砂 川
砂川市ルートマップ

み り ょ く

スイートな魅力が
いっぱいの砂川ルート

右側には市街地が、左側はパークゴルフ場、
その向こうに山並みが広がる開放的な景観。
時折、
車が通るので、
気をつけて歩きましょう。

左側は遊水 地とピンネシ
リの山並みが広がり、眺
めがいい。右側には住宅
が立ち並びます。

砂川オアシスパーク
（遊水地学習館）

砂川市役所

の

みど こ ろ

街の魅力

ゆるやかな上り坂を進み、
道道283号線を右折。

北光公園

砂川市立病院

１２

ナカヤ

周辺

北光沼を見下ろしながら進み、
最初の道を左に曲がります。
いよだ

START & GOAL

まっすぐな国道1 2 号沿い
を進みます。

JR砂川駅

「地域交流センター ゆう」
の案内看板を右折します。

プチトリフ
山屋

北光公園
お菓子の館 ほんだ

地域交流センターゆう

す な が わ

国道沿いに
「お菓子の館ほんだ」
と
「プチ・トリフ山屋」
があります。

国 道 1 2 号を中 心に、まちが 誇る多 彩 な 菓 子メーカーが
点 在 す る「 す な が わ ス イートロ ード」。美 味し い モノを
チェックしながら、砂川オアシスパーク、北光公園をめぐ
り、さらにアップルガーデンや 農 園にまで 足を伸ば すロ
ングコースです。

眺めのよいアップダウンの
道を進みます。
突き当たりを右折します。

総面積約 23.9haの園内には沼が
あり、ヨットやカヌーの無料貸出し
も行っています。園内には「エゾヤ
マザクラ」「ソメイヨシノ」
「ヤエザ
クラ」
など約 500本のサクラがあり、
5月には春の訪れを演出。
さらに、
「ス
ズラン｣ ｢チューリップ｣「ツツジ」
「紅葉」など四季折々に目を愉しま
せてくれます。

ハイウェイオアシス館
高速道路から直接出入りでき、国
道 12 号とも続いているハイウェイ駐
車施設。約 400坪を誇る売り場には
砂川市の銘菓をはじめ道内の菓子や
野菜などが豊富に販売されています。
レストランもあり、和・洋食のほか、
ジンギスカンもいただけます。敷地
内は花や緑が美しく整備されてい
て、
「北海道子どもの国」と隣接し
ています。

■住所／砂川市西 3 条北 10 丁目
■期間／4月下旬〜11月下旬 ( 冬期閉鎖 ) ■住所／砂川市北光 336-7
［ヨット・カヌーの利用の場合］
■ 電話／0125-53-3733
■期間／5月上旬〜10月上旬
■時間／9:00〜19:00（4 月〜10 月）
(10:00〜15:30)
9:00〜17:00（11 月〜3 月）
■料金／無料
■定休／月曜
■問合せ／0125-54-2121
( 砂川市建設水道部土木課 )

ルート情報
おくやま農園

スタート

ＪＲ砂川駅

ゴール

ＪＲ砂川駅

距離／所要時間

約11.2km／約3時間10分

休憩所／トイレ

遊水地学習館、
北光公園、
地域交流センターゆう ほか

三谷果樹園

遊水地学習館、
北光公園、
地域交流センターゆう ほか

利用可能期間

4月〜10月

問合せ

砂川市広報広聴課企画調整係 電話 0125-54-2121

花を見ることが出来るスポット

小・中学校

消防署

駐車場
病院

B

砂川オアシスパーク

公園面積が日本一を誇るほど憩いの場が多い
まち。さらに、
「 すながわスイートロード」には

バス停
郵便局

市役所

寺

ケーキや和菓子、パンなど、まちの人気店が多

・
・
・砂川市のルートは、
平坦な歩きやすい道が多い初心者向けのコース

ちを歩けばスイートな ここちよい

■住所／砂川市北光 401-1
■時間／9:30〜17:00
（4 月下旬〜11 月上旬）
■駐車場／有
■料金／「ふしぎの森」
：高校生以上 450 円、
中学生以下無料

うれし

い 出会いがきっとあることでしょう。

アクセス＆インフォメーション

ＪＲ砂川駅からスタート。
駅を出たら
直進し、
信号を渡ります。
さらに直進
すると国道12号にでるので、
「北洋銀
行」
の看板から左折します。

国道12号をまっすぐ進み、
「東1南10」
の信号から右に曲がって国道を渡り
ます。
渡ったら
「止まれ」
の標識を右折
し、
次の信号を左折。

コースは2つの道があります。
遊水地
に近いうねった左の道も歩けますが、
車も通るため、右の道路を歩いた方
が安全。

明治 30 年に創業し、創業100 余
年を数える老舗の和菓子店。和風
カステラに餡をロールケーキのよう
に巻いた「みちくさ」は、つぶ餡とし
そ餡があり、あっさりとした味わい
で、あとを引く美味しさです。
■住所／本店：砂川市東1条南 2 丁目
■電話／0125-52-2015
■時間／8:30〜19:45
■定休／年中無休

お菓子の館
ほんだ
地元砂川産の素材
を使ったオリジナル
の和洋菓子が人気の店。中でもリン
ゴへの思いは熱く、人気の「ふくろ
がけ」は、蜜付け加工したりんごを
マドレーヌ風生地で包み、焼き上
げたもの。1 個 1 個のりんごに袋を
かぶせたようなやさしさもかみしめ
られます。
■住所／砂川市西1条北11丁目
■電話／0125-52-6321
■時間／9:30〜19:00
■定休／年中無休

水門がある出入口。
ルートは左方向
を道なりに進みますが、
右前方へ行
けば市役所や公民館。
公民館の中に
は
「郷土史料館」
があるので、
時間に
余裕があればぜひ立ち寄ってみま
しょう。

ここはゆるやかな上り坂。前方に緑
が広がり、
その向こうには雄大な石
狩川が流れています。
連なる山の眺
めも、
吹き渡る風も心地よく、
思わず
深呼吸したくなるほど。
突き当ったら
右折しましょう。

目印がないのでわかりずらいです
が、
道路が左へカーブするのが見え
たら、
手前の細い道を右折し、
「アッ
プルガーデン」へ 。

左の柵越しに北光沼を見下ろしなが
ら進み、
最初の道を左に曲がります。
道路中央の矢印の標識が現れるの
で、
その手前から右折し、
国道へ。
車
に注意しましょう。

JR砂川駅と直結した
「砂川市地域交
流センターゆう」へ 。右側に案内板
が現れたら右折し、
左の歩道を歩い
て行くと入口があります。

アップルガーデン
三谷果樹園
周囲にリンゴ園が広がる趣のある
建物は、
大正時代に建てられた「旧
道立滝 川 畜 産 試 験 場 」の機 械 庫
で、移築再生されました。日程によ
りリンゴやリンゴジュース、ジャム
などを直売しています。また、リンゴ
のほかブルーベリーなどの収 穫
体 験 が できるイベントも行われて
います。
■住所／砂川市北吉野町232-8
■電話／ 0125-54-2036

◉ The 祭
ショコラノヲルHORI
（ハイウェイオアシス館内） 全国から技自慢のよさこい仲間が
「あいらん堂」

ナカヤ

■住所／砂川市西1条北 9 丁目
■電話／0125-52-3477
■時間／8 :30〜19:00
■定休／年中無休

◉すながわ緑と花の祭典

■期間／5月第3日曜
■会場／北光公園

あたたかいショコラショーや、ホワ
イトチョコレートのソフトクリーム
がおすすめです。

「富士リンゴ」のシャキッとした食感
と味を活かして、サクサクパイに包
み込んだ「アップルパイ」が有名。
口にするとほっぺ が落ちるような
プチ・トリフ
やさしい美味しさです。リンゴが
山屋
収穫できない 9・10 月は期間限定
すながわスイートロードの中で唯一
「新栗いっパイ」が登場します。
パンも製造している洋菓子店。シベ
リア鉄道の枕木から名づけられた
「シベリア」は、
カステラと餡をデニッ
シュペストリーの生地で巻いたロン
グセラー。
食 べごたえありのボリュー
ムです。
■住所／砂川市東1 条南 10 丁目
■電話／0125-52-2575
■時間／8:00〜19:00
■定休／月曜

北菓楼

ジャンボシュークリーム「夢不思議」 満開の桜に彩られた北光公園で園
など人気のお菓子を購入できるほ 芸市が行われ、春の訪れを楽しむ
か、喫茶フロアで食事もできます。 市民で賑わいます。苗木のプレゼ
■住所／本店：砂川市西1条北19丁目2-1 ントコーナーは毎年長蛇の列がで
きるほどの人気。露店も並び、お
■時間／ 9:00〜19:00
花見気分を盛り上げます。
■問合せ／0125-53-1515

砂川

砂川

■公共交通
ＪＲ札幌駅からＪＲ砂川駅まで特急で約50分
ＪＲ旭川駅からＪＲ砂川駅まで特急で約40分
札幌駅前バスターミナルから中央バス
「高速たきかわ号（奈井江砂川
ＩＣ経由）
」
で
「砂川市立病院」
まで約1時間15分、
下車徒歩約5分
■自動車利用
札幌から道央自動車道奈井江砂川ＩＣ経由で約45分
旭川から道央自動車道奈井江砂川ＩＣ経由で約35分
［交通の問合せ先］
ＪＲ砂川駅 電話 0125-52-3217
北海道中央バス札幌ターミナル 電話 011-231-0500
北海道中央バス滝川ターミナル 電話 0125-24-7191

いよだ

中 そ ら ちエリ ア

中 そ ら ちエリ ア

●アドバイスと注意点
コースはほぼ舗装路ですが、
距離が長いので、
履き慣れた運動靴を用意し
ましょう。
後半のルートではコンビニがなく、
自動販売機も少ないので、
飲
料水などは事前に用意を。

「山屋」
の前の国道12号を渡ると、
鉄
道と道路の立体交差に。
その高架線
を進みます。
開放的な眺めを満喫で
きます。
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■時間／9:00〜21:00
■電話／0125-54-3111
■問合せ／ NPO 法人ゆう

北海道子どもの国
ピラミッドやピサの斜塔など世界
の七不思議を探検できる建造物が
点在する「ふしぎの森」や、アス
レチック遊具が揃う「ヤッホーの
森」
、キャンプ場などがある、水
と緑に囲まれた広大な冒険フィー
ルドです。子どもだけでなく大人
も楽しめます。

■住所／砂川市西豊沼 2-1
■時間／ 9:00〜17:00
■定休／月曜（祝日の場合は翌日）

数存在。どこも手作りを基本にオリジナルにこ
だわった味で、
美味しさを競い合っています。
ま

●砂川市フットパス／難易度目安

500m

旧 石 狩 川 跡 地を 利 用した 約1 0 0 h aの 広 大な 遊 水
地 。ヨットやカヌーなどのウォータースポーツや釣り、
ジョギングができるほか、
パークゴルフ場 やローラー
スケート広場もあります。ヨーロッパの城郭を思わ
せる「遊水 地学習館」は休憩ポイントとしても利用で
きる便利なスポット。3 6 0 度砂川のまちを見 渡 せる
屋 上 からのパノラマは圧巻 で す。夕 陽も美しく、水
辺を真っ赤に染める景色は感 動ものです。

石狩川に抱かれた砂川は、市民ひとり当たりの

景色がよく、写真を撮るのに最適な場所
トイレ コ コンビニ

0

まちを歩けば美味しい味がいっぱい！
水と緑にもいやされるスイートロードめぐり

ルート記号

ＪＲ砂川駅は、上砂川支線が廃線
になった後も長く跨線橋が残って
いましたが、今や鉄筋コンクリー
ト 2 階建ての近代的な建物に様変
わり。ここは駅と連結している文
化交流施設で、500 人収容の大ホー
ルやミニホール、I T 交流室、食品
工房ほか充実した設備を備えた
コミュニティスペースとして市民
に利用されています。ゴールした
ら、吹抜けの開放的な空間で休憩
しましょう。

N

駐車場

地域交流センターゆう

道路左下は道央道。
車の走る音が聞こえます。

おくやま農園
トマトやキュウリ、ミディトマトなど
を作付けしているほか、販売もして
おり、建物の中はみずみずしい香
りがいっぱい。ルートを歩き終えて
から再訪するといいでしょう。野菜
のほか 30 種以上の花や野菜の苗も
販売しているので、家庭菜園やガー
デニングが 趣味の方は要チェック
です。
■住所／砂川市北吉野町253
■電話／0125-52-5444
■時間／9:00〜16:00
（12:00〜13:00 は昼休み）
■期間／冬期間以外
■定休／不定休

集結し、個性を活かした踊りを披露。
オアシスパークから元気と情熱を発
信します。

■期間／7月上旬
■住所／砂川市北光 336-7
■会場／砂川オアシスパーク
（ハイウェイオアシス館内）
■時間／ 9:00〜19:00（冬期間〜17:00）
■問合せ／0125-56-2235

岩瀬牧場
農薬や化学肥料
を使わず、牧草を
食べ、自然の力で育
てた牛の乳を使ったジェラートや
プリン、チーズケーキなどを販売
しています。
■住所／砂川市一の沢 237-6
■時間／9:00〜18:00（夏期〜19:00）
■定休／無休
■問合せ／0125-53-5071

◉ラブ・リバー砂川 夏まつり
砂川の代表的な夏祭りで、迫力あ
る太鼓演奏や縁粋みこしの威勢の
よいかけ声が会場を盛り上げます。
納涼花火大会は毎年大勢の観客を
集める人気のイベントです。
■期間／8月上旬
■会場／砂川オアシスパーク
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