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美瑛川地区かわまちづくり事業は、地域の振興を図るため白金温泉や青い池などの観光地を
経由し美瑛町市街部を貫流する美瑛川の河川空間をサイクリング等に活用する事業である。事
業実施に当たっては、道内や地元サイクリスト、沿川カフェ経営者等からなるワーキンググル
ープを開催し現地試走や沿川の店舗等と連携した社会実験等を通して効果的な整備やソフト支
援を行っており、これらの取り組みについて報告するものである。
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1 はじめに

２ 美瑛川地区かわまちづくり

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）
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（１）地域概要
美瑛町は、「丘のまちびえい」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
区の「青い池」には大勢の観光客が訪れている。さらに
美瑛町では、美瑛の丘陵地帯を駆け抜ける 160km のロン
グライドのサイクルイベント「美瑛センチュリーライ
ド」を平成２１年度からを実施し、サイクルツーリズム
の普及・振興につとめており、レンタサイクルを利用し
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
とともに美瑛町における外国人宿泊数も増加している。
（図－２、表－１）
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、マラソン大会やスキー大会等
河川空間の多目的利用など、特色のある景観・風土を有
している。（写真－１）
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）に分かれており、
十分に連携されていない状況にある。（図－３）
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図－１ かわまちづくりの流れ
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図－２ 美瑛町位置図

表－１ 美瑛町における外国人宿泊客数の推移
（出典 観光入込客数 北海道ＨＰ）
（人）川空港・外国人旅客人数の推移

図－５ 整備イメージパース図

写真－１ 河川空間の利用状況
（マラソン大会とスキーマラソン大会の状況）

（３）美瑛川地区かわまちづくりワーキンググループ
a) 美瑛川地区かわまちづくりワーキンググループ
旭川開発建設部と美瑛町は地域観光資源エリア間の連
携を図ることを目的に策定した「美瑛川地区かわまちづ
くり計画」に基づき、美瑛町によるまちづくりと連携し
て、高水敷整正や河川管理用通路等を整備し、川を活用
したサイクリング等による地域活性化やインバウンドを
含めた観光の促進を図るため、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コース利用に向け意
見を聞くため、美瑛川地区かわまちづくりワーキンググ
ループ（WG）を設置した。
平成30年2月現在までに計6回のワーキングが開催され
ている。（図－６）
■ＷＧ参加メンバー
・尾形明男（美瑛町サイクリングクラブ会長）
・太田雅己（ペンション トムテ ルム代表）
・船城一泰（カフェ ムスタッシュ・ボス代表）
・岩佐高子（美瑛町観光協会係長）
・みやけ りかこ（ライター・エディター、さっぽろ自転車ガール）
・塚田聡仁（美瑛町副町長）
・柿沼孝治（旭川河川事務所長）
ＷＧ参加期間：平成 27 年 11 月 6 日～平成 29 年 3 月 31 日
・仙石雅之（旭川河川事務所長）
ＷＧ参加期間：平成 29 年 4 月 1 日～

図－３ 美瑛町観光エリア
（２）地域の取組み
美瑛川地区かわまちづくり計画
美瑛町は美瑛川の堤防をサイクリングコースとして利
用し、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」を平成26年1月27日に策定し、平成26年3月26日に国
土交通省かわまちづくり支援制度に登録された。
（図－４、５）
この「美瑛川地区かわまちづくり計画」に基づき、平
成 27 年度から旭川開発建設部と美瑛町は地域の方と連
携し、川を活用したサイクリング等による観光促進のた
めの整備を進めてきている。

図－６ ＷＧ参加メンバー
ｂ)第１～3回ワーキンググループ
第１～3回ワーキンググループでは、主に美瑛川河川
空間をサイクリングコースとして効果的に活用するため
に必要な整備内容について議論し、以下の方向性で整備
することとなった。
・河畔林の伐採
美瑛川沿いの河川空間は、青く見える美瑛川と十勝岳
連峰の美しい山並みが望める新たな観光資源として期待
されているが、河畔林が繁茂し美瑛川を見ることが出来
ない状況であった。
そのため、ＷＧで実際にコースを自転車で試走し、樹
木伐採箇所確認した。また、伐採範囲については３Ｄ映

図－４ 申請時のかわまちづくり計画
Makoto Sasaki, Takamitsu Ippoushi, Katsuhide Ishii

像を活用し、樹木伐採前後のイメージを確認しながら伐
採を実施した。（写真－２、図－７、８）
繁茂した河畔林

図－９ 案内看板 採用案
写真－２ 河畔林の状況

図－７ 伐採前のイメージＣＧ

・誘導ライン
サイクリングコースは美瑛川沿いでわかりやすいため
誘導ラインの設置箇所は、スタート地点やトイレ等の案
内を目的とし主要地点（美瑛駅や青い池等）並びに分岐
点に設置することとした。
また、標示する内容は主要地点までの方向と距離とし、
左側通行の注意喚起を行うため、大きさの違う３種類の
誘導ラインを設置し、現地で走行中の見え方を確認した。
採用案は自転車で走行しても読み取れる大きさとし、デ
ザインについては外国人旅行者も理解できるように、観
光庁で作成している｢観光立国実現に向けた多言語対応
の改善・強化のためのガイドライン｣のピクトグラムを
採用した。（写真－４、図－１０）

図－８ 伐採後のイメージＣＧ
・案内看板
案内看板については設置箇所とデザインについて
ＷＧで議論した。設置箇所はサイクリングコースの起終
点と中間地点の休憩場所に設置することとした。
デザインについては異なる 3 案についてサイクリング
コース上で提示し、最適案を確認した。ＷＧでの採用案
は景観を考慮したシンプルなデザインとし、サイクリン
グコースの縦断図や周辺のカフェ、レストラン、トイレ
についても英語表記付きで記載する案となった。
（写真－３、図－９）

写真－４ 現地試走による誘導ラインの確認

図－１０ 誘導ラインの採用案
・川へ近づくことができるアクセス路
美瑛川は水深が深い淵の部分についても青く見え、そ
の風景も美しいことから、川に近づくことができるアク
セス路の整備についても検討した。ＷＧではＣＧによる
整備イメージを確認し、意見を聞きながら整備箇所を選
定した。その結果、川へのアクセス性が良く景観の良い
2 箇所について整備することとした。（図－１１）

写真－３ 案内看板の現地確認状況

図－１１ アクセス路整備イメージＣＧ
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・橋梁箇所のアンダーパス
自転車と車との接触防止とサイクリングコースの連続
性を確保するため、橋梁箇所にはアンダーパスを整備す
ることとした。ＷＧではＣＧによる整備イメージを確認
し、整備箇所を選定した。（図－１２）
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写真－６ 社会実験実施状況
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図－１２ アンダーパス整備イメージＣＧ
・車止めの設置
サイクリングコースは一般車両の通行を制限するため、
車止めを設置し、形状は、自転車の走行性を考慮した形
状とすることとした。（写真－５）
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図－１３ 社会実験アンケート結果

写真－５ 車止めの設置イメージ写真

ｄ)第４～６回ワーキンググループ
第４～６回ワーキンググループでは、主に社会実験の
結果を踏まえた今後の観光協会との連携や、サイクリン
グコースのＰＲ方法に関して、以下について議論した。
・地元住民へのＰＲ促進
美瑛川・青い池サイクリングコースは、距離が短くフ
ァミリータイプの自転車向けでもあることから、地元の
子供やファミリー層にも利用してもらえるようＰＲする
ため、地元の子供やファミリー層を対象とする現地試走
イベントを検討し、美瑛町内の見所を体験しながら「美
瑛川・青い池サイクリングコース」をサイクリングする
「親子体験試走会」を平成 29 年 10 月 1 日に開催した。
（写真－７）

・休憩設備・サイクルサポート設備
ＷＧで周辺カフェ等にサイクリングコース利用者が流
れる仕組みが重要であるとの意見が出されたことから、
周辺のカフェ等と連携してサイクルサポート体制を構築
するための社会実験を行うことを検討した。
ｃ) サイクルサポートに関する社会実験
周辺施設へ利用者が流れる仕組みの一つとして、サイ
クルサポート体制構築のため、サイクルラックや空気入
れ等を周辺のお店や施設に配置し、その有効性を検証し、
ビルケの森で昼食
パン作り
サイクリング利用者によるサイクリングコースや周辺施
設等の利用促進を図るため、サイクリングの利便性向上
につながるサイクルラックや空気入れ、工具等のサイク
ルサポート設備を美瑛町内の 3 施設、13 店舗に設置し、
その有効性、必要性を検証するための社会実験を平成
28 年７月 15 日(金) ～8 月 21 日(日)に実施した。
森林散策
サイクリング
その結果、サイクルラックの利用者は多く、利用者や
店舗から好評であり、アンケート結果では入口表示があ
ると立ち寄りやすいかとの問いに対し、159 人中 145 人
が立ち寄りやすいと回答し、サイクルラック、空気入れ、
工具があると立ち寄りやすいかとの問いに対し、154 人
中 149 人が立ち寄りやすいと回答した。
写真－７ 親子体験試走会の状況
アンケート結果により、サイクルサポート施設の表示
・ＰＲ動画の作成
及びサイクルラックを設置することで周辺施設等の利用
サイクリングコースと美瑛町内での体験施設等観光の
増加が図られる可能性があることが確認できた。
魅力を広く周知するため、「親子体験試走会」の状況を
（写真－６、図-１３）
撮影し、ＰＲ動画を作成した。美瑛町や美瑛町観光協会
のホームページで公開予定である。（写真－８）
Makoto Sasaki, Takamitsu Ippoushi, Katsuhide Ishii

今後は美瑛川・青い池サイクリングコースのＰＲを継続
し、サイクリングコースの利用者を目的地の青い池に誘
導できるように進めて行きたい。

写真－８ 美瑛川・青い池サイクリングコースＰＲ動画
・サイクリングコースマップの作成
サイクリングコースを広く周知するため、サイクリン
グコースマップの作成を検討した。コースマップには、
美瑛駅から主要地点までの距離表示やコースをイメージ
できる写真を追加することがＷＧで議論された。
（図－１４）

図－１５ 定点カメラ調査箇所図
表－２ 美沢橋【１】利用者数
平均利用者数
美 瑛 →青い池 ：242 人（8.6 人/日）
青い池 →美 瑛 ：108 人（3.8 人/日）

図－１４ サイクリングコースマップ案
・継続的なイベントの実施
ＷＧでサイクリングコースのさらなるＰＲと沿線施設
の利用促進について議論され、フォトコンテストの実施
についての意見が出された。今後は普及したスマートフ
ォンの機能を生かし、ＳＮＳとカメラ機能が連動した写
真共有アプリを活用したフォトコンテストを検討する。
（４）事業の効果
定点カメラ調査
美瑛川・青い池サイクリングコースの整備の効果指標
とするため、美沢橋【１】と美沢橋上流側【２】の美沢
地区休憩施設の 2 箇所（図－１５参照）に定点カメラを
設置し整備・ＰＲ完了前のサイクリング利用者数等を平
成 29 年 8 月 8 日（火）～9 月 4 日（月）（約４週間）
確認した。
調査結果は、美沢橋地点【１】では美瑛から青い池方
面のサイクリング利用者は 8.6 人/日に対し、上流の美
沢地区休憩施設地点【２】では美瑛から青い池方面のサ
イクリング利用者は 5.6 人/日と減っていることから、
美瑛川・青い池サイクリングコースの利用者の一部は直
接に青い池には向かわず拓真館や四季彩の丘等他の目的
地向かっていることが想定された。（表－２、３参照）
Makoto Sasaki, Takamitsu Ippoushi, Katsuhide Ishii

表－３ 美沢地区休憩施設【２】利用者数
平均利用者数
美 瑛 →青い池：159 人（5.6 人/日）
青い池 →美 瑛：133 人（4.8 人/日）

図－１７ 美沢地区休憩施設利用者数

３ まとめ
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。近年では白金の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
い、これらの観光資源とあわせて、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の観光資
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や観光協会、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、
観光による地域振興につながる取り組みを目指したい。
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