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第7回
美瑛川地区かわまちづくりワーキンググループ

2018年10月25日（木）13:30－15:30
会場：美瑛町役場

■議題
①実施報告
・サイクリングコースの整備（水辺へのアクセス路、
橋梁部アンダーパス、路面標示の追加）
・サイクリングコースマップの配布
・体験試走会（6/16トマト収穫体験、ビルケのハンバーガー）
・利用者数調査

②利用促進策の検討
・コース案内サインの設置
・美沢橋右岸・アンダーパスの路面標示

③その他

■フォトコンテスト審査
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平成30年度 実施報告

●サイクリングコースの整備
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【写真１】 【写真2】

【写真3】 【写真4】

【写真5】



平成30年度 実施報告

水辺へのアクセス路

●サイクリングコースの整備（平成29年度施工）
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堤体盛土C付近【写真１】
（下流側から）



平成30年度 実施報告

橋梁部アンダーパス

●サイクリングコースの整備（平成29年度施工）
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日の出橋付近 【写真2】



平成30年度 実施報告

橋梁部アンダーパス

●サイクリングコースの整備（平成29年度施工）
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美聖橋付近 【写真3】
（下流側から）



平成30年度 実施報告

橋梁部アンダーパス

●サイクリングコースの整備（平成29年度施工）
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美聖橋付近 【写真4】
（上流側から）



平成30年度 実施報告

路面標示の追加

●サイクリングコースの整備
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美沢橋付近 【写真５】



平成30年度 実施報告

橋梁部のアンダーパス

●サイクリングコースの整備（平成30年度施工中）
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美沢橋付近

美沢橋右岸下流側

美沢橋右岸上流側



平成30年度 実施報告

●サイクリングコースマップの配布
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■作成部数
2,000部

■配布場所
・道の駅びえい白金ビルケ
・道の駅びえい「丘のくら」
・四季の情報館
・各レンタサイクル店

■旭川開発建設部WEBサイトでPDFを配布
https://www.hkd.mlit.go.jp/as/tisui/vkvvn80000000xuh-att/vktdfd000000eq1g.pdf



平成30年度 実施報告

●体験試走会2017の動画の公開
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■YouTube
（ hkd_mlitチャンネル）で公開

https://www.youtube.com/watch?v=5qpBcPhnDMI&feature=youtu.be



平成30年度 実施報告

●体験試走会 2018 平成30年6月16日（土）開催
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■サイクリング参加者22名※スタッフ含む
■WG同行メンバー（順不同・敬称略）
尾形明男（美瑛町サイクリングクラブ会長）
塚田聡仁（美瑛町副町長）
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）
高橋慶久（旭川河川事務所長）



美瑛川サイクリングコース体験試走会の報告 13

参加者アンケートから

１．体験試走会について
１ 体験試走会に参加された理由は何ですか（複数回答可）

① 野菜収穫体験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 昼食が楽しそうだったから●●
④ その他●●

１-２ 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体験試走会の報告 14

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●
短くしたほうが良い● →体験メニューを増やしてほしいから
ちょうど良い

その他
→サイクリングロードの草刈りをしてほしい

凡例： ●回答者数



美瑛川サイクリングコース体験試走会の報告 15

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体験試走会の報告 16

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）●
⑥ その他 →トイレ●

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体験試走会の報告 17

参加者アンケートから

３．案内について

３-1.コースの路面の表示に気づきましたか

① 気づいて、目的地（青い池など）までの距離が分かった●●●●●
② 気づいたが、意味が分からなかった●
③ 気づかなかった

3-2. サイクリングコースマップは、わかりやすかったですか

① 走っている場所が確認できて、わかりやすかった●●●●
② 走っている場所は確認できたが、わかりにくかった●
③ 走っている場所がわかりにくいので、利用しなかった

凡例： ●回答者数



美瑛川サイクリングコース体験試走会の報告 18

参加者アンケートから

3-3．どんな案内があったら、コースがわかりやすくなると思いますか

① 路面の表示（上記1）の箇所数を増やす●●●
② コース上に案内看板を設置する●●●●●
③ 主要地点に、矢印マークで「美瑛川サイクリングコース」へ

誘導する標識を設置する●●

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

・コースサイドの雑草の刈り取り（イタドリなど）

凡例： ●回答者数



平成30年度 実施報告

●利用者数調査
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期間：平成30年8月8日～9月4日
地点：（1）美沢橋左岸 （2）側帯盛土C
方法：自動撮影カメラによりサイクリング通行台数を計測

●2地点の上下方向の合計は226台で、
昨年同期の合計642台に比べ65％減少。

 サイクリング通行台数 

 

美瑛市街地 

→青い池 

青い池 

→美瑛市街地 

計 

地点：美沢橋左岸 66 台 20 台 86 台 

地点：側帯盛土 C 110 台 26 台 136 台 

計 176 台 46 台 226 台 

 



平成30年度 実施報告

●利用者数調査
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期間利用者総数【美沢橋】【側帯盛土C】

H30年度

H29年度

日別利用者数【側帯盛土C】



利用促進策の検討

●利用状況の例
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①道道・美沢橋を美瑛駅方面から自転車で進んでくるが、
そのまま道道を直進する

②美沢橋の上流右岸側を数台の自転車が青い池方向へ進行している

美沢橋付近などで
マップと連動した
「誘導標識」の設置

①

②

【提案事項①】誘導標識

【イメージ】



利用促進策の検討 22

美沢橋右岸のアンダーパス設置
に伴い、誘導の路面標示の設置

①

②

【提案事項②】路面標示



フォトコンテスト審査

●フォトコンテスト
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周知方法
●チラシ配布

（道の駅、四季の情報館、
レンタサイクル、カフェ・レストラン、宿泊施設など）

開催時期
●7月1日～8月末日（9月以降も応募あり）

コンテスト方法
●インスタグラムのハッシュタグを活用



フォトコンテスト審査

●フォトコンテスト
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応募作品


