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第6回
美瑛川地区かわまちづくりワーキンググループ

2017年12月13日（水）10:00－12:00
会場：美瑛町役場

・これまでの取組内容について

・親子体験試走会の報告（10/1開催）

・PR動画の確認

・サイクリングコースマップの確認

・平成29年度整備内容・平成30年度整備予定

・平成30年度WG予定
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ＷＧ開催状況（第１回）平成27年11月16日（金）

●第1回～第3回
美瑛川河川空間をサイクリングコースとして活用

するための休憩施設や案内看板、誘導ライン、河川
へのアクセス路など主に整備内容について意見交換
しました。

美瑛川沿いを自転車等で走りながら現地を確認し、
意見交換を実施。

これまでの取組内容について （第１回～第３回）

自転車による現地視察 地元カフェでの意見交換

・子供と一緒にサイクリングと川を楽しめる空間に
なれば良い。

・川が見えないので場所によって木を伐採した方が良い。
・道道沿いのお店にサイクリングコース利用者が
流れる仕組みが必要。

・利用者のトラブル時のサポート体制が必要。
・橋梁箇所は、アンダーパスを整備した方が良い。

ＷＧ開催状況（第２回）平成28年3月4日(金)

第1回ＷＧの意見を踏まえサイクリングコースとして
活用してもらうために必要な整備内容等について、意
見交換を実施。

・コースに誘導ラインがあ
ると歓迎されている感じ
が伝わる。

・案内看板のデザインはシ
ンプルにて、英語表記も
あると良い。

ＷＧ開催状況（第３回）平成28年6月8日(水)

コースを自転車等で試走し案内看板や誘導ラインの設
置位置やデザイン、樹木伐採箇所などを確認し、意見交
換を実施。

意見交換の状況

樹木伐採予定箇所の確認

・誘導ラインは、自転車で走行しても読み取れるぐら
い大きい方が良い。

・サイクリングスタンド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ては。

案内看板の確認

誘
導
ラ
イ
ン
案
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サイクルサポートに関する社会実験 平成28年７月15日(金)～８月21日(日)

これまでの取組内容について （第４回、第５回、社会実験）

親子体験試走会 平成２９年10月1日(日）開催

社会実験状況

空
気
入
れ

工具

アンケート

タペストリー

周辺施設へ利用者が流れる仕組みの一つとして、周辺16のお店や施
設にサイクルラックなどを設置する社会実験を実施。自転車がお店を
利用しやすいなどの好意的な意見が多く、利用者の増加が期待される
結果でした。（アンケートは160名の方から回答を頂きました。）

◆地元カフェレストラン店主との意見交換

WG催状況（第５回）平成29年7月14日（金）

美瑛駅から白金温泉まで試走し、誘導ラ
イン等の確認や「コースマップ（素案）」、
「モニターツアー開催（案）」、今後の
コースＰＲ方法に向けて意見交換を実施。

WG催状況（第４回）平成28年10月25日（火）

社会実験の結果を踏まえた今後の観光協会との連携や、
コースＰＲ方法に関する意見交換を実施。

自転車による現地試走

自転車による現地試走

・地元の子供やファミリー層を対象とする現地試走
イベントを開催しては。

・ＰＲ動画を作成するとおもしろい。
洋食カフェ

サイクルラック

パン屋

美瑛駅から青い池まで試走し、
サイクリングコースマップや
誘導ラインを確認、あわせて
パン作りや森林散策を実施。
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●第４回、第５回、社会実験
美瑛川河川空間をサイクリングコースのＰＲ方

法や周辺のお店等に利用者が流れる仕組み等につ
いて意見交換しました。
また、平成２９年１０月１日（日）に地元の親

子を対象とした体験試走会を実施しました。



美瑛川サイクリングコース親子体験試走会の報告

◆日時：平成 29年 10月 1日（日）9：00～15：00 ◆参加人数：1９名（親子参加者８名）

白金インフォメーションセンター 青い池

十勝岳火山砂防情報センター
白ひげの滝

24線

美聖橋

美聖橋

美望橋

美瑛町
役場

試走ルート
バス移動

美沢橋

日の出橋

丸山橋

憩橋

四季の橋

道道966号

（白金温泉原生林）休憩 【４】

【１】

【３】

【５】

【６】

【７】
【８】

【２】

臨時駐車場

15線
21線

親子体験試走会の状況

昼食

散策

ここまで堤防舗装済

散策イメージ

パン作り
（地元体験施設）

白金インフォメーションセンター
～ビルケの森で昼食～

地元体験施設～パン作り

紅葉がきれいなビルケの森で昼食。手作りパン
に美瑛町産ソーセージなどをはさみ大満足！

路面標示と参加者

お昼に食べるパンを、地
元体験施設で手作り。

白金温泉原生林～森林散策

地元ネイチャーガイドによる
白ひげの滝と白金温泉原生林
の森林散策（森林浴で疲れた
体をリフレッシュ♪）

青い池、白金温泉に向け
サイクリング出発！！

美瑛川・十勝岳連峰の景観を
楽しみながらサイクリング
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美瑛川サイクリングコース親子体験試走会の報告 6

参加者アンケートから

１．体験試走会について
１-１ 親子体験試走会に参加された理由は何ですか

① パンづくりが楽しそうだったから●●
② サイクリングが楽しそうだったから●●●●
③ 森林散策が楽しそうだったから●
その他：子供が参加したいと言ったので

１-２ 親子体験試走会に参加された感想について
① 楽しかった●●●●
② まあまあ楽しかった●
③ 普通
④ あまり楽しくなかった

凡例： ●回答者数



美瑛川サイクリングコース親子体験試走会の報告 7

参加者アンケートから

１．体験試走会について
１-３ より楽しい親子試走会とするために、改善できる点は何だと思いますか
① 体験メニューを

増やしたほうが良い●●
減らしたほうが良い
ちょうど良い●

② サイクリングする距離を
長くしたほうが良い●● →帰りが自転車だと下りでよい
短くしたほうが良い
ちょうど良い●

→10月：暑すぎず気持ち良い
③ 開催時期を変えたほうが良い →7月末：夏休み

→町内の他のイベントと重ならないように

その他 →参加者との交流（コミュニケーション）が
もてる工夫

凡例： ●回答者数



美瑛川サイクリングコース親子体験試走会の報告 8

参加者アンケートから

２．サイクリングコースについて

2-1.美瑛川サイクリングコース（美瑛市街地～二十四線）を知っていましたか

①知っていた●
②知らなかった●●●

2-2.美瑛川サイクリングコースは走りやすかったですか

① 走りやすかった●●●●
② 走りにくかった

2-3.美瑛川サイクリングコースの良いところはなんですか（いくつでも）

①景色がよい ●●●●
②車道と分離されて安全に走れる●●●●
③コース周辺にカフェ・レストランがある
④コース周辺にトイレがある●

凡例： ●回答者数



美瑛川サイクリングコース親子体験試走会の報告 9

参加者アンケートから

２．サイクリングコースについて

２-４.美瑛川サイクリングコースコースに足りないものはありますか

① 自転車を停めて景色を眺められるところ●
② ベンチ・屋根のある休憩所●●●
③ 現在地点・目的地への距離などの案内
④ 車道交差点など注意を促す表示
⑤ 安全のための施設（柵など）

２-５.美瑛川サイクリングコースコースを多くの人が知り、利用されるには、
どんなことが効果的だと思いますか

① 今回のような試走体験イベントを開催する●●●●
② スタンプラリーなどのイベントを開催する●●●
③ チラシ・コース紹介マップを美瑛駅・道の駅・レンタサイクル店などに置く●●
④ コース紹介マップ・PR動画を観光協会などのインターネットサイトで公開する●●●

凡例： ●回答者数



美瑛川サイクリングコース親子体験試走会の報告 10

参加者アンケートから

４．全般的に
お気づきの点、ご意見・ご感想をぜひお寄せください

・ コースの路面に書かれている数字（キロポスト）を地図に記すと
目標の目安になる
・昼食の場所が最高に素敵だった
・ベーコンやウィンナーがおいしかった
・マーガリン、バター、ジャムが欲しかった。（案内に）持参してくださいと
書いてもよかった
・森林散策がとてもよかった
・美瑛川はきれいで魅力が多くサイクリングコースとして改めてよいと感じた
・天気がよかったので素晴らしい1日となった



美瑛川サイクリングコース親子体験試走会状況 （ＰＲ動画）

サイクリングコースのＰＲ動画をYouTubeで公開し美瑛町、美瑛観光協会、
旭川開発建設部ＨＰでリンクを張り広くＰＲを実施する。
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「美瑛川・青い池サイクリングコース」案内マップ

第1案 第2案 第3案

表面 ・サイクリングコースマップ
・縦断図
・詳細図（起点部・美沢橋・
青い池・終点部）

・サイクリングコースマップ
・縦断図
・イメージ写真

・サイクリングコースマップ
・縦断図
・美瑛川みどころ

裏面 ・美瑛川周辺図
・美瑛町市街地図（ロッカー・駐車場・レンタル）
・美瑛川みどころ
・表紙／裏表紙

・美瑛町市街地図（ロッカー・駐車場・
レンタル）
・白金温泉地区詳細図
・美瑛川周辺図
・イメージ写真 ・表紙

表面 裏面

●確認内容：マップの名称と表面と裏面の記載内容
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「美瑛川・青い池サイクリングコース」案内マップ

第1案 第2案 第3案

表面 ・サイクリングコースマップ
・縦断図
・詳細図（起点部・美沢橋・
青い池・終点部）

・サイクリングコースマップ
・縦断図

・イメージ写真

・サイクリングコースマップ
・縦断図
・美瑛川みどころ

裏面 ・美瑛川周辺図
・美瑛町市街地図（ロッカー・駐車場・レンタル）
・美瑛川みどころ
・表紙／裏表紙

・美瑛町市街地図（ロッカー・駐車場・
レンタル）
・白金温泉地区詳細図
・美瑛川周辺図
・イメージ写真 ・表紙

表面 裏面
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「美瑛川・青い池サイクリングコース」案内マップ

第1案 第2案 第3案

表面 ・サイクリングコースマップ
・縦断図
・詳細図（起点部・美沢橋・
青い池・終点部）

・サイクリングコースマップ
・縦断図
・イメージ写真

・サイクリングコースマップ
・縦断図
・美瑛川みどころ

裏面 ・美瑛川周辺図
・美瑛町市街地図（ロッカー・駐車場・レンタル）
・美瑛川みどころ
・表紙／裏表紙

・美瑛町市街地図（ロッカー・駐車場・
レンタル）
・白金温泉地区詳細図
・美瑛川周辺図
・イメージ写真 ・表紙

表面 裏面
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平成29年度整備内容：美瑛川へのアクセス道路・アンダーパス

日の出橋

日の出橋アンダーパス

至青い池
・白金温泉

至美瑛駅

日の出橋日の出橋

アクセス道路D

アクセス道路D

美聖橋美聖橋

アンダーパスイメージ

美聖橋

美聖橋アンダーパス

イメージ

アクセス道路E

アクセス道路E

●川へのアクセス性や景観の良いアクセス道路Ｄ、Ｅを整備する。

イメージ

●サイクリングコースの連続性確保のため、日の出橋と美聖橋にアンダーパスを整備する。
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平成30年度以降の整備予定

●美沢橋アンダーパス ●案内看板 （３箇所）●誘導ライン（６箇所）

※車止めの設置箇所は、地先の利用状況を踏まえて設置

●休憩施設（四阿、ベンチ、植樹、サイクルラック）●車止め

美沢橋左岸上流休憩施設イメージ

写真はイメージです。

写真はイメージです。

写真はイメージです。
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平成30年のＰＲの取り組みについて （案）

白金インフォメーションセンター

青い池

十勝岳火山砂防情報センター
白ひげの滝

24線

美聖橋

美聖橋

美望橋

美瑛駅

サイクリングルート（舗装済み区間）
美瑛町舗装整備箇所（道道との移動可能道路）

イベント対象範囲 L=13km

美沢橋

日の出橋

丸山橋

憩橋

四季の橋

道道966号

白金温泉地区

◆目的：美瑛サイクリングコースＰＲと沿線施設の利用促進、利用状況・整備効果を把握するため実施。
◆内容：フォトコンテストとして、対象範囲の「景観やサイクリング写真」「周辺施設を利用した際の写真」を応募条件とし優秀な

作品には地元農産物などの景品をプレゼントする。（写真は、ＨＰ等でも活用する。）
例）インスタグラムを活用し、♯（ハッシュタグ）「美瑛川サイクリング」若しくは Biei River Cyclingで投稿してもらう。

◆期間：平成30年、平成31年の6月~8月の３ヶ月間（9月に審査。各年毎に優秀な作品をＷＧで選定し景品をプレゼントする。）

写真のイメージ

対象範囲

拓真館
四季彩の丘
美馬牛駅

道道の状況

２４線から先の道道は、
自転車による走行が危
険なので、「青い池」
方面のＰＲは対象外と
する。

◆フォトコンテスト
・単発的なイベント開催ではなく、長期間実施可能なイベント
を開催。

コース景観・利用写真
周辺施設利用写真

L=2.5km

美瑛川サイクリング
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インスタグラムとは？

無料の写真共有アプリのひとつ。
ハッシュタグと呼ばれる「＃」マークにキーワードをつけ
ることで、
特定のテーマの写真を検索・共有・閲覧することができる。
全世界の月間利用者が８億人を突破。
（平成２９年９月２６日インスタグラム公式ページ発表）
国内月間利用者が２，０００万人を突破。
（平成２９年１０月３日Facebook日本法人公式発表 ）



平成30年のＰＲの取り組みについて （案） 18

フォトコンテスト開催及び実施中の周知

周知方法（案）
●チラシ配布（道の駅、JR駅、四季の情報館、
レンタサイクル、カフェ・レストラン、宿泊施設、
町役場・学校など公共施設・・・）

●美瑛町広報誌 ●新聞・雑誌記事
●北海道開発局ホームページ

応募写真の受付
＃「美瑛川サイクリング」若しくは
＃「Biei River Cycling」
※外国人の投稿も考慮して英語表記

景品（案）
●地元カフェ デザート、ソフトドリンク、食事券
●地元ペンション、ホテル 宿泊券
●美瑛町カレンダー、特産品

第７回ＷＧで応募写真の審査

優秀作品発表、景品送付

コンテストのながれ ●確認内容

開催時期（案）
●６月～８月

●５月～８月末

審査（案）
●９月のＷＧ試走会の後で実施

当選発表（案）
●当選された方へ直接通知

コンテスト方法（案）
●インスタグラムを活用

●６月１日（金）～８月３１日（金）

●９月～第７回ＷＧ開催日前日

応募写真の整理、とりまとめ

●９月下旬

●１０月～１２月



平成30年度 ワーキング予定

体験試走会（案）
●募集定員：２０名
●開催時期：６月～７月
●対象年齢：小学４年生以上（中学生までは保護者同伴）
●対象地域：美瑛町及び周辺市町村
※美瑛町民を優先

●コース：美瑛町役場～青い池まで（前回と同様）
※美聖橋～ビルケの森の交通量の多い区間はバス移動
●体験内容：パン作り、森林散策（前回と同様）

第７回ＷＧ試走会（案）
●開催時期：９月
●目的：平成30年度で概ねサイクリングコースの整備が完了
することから、WGで試走を実施し、コースの整備内容につ
いて意見を伺う
※平成３０年度の整備完了後に実施
※試走終了後にフォトコンテストの審査を実施

●確認内容
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