芦 別

周辺
スタートは道の駅。
星型のトイレがあ
るので、
その先のあたりから、
敷地の
外へ出ることができます。
すぐ左に曲
がり進みます。

START & GOAL

芦別市ルートマップ

星の降る里百年記念館

F

道の駅
スタープラザ芦別

すこやかロードの認定コース有。
「旭ヶ丘公園リフレッシュロード
（約１．５ｋｍ）」

あ

し

べ

冬期ルート
つり橋

なまこ山総合運動公園
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サブルート

北大通を右折すると、
中央分離
帯がある憩いの広場。
再び観音
像が左前方に見えてきます。

芦別市役所

B

道の駅 スタープラザ芦別
約9.8km／約2時間45分

休憩所／トイレ

道の駅 スタープラザ芦別、
旭ヶ丘公園、
なまこ山総合運動公園、
JR芦別駅

駐車場

道の駅 スタープラザ芦別、
旭ヶ丘公園、
なまこ山総合運動公園、
JR芦別駅

利用可能期間

冬期は

問合せ

芦別市総務部企画課まちづくり推進係
電話 0124-22-2111

⇒

景色がよく、写真を撮るのに最適な場所
動物や野鳥などを観察できる場所
ハチやブヨに注意が必要・立ち入りが危険な場所

郵便局

病院

バス停
市役所

高等学校
神社

小・中学校

1

2

道の駅 スタープラザ芦別

など四季折々に彩られ、
桜の名所と
しても知られています。
■住所／芦別市旭町641
■電話／0124-22-2111
■時間／10:00〜18:00
■期間／4月15日〜10月31日

●芦別市フットパス／難易度目安
・・・芦別市のルートは市街を中心に平坦な道を歩く
ルートです。

●アドバイスと注意点

存在感のある吊り橋「星の降る里大
橋」は全長265m、幅18．3m。川と緑
と「北の京芦別」を望むダイナミック
な景観を楽しめます。

5

公園内の動物園を眺めながら公園内
を進んでゆくと、突き当たりにさしかか
るので、右折します。この辺りから砂利
道になり、
「市民運動広場」へ続きます。

6

アクセス＆インフォメーション
■公共交通
ＪＲ札幌駅からＪＲ滝川駅まで特急で約50分、根室本線富良野方面行
普通列車に乗換、ＪＲ芦別駅まで約35分、中央バス「芦別」から芦旭線・
滝芦線に乗換「北大道」まで約2分、下車「道の駅 スタープラザ芦別」
まで徒歩約5分
ＪＲ旭川駅からＪＲ滝川駅まで特急で約30分、根室本線富良野方面行
普通列車に乗換、ＪＲ芦別駅まで約35分、中央バス「芦別」から芦旭線・
滝芦線に乗換「北大道」まで約2分、下車「道の駅 スタープラザ芦別」
まで徒歩約5分
札幌駅前バスターミナルから中央バス「高速ふらの号」で「芦別」まで
約1時間50分、中央バス「芦別」から芦旭線・滝芦線に乗換「北大道」まで
約2分、下車「道の駅 スタープラザ芦別」まで徒歩約5分
■自動車利用
札幌から道央自動車道滝川ＩＣ経由で約1時間40分
旭川から道央自動車道滝川ＩＣ経由で約1時間
［交通の問合せ先］
ＪＲ芦別駅 電話 0124-22-2070
北海道中央バス札幌ターミナル 電話 011-231-0500

7

8

踏切を越えて再び国道38号に出る
ので、
そのまま右折し、
歩道を進みま
す。
ここからはアップダウンの道にな
りますが、
視界が広がり爽快です。

国道38号沿いの「フードD」を過ぎる
と、やがて左手に黄色い外壁の美容
室が現れるので、飲食店との間を左
折して進むと、
ＪＲ芦別駅に到着。

ＪＲ芦別駅前から直進して再び国道
38号に出ます。北1西1の信号から左折
し、どんどん歩いて芦別神社を越えて
から右折すれば、もうゴールです。

旭ヶ丘公園

JR芦別駅から約1.5km。
市内を一望
する小高い丘の上にある旭ヶ丘公
園は、
入園無料の小動物園。
一番人
気の施設はサル山で、
愛嬌のあるサ
ルたちを身近で観察できます。
園内
はライラック、
紅葉、
エゾエンゴサク

E

JR芦別駅

国鉄時代の懐かしい雰囲気を今も

旧三井芦別鉄道炭山川橋梁
市街地の南方を流れる炭山川に架
かる橋梁は、
石炭を運搬するため昭
和20年に竣工。線路上には平成元
年まで活躍していたディーセル機関
車と石炭貨車が設置保存されてい
ます。
深い峡谷に高さ30ｍの橋脚が
立ち並ぶさまが特徴的な橋梁は、
国
の登録文化財に認定されています。

◉ガタタン

特産品

炭鉱全盛期から多く
の市民に親しまれてい
る芦別独自の郷土料理
「ガタタン」は、エビ・タケノコ・山菜な
ど10種類以上が入ったとろみのある
スープ。チャーハンや焼きそば、うどん
などアレンジメニューは多彩ですが、
おすすめは芦別名物になっている「ガ
タタンラーメン」。スープのとろみが麺
に絡み、おいしいと評判です。

芦別健夏まつり
2日間にわたり開催される夏まつりの
メインイベントは、
締め込み・水法被姿
の衆が水を浴びながら1ｔもの山笠と
疾走する
「健夏山笠」
「
。770年の伝統
を誇る博多祇園山笠振興会」
から
「北
の山笠」
として唯一認められている伝
統的な行事です。

D なまこ山総合運動公園
「合宿の里あしべつ」の中核施設と
して、広大な敷地内には総合体育
館、陸上競技場、野球場、球技場、
パークゴルフ場等充実したスポー
ツ施設が点在しています。
総合体育
館内に設置している高さ１２m・幅５
mのクライミングウォールは、
自分の
力だけで壁面を登るもの。初級、中
級、上級ごとに対応できるので、ぜ
ひ挑戦してみてはいかが。
■住所／芦別市上芦別町6
■電話／0124-24-2525
■時間／9:00〜21:00
■定休／12月31日〜1月3日

9

C
「芦別大橋」を渡ります。右側は眼下
に川が流れ、山々を背景に鉄橋は存
在感たっぷり、左側は山々と川を望む
雄大な景色を望むことができます。

■住所／芦別市旭町油谷1
■電話／0124-23-1155
■時間／7：00〜22：00
■料金／日帰り入浴料430円
■駐車場／有

北の京芦別

スタート地点から間もなくすると通
過するスポット。高さ約88ｍという
ビックスケールを誇る白いモニュメ
ントの大観音とそれに鮮やかなコン
トラストをなす五重の塔は、山の緑
がおい茂る夏場のルート散策にも分
かりやすい便利な目印となります。
■住所／芦別市旭町2

「旭橋歩道橋」を通り空知川を渡ります。 「なまこ山公園」を出て右の信号を
橋の上からは「星の降る里大橋」や大観
渡り、
民家が点在する細い道を右折
音像が眺めることができいい眺め。先の
します。鳥のさえずりや虫の声が聞
ジグザク道を行き、国道に出ます。
こえ、
のどかな雰囲気です。

残している駅のひとつ。平日は駅員
さんもいて、
昔ながらの列車別改札
を行っています。新しい施設がどん
どん増えているこのまちで、駅舎が
昔のまま残っているのが嬉しいポイ
ント。駅前に小さな五重塔がありま
すが、
これは電話ボックスです。

■住所／芦別市旭町
■電話／0124-22-2111（芦別市経済建
設部都市建設課土木係）
■期間／冬期閉鎖
■料金／無料
■駐車場／有

■住所／芦別市西芦別町1
■電話／0124-24-2121（星の降る里
百年記念館）

温泉資源と自然環境に恵まれた芦別
市は、
効能や湧出量、
温度など厳しい
条件をクリアした北海道で唯一の国
民保健温泉地に認定されています。
周辺にはパークゴルフ場やテニス
コート、オートキャンプ場などさまざ
まな施設が揃い、思い思いのレクリ
エーションを楽しむことができます。

■住所／芦別市本町1065-10
■電話／0124-22-2070

B

上金剛山展望台

芦別

芦別

4

ゆるやかな上り坂を行き、橋を渡っ
て進んで行くと、
「旭ヶ丘公園」の案
内看板が現れるので、左折してさら
に急な坂を上ります。

19世紀のカナダを舞台に描かれ、
世界中の人々を魅了した名作
「赤毛
のアン」をテーマにしたメルヘン
チックな公園。広大な丘陵地帯に
はラベンダー畑をはじめ、アンの
家、
教会などカナダのまち並みを再
現。美術館やショッピング＆グルメ
タウンもあり、
一日ゆっくりとアンの
世界に浸ることができます。

芦別温泉

■住所／芦別市北4条東1丁目1
■電話／0124-23-1437
■時間／売店：9:00〜19:30（5〜10月）
（11〜4月は18:00まで）
レストラン：11:30〜19:30（5〜10月）
（11〜4月は18:00まで）
■定休／12/31、
1/1

3

カナディアンワールド公園

■住所／芦別市黄金町731
■電話／0124-28-2231
■期間／4月29日〜10月23日
■時間／10：00〜17：30
■料金／無料
■駐車場／有

国道38号沿いにあり、まちの観光案内はもちろん
のこと、
地元の特産品を集めたお土産が充実してい
ます。
天井にプラネタリウムのような星空が広がる2
階のレストランでは、芦別自慢の食を堪能すること
ができます。
「星の降る里」
にちなみ、
星型をしている
トイレも名物スポットです。

寺

橋からの眺めはどこも素晴しいので、柵越しに身を乗り出したりしな
いよう、気を付けましょう。

28

A

■住所／芦別市頼城町緑泉5-14 星槎
大学芦別本校

中 そ ら ちエリ ア

中 そ ら ちエリ ア

消防署

B

B

北海道のほぼ中央に位置し、まちの約88％
が山林のため、
空気が澄み、
星が美しいこと
から
「星の降る里」
と名づけられた芦別市。
石
炭産業の衰退を受けたものの、自然、温泉、
レジャー、歴史、文化、食に至るまで魅力は
いっぱい。
橋を渡り、
水辺にいやされ、
見渡せ
ば大観音が佇むというコースを巡って、
とって
おきの感動スポットを見つけてください。

花を見ることが出来るスポット

駐車場

踏切りを渡ります。
道路が
細くなっているので、
車に
も注意しましょう

38

川と緑が織り成す景観を味わい、
まちの熱いエネルギーを実感

■住所／芦別市新城町
■電話／0124-22-2111
（芦別市経済建
設部都市建設課土木係）
■期間／冬期閉鎖
■駐車場／有

炭鉱最盛期の昭和29年に建設さ
れ、全国で最長の直線廊下をもつ
レンガ造りの校舎は重 厚な佇ま
い。
平成16年4月からは星槎大学と
して利用されています。
敷地外から
外観のみ見ることができます。
校舎
及び体育館は国登録有形文化財。

標高314ｍの頂上にある東屋からは、
野花南湖をはじめ、
芦別市街や十勝
岳まで見渡すことができます。
さえぎ
るものがない大パノラマは、
ぜひ目に
焼き付けておきたい風景。夜景を楽
しむこともできますが、
路肩が弱いた
め悪天候の日は歩行に注意を。

にルート変更となります。

ルート記号

トイレ コ コンビニ

蛇行した道ですが、
橋あり、
線 路あり、山ありの変化に
富んだ景色を楽しめます。

B

JR芦別駅

ルート情報

新城峠駐車公園
芦別市から旭川市へ向かう途中の
丘陵地帯にある新城峠は、絶景が
広がるビューポイント。展望台から
は、
大地が創り出すパッチワークの
ように美しい風景を一望することが
できます。おすすめはジャガイモの
花で丘が白や薄紫に染まる7月。北
海道らしい雄大な景色を存分に堪
能できます。

B

コ

に い や さ れ る 、魅 力 あ ふ れ る ル ー ト で す 。

距離／所要時間

すこやかロードの認定コース有。
「なまこ山総合運動公園フィッ
トネスロード
（約２．７ｋｍ）」

ホームセンター
イエローグローブ

B

あ ふ れ る ま ち の 造 形 を 愛 で 、大 観 音 や 橋 の あ る 景 色

ゴール

500m

0

新芦別大橋を渡ります。
水と
緑が織り成す、
美しい景色を
楽しめます
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緑豊かな森や山の間を縫って空知川が流れる清涼感

道の駅 スタープラザ芦別

星槎大学（旧芦別市立頼城小学校）

B

つ

スタート

街の魅力

サブルート

北の京芦別

み

わくわく見どころ
がいっぱいの
芦別ルート

みどころ

旭ヶ丘公園

B

452

の

◉千人踊り
最終日、祭りに一層花を添えるのはＪＲ
芦別駅前で繰り広げられる千人踊り。色
とりどりの衣装で練り歩く光景は迫力
満点。こちらも見逃せないイベントです。

F

星の降る里百年記念館

芦別市100年を記念して建てられた
博物館で、
芦別の美しい星空をパソ
コンで再現するスタードーム、炭鉱
長屋の暮らしぶりを実感できる「マ
ジックビジョン小劇場」などが展示
されており、芦別市の歴史・文化を
体感することができます。
■住所／芦別市北4条東1丁目
■電話／0124-24-2121
■時間／9：00〜17：30
■定休／5月〜10月は月曜、11月〜4月は
月・火曜、
（12月31日〜1月5日）
■料金／大人 450円、高校生 300円、
小・中学生 150円

◉芦別獅子

◉芦別花火大会

昭和37年、芦別市の無形文化財に指
定された獅子舞は、富山県からの入植
者が郷里に伝わる越中獅子を再現し
たのがはじまり。獅子の本体に10人が
入る編成は、最大規模。芦別の郷土芸
能として昔も今も親しまれています。

■開催日／7月第3土・日曜
■問合せ／0124-22-2111（星の降る里・芦
別健夏まつり実行委員会）

健夏まつりのフィナーレを飾るのは、
花火大会。約2、000発の花火が夏の
夜空をドラマチックに彩ります。

◉キャンドルアート

カナディアンワールド公園の丘に約1万本のキャンドルで
灯りの絵を描く幻想的なイベント。
ステージで行われる
多彩なアトラクションも美しい夜を彩ります。
キャンドル
の点火は、
飛び入りもＯＫ。
■開催／8月第1土曜
■問合せ／0124-22-2111
（キャンドルアート実行委員会）

29

