる。この
ため、利用区域指定に向けて「貯留時における退避計画
等について（案）」を作成した。また、管理棟において
も、一階展示室および屋上について事業者等による使用
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を計画していることから、「砂川遊水地管理棟使用協定
（案）」を作成し占用主体の砂川市と管理協定を締結す
る計画としている。

利益が出る状況からの参入

最初の参入

4. 営業活動実施への課題
(1) 経営リスク
民間事業者が営業活動を行うにあたり、まずは収益を
あげられる事業かどうかを判断する。参入事業者は、す
でに本業事業を行っている場合が多いので、不採算事業
へのリスクヘッジとして余剰人員を利用したい。この場
合、本業事業の繁忙期と砂川遊水地の混雑期が重なると、
別途人員を確保しなければならないため、経営リスクが
大きくなる。
砂川遊水地の場合、現状では冬期の休祝日が混雑期に
なり、この時期が閑散期になる事業形態は少ない。この
問題を解消するには、現状の冬期の休祝日だけでなく、
年間を通じて閑散期とならない様にする対策の併用が必
要である。しかし、短期間で実現することは非常に難し
いので、当面はアルバイト等の期間限定人員でリスクを
小さくし、長期的に閑散期対策を行う営業活動となる事
が予想される。

図-10 集客数、累積投資額、利益の推移と参入時期（例）

5. 今後の事業展開

(1) 占用範囲の拡大
a) 管理棟横駐車場
冬期のワカサギ釣りシーズンになると、現在の駐車場
では駐車台数が不足し、路上駐車などが後を絶たない。
このため、砂川市と連携し一体的な駐車場を管理棟横に
確保する計画である。（図-11）
将来的に駐車場管理を民間事業者等による事業として
行えないか協議会の中で検討中である。現時点で、休日
やワカサギ釣りシーズン以外は、利用率が低いため、事
業化リスクを考慮し、来客確度の高い期間から開始し、
(2) 補償リスク
民間事業者に限らず、営業活動を行おうとする際には、 平日や夏期へ事業期間を拡大していきたい。
補償リスクが伴って発生する。しかし、河川空間を利用
した営業活動を行う場合、民間事業者、河川管理者、占
用者（市町村）のうち、どの発生事象に対して誰が補償
砂川市駐車場拡大
リスクを負担すべきなのか明確に区分出来ない場面も想
定される。例えば、湖面を占用して安全確保事業を実施
しているなか、急激な天候変化により結氷湖面が割れた。
河川敷駐車場拡大
もしくは、キャンプベースでの直火を禁止していたが、
図-11 砂川市と連携した駐車場拡大
深夜に出火し燃え広がった等。このため、最終的な使用
者となる民間事業者が、あらゆる補償リスクを負担しな
b) 湖面
ければならないとすれば、参入に対して非常に慎重にな
砂川遊水地では、冬期間のワカサギ釣りの人気が高く、
らざるを得ない。この対策としては、一定内容の保険加
安定した集客実績がある。（写真-4）しかし、近年の気
入を義務付て補償リスクを限定する等が考えられる。
候の変化に伴い結氷厚さにムラが生じ、安全確保が課題
となっている。令和2年は、氷厚が薄い箇所が多数存在
(3) 占用優先権
したため湖面への侵入が全面的に禁止された。利用区域
民間事業者が占用箇所で事業を実施するにあたり、民
指定後は、ワカサギ釣りを事業化することが可能となる
間事業者と砂川市で契約締結することになるが、年度更
ので、事業者による安全が確保された範囲で、ワカサギ
新で公募も視野に入れた募集方針が示されている。この
釣りを行うことが可能になると考えている。
ため、民間事業者側からすると、事業化初期の入り込み
客数が少ない時点から事業開始し、リスクを取ったにも
関わらず、継続した努力が実を結び、事業が軌道に乗っ
た段階で応募事業者が増えると、選定から外れる可能性
が徐々に高まって来ることになる。このため、最初にリ
スクを取って事業参入した事業者には、優先的に事業を
継続できる権利を与えることが必要ではないかと考えら
写真-4 冬期間のワカサギ釣り
れる。（図-10）
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c) キャンプベース
夏期の利用促進策として、キャンプ場を掲げている。
冬期はワカサギ釣り、夏期はキャンプと通年で利用促進
を図ることにより、事業者の経営リスク低減効果を期待
している。キャンプ場としての認知度が上がると、キャ
ンプ利用としての事業化と共に、管理棟内での物販事業
等にも相乗効果が期待できる。

(3) イベント誘致活動
現在は、花火大会や水上体験会など、主に砂川市や河
川関連団体によるイベントが開催されている。これらの
イベントの他に、民間団体が主導するイベント（ウィン
ドサーフィン・水上バイク・釣り・サイクリング・マラ
ニック・各種少年スポーツ・ミニフェス等）開催の場と
してより認知度を高めて行きたいと考えている。（写真
-5）

d) 多目的広場
多目的広場は、広大な面積を持ち、砂川市が都市公園
として占用している状況にあるが、水はけやアクセスが
悪いことからあまり利用されていない。今後、水はけ対
策やアクセス改善を図ることにより、イベント誘致を強
化し、イベント観覧とキャンプを融合させる事で、キャ
ンプ利用の促進及び利用者拡大を期待している。（図12）

写真-5 周遊路や水面活用イベントイメージ

5. まとめ

図-12 多目的広場整備イメージ

(2) 情報発信の強化
砂川遊水地は、主要国道(国道12号)が近いものの、国
道に面していない事もあり、決して知名度が高いわけで
はない。これまでの来場者アンケート結果によると、実
態として札幌等の砂川市近郊からの来客者は、はじめて
訪れるという方が多い。このため、砂川観光協会のホー
ムページ等からも様々なイベントに対して情報発信がさ
れている。（図-13）今後は、専用HPの構築やSNSからの
発信により周知を図る必要がある。

令和2年11月11日に砂川オアシスパーク地区が都市・
域再生等利用区域に指定された。これにより砂川遊水地
における民間事業者等による営業活動が可能となった。
先ずはワカサギ釣りシーズンに合わせ管理棟での飲食物
等の物販が計画されている。
また、かわまちづくりのハード整備は平成31年度より
始まり、初年度は水質改善施設が整備され、順次、高水
敷整正、親水護岸等の整備が進められる予定である。
今後は、ハード整備および民間事業者等による事業に
あわせて占用箇所を増やして行くとともに、砂川遊水地
を活用して事業を行いたいと考える事業者の招致に向け
て、どのように砂川遊水地の魅力を発信して行くか、引
き続き砂川市および協議会において検討を進め、地域の
方々に喜ばれる賑わいある河川空間の創出に向け支援し
て行く。

図-13 SNS情報発信
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