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美 唄
美唄市ルートマップ

市街地を抜けて「アルテピアッツァ美唄」までは道道135号線・東明通り
の一本道。高低差もほとんどなく歩きやすいルートです。距離はやや長
めですが、トイレ休憩や給水ポイントも整っています。

●美唄市フットパス／難易度目安

●アドバイスと注意点

・・・美唄市のルートは平坦で歩きやすいですが、
　 距離が長いのでしっかりと装備して歩きましょう。

スタート

ゴール

距離／所要時間

休憩所／トイレ

駐車場

利用可能期間

問合せ

ＪＲ美唄駅　旭公園

ＪＲ美唄駅

約14km／約4時間

5月～11月

美唄市商工交流部観光交流課
電話 0126-63-0112

旭公園、アルテピアッツァ美唄、東明公園、
ピパの湯ゆ～りん館

JR美唄駅、アルテピアッツァ美唄、
ピパの湯ゆ～りん館ほか

アクセス＆インフォメーション

■公共交通
ＪＲ札幌駅からＪＲ美唄駅まで特急で約40分
ＪＲ旭川駅からＪＲ美唄駅まで特急で約50分
札幌駅前バスターミナルから中央バス「高速びばい号」で
「美唄駅前」まで約1時間

■自動車利用
札幌から道央自動車道美唄ＩＣ経由で約1時間
旭川から道央自動車道美唄ＩＣ経由で約1時間

［交通の問合せ先］
ＪＲ美唄駅　電話 0126-63-3074
北海道中央バス札幌ターミナル　電話 011-231-0500

周 辺 の み ど こ ろ

動物や野鳥などを観察できる場所

花を見ることが出来るスポット

景色がよく、写真を撮るのに最適な場所

温泉施設がある場所

ルート記号

ルート情報

閉校跡地に誕生した彫刻公園「アルテピアッツァ美唄」
や花の名所「東明公園」。自然豊かな東明地区を歩き、
市街地で美唄の歴史遺産を訪ねます。

び ば い
アルテピアッツァ
美唄ルート
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「東明公園」と刻まれた石碑のある三
叉路を左へ進みます。正面に野球場
が見えてきたら案内標識に従って「ス
ペースカリヨン」方向へ右折します。

「ピパの湯ゆ～りん館」を出て再び
「東明通り」に合流したら美唄中心部
へと戻りましょう。線路に架かる跨線
橋を渡って国道12号を「セブンイレブ
ン」側に横断してから左折します。

少し行くと池が現れるので手前の道
を左へ。この曲がり角にトイレがあり
ます。池の手前右手にある階段を上
がったところに市街を一望できる展
望台「スペースカリヨン」があります。

緑地帯に遊歩道、ベンチや水飲み場
などが整備された「美唄市遊緑通り」
を左へ。「東明通り」に突き当たるので
右折して、あとは道なりに真っ直ぐ「ア
ルテピアッツァ美唄」まで歩きます。

スタートはＪＲ美唄駅です。駅の東口を
出ると目の前に美しく整備された旭公
園があります。トイレもあるこの公園を
出発したら最初の交差点を左折し、次
の交差点を右へ進みます。

「アルテピアッツァ美唄」から来た道を
戻り、「4110形式十輪連結タンク機関
車」の案内看板から右へ。「旧東明駅
舎」の裏手にまわるとタンク機関車が
登場。線路跡の遊歩道を歩きます。

少し歩くと左手にテニスコートと陸上競
技場、右手にパークゴルフ場。並木に掛
けられた一見「進入禁止」のようなチェー
ンをくぐり抜け、パークゴルフ場内の道
を進んで「ピパの湯ゆ～りん館」へ。

国道12号を駅方向に歩いて3本目の
小路を右折すると、左手に歴史を感
じさせる建物が。手前は「市立公民館
櫻井邸分館」、その裏手にあるのが
「美唄屯田兵屋」です。見学後は再び
道路へ。

屯田兵屋を出て最初の交差点を左折
し少し歩くと、右手に「空知神社」の鳥
居が現れます。本殿で参拝を済ませた
ら境内を抜けて遊歩道へ。「郷土資料
館」の庭から通りに出て左突き当たり
がJR美唄駅です。

美しい唄のまちと書いて美唄市。空知のほ
ぼ中央に位置するこのまちは、彫刻家・安
田侃氏の作品を展示した野外彫刻公園
「アルテピアッツァ美唄」があることでも知
られています。今回のフットパスでは、その
「アルテピアッツァ美唄」を目指してＪＲ美
唄駅をスタート。花の名所や温泉、歴史的
な文化財なども巡る美唄満喫ルートです。

C東明公園
高台に広がる「東明公園」は、空知管
内でも指折りの花の名所。5月上旬に
はソメイヨシノやエゾヤマザクラ、ヤエ
ザクラなど約2,000本もの桜が咲き誇
り、続く6月には5,000本を超えるツツ
ジが色鮮やかな花を咲かせます。

ピパの湯ゆ～りん館
見晴らしのよい高台にある公共温泉。
無料の休憩スペースもあるので、お風
呂上りにのんびりくつろげます。館内
のお土産コーナーには地元の特産品
が勢ぞろい。敷地内には地元の農産
物直売所「ぴぱまーと」もあります。

B 美唄屯田兵屋
屯田兵が美唄に入植した1891（明治
24）年当時のまま残されていた家屋
と厩舎を、市民から譲り受け移築・
復元。貴重な歴史遺産として「美唄
市指定文化財第1号」となり「北海道
有形文化財」にも指定されています。

D

カフェアルテ
アルテピアッツァ美唄の敷地内にあるカフェ。
窓の外に広がる自然と彫刻を眺めながら、
コーヒーブレイクを。美唄産小麦でスタッフが
手作りする「ぽこぽこパン」もおすすめです。

F

郷土資料館
美唄の歴史風土を「自然と昔の人び
と」「開拓のつちおと」「炭鉱の開発と
移りかわり」など6つのテーマに分け
て紹介しています。特別展示室では
年に2回ほど特別展を開催。

E

アルテピアッツァ美唄
閉山になった炭鉱の学校跡地に造られ
た野外彫刻公園。古い木造校舎が残る
自然豊かな園内には地元出身の彫刻
家・安田侃氏の彫刻作品が、木々や清流
と美しく調和し、素晴らしい景観を創り
あげています。コンサートや展覧会など
のイベントも開催されます。

A

美しい自然とアートに出会う

Information

■住所／美唄市落合町栄町
■電話／0126-63-3137
■時間／9：00～17：00
■期間／通年
■定休／火曜（祝日の場合は翌日）、
　12月31日～1月5日　

■住所／美唄市落合町栄町　■電話／0126-63-1010
■時間／平日10：00～17：00（4月～11月）・11：00～16：00（12月～3月）、
　土・日曜10：00～17：00（通年）※休日は「アルテピアッツァ美唄」と同じ

Daima Garden
「東明通り」沿いにあるオープンガーデン。オー
ナーの大間さんが丹精込めて育てた庭を公開
しています。個人のお庭なので見学するとき
は、必ず家の方に許可をいただいてください。

G

■住所／美唄市東明町3区
■電話／0126-64-3800
■時間／10：00～22：00
■定休／無休　
■入浴料／大人600円・子ども300円・
　未就学児無料
■期間／通年　

■住所／美唄市大通西1条北2丁目2-1
■電話／0126-62-3131
　         （美唄市教育委員会生涯学習課）
■時間／10：00～15：00
■期間／5月1日～10月31日
■定休／月曜　■料金／無料

■住所／美唄市東5条北4丁目7-8
■電話／0126-62-1588（大間宅）
■期間／5月中旬～10月上旬　■料金／無料

■住所／美唄市西2条南1丁目2-1
■電話／0126-62-1110
■時間／9：00～17：00
■期間／5月1日～10月31日
■定休／月・火曜・冬期間（11/1～4/30）
■料金／無料　

■住所／美唄市東明町2区
■期間／通年。5月上旬には「びばい桜まつ
　り」開催。園内がライトアップされ夜桜
　見物も楽しめます。

美唄市エビナスクエア
美唄市の老舗「エビナ商店」の跡地にオー
プンした「美唄市エビナスクエア」は、美唄
のおいしいものを気軽に味わえる注目ス
ポット。国道12号に面した広場には、話題
の「アスパラひつじハンバーガー」や米粉
たこやき、名物のとりめしや焼き鳥などの
常設店が軒を連ねます。ゴールの美唄駅
からも目と鼻の先。一日歩いた締めくく
りに、美唄名物を味わいましょう。

アンテナショップPiPa
美唄市の特産品を一堂に集めたアン
テナショップ。市内の企業・団体・農
家が出店する店内には、畑直送の新
鮮野菜や「美唄焼き鳥」、「美唄式やき
そば」に米粉パン、特産のハスカップ
を使ったジャムやジュースなど美唄
のおいしいものがずらり勢ぞろい。レ
ジで焼き鳥やとりめしを温めてくれ
るので、その場ですぐに味わえます。

炭鉱メモリアル森林公園
空知地域はかつて国内有数の産炭
地でした。ここ美唄市でも三井・三
菱をはじめ10を超える炭鉱が操業
しており、旧三菱炭鉱跡地につく
られたこの公園は、炭都・美唄の歴
史に触れられる場所。緑あふれる
山の中にすっくと立つ赤い「立坑巻
揚櫓（たてこうまきあげやぐら）」が
象徴的です。アルテピアッツァ美
唄から約6.5kmほど山の方へ進ん
だところにあります。

宮島沼
春と秋の年2回、5万羽を超えるマガ
ンが飛来することで知られる宮島
沼。今回のルートからは離れた美唄
市の西側、水田地帯の中にあります。
決して大きくはない沼ですが、渡り鳥
にとっては重要な中継地点であるこ
とから、2002年にラムサール条約の
国際保護湿地に登録されています。
夕暮れ時、編隊を組んで一斉に沼へ
と降り立つ様子は圧巻です。

◉美唄焼き鳥
レバーやハツ、玉子に皮など、さまざ
まな部位を1本の串に刺して焼く美
唄名物のモツ串。「鶏の内臓まで大
切に食べる」開拓期に根づき愛され
続ける“美唄の味”をぜひ味わって。

◉中村のとりめし
明治期に開拓された美唄市中村地
区に古くから伝わるもてなしの郷
土料理です。鶏一羽をまるごと使っ
てスープを作り秘伝の味付けで仕
上げる炊き込みご飯は、郷愁を誘
うおふくろの味。

◉べかんべ最中・くるみ餅
美唄市の沼でとれた菱の実を意味
するアイヌ語の「ペカンペ」に由来す
る「べかんべ最中」。地元産のクルミ
を使った献上銘菓「くるみ餅」ととも
に、老舗・長栄堂の看板商品です。

■住所／美唄市進徳町1区
　（国道12号沿い・レストラン藤観光駐車場）
■電話／0126-62-4343
■時間／10：00～17：00
■定休／不定休　

■住所／美唄市西美唄町大曲3区
■電話／0126-66-5066
　（宮島沼水鳥・湿地センター）
■時間／9：00～17：00
　※飛来最盛期は延長あり
■定休／月曜（祝日の場合は翌日）
　※飛来最盛期は無休

■住所／美唄市東美唄町常盤台

■住所／美唄市大通西1条南2丁目
■時間／11：00～16：00
■定休／火曜

美唄焼き鳥は次のお店で…
・たつみ・福よし・味心三船・久矢食堂
・鳥乃家・やきとりガロ
・三船やきとり峰延支店

「中村のとりめし」を食べられるお店
クックカフェ「旅の途中に…」
■住所／美唄市東1条南2丁目2-2
■電話／0126-63-1333
■時間／9：00～18：00
　（土・日・祝日9：00～17：00）
■定休／無休
中村のとりめし弁当を買えるお店
アンテナショップPiPa、美唄市農協

◉美唄式やきそば
誕生は昭和45年。地元では知らな
い人はいないＢ級ご当地グルメで
す。注目すべきはその食べ方。袋か
ら箸も使わず直接パクッ！この大ら
かさが美唄式なんですね。
（有）角屋
■住所／美唄市西2条北1丁目2-3
■電話／0126-62-7321
■料金／美唄式やきそば1袋105円

◉ハスカップ狩り
その昔、アイヌの人たちが「不老長
寿の実」として食べていたというハ
スカップ。美唄市はそのハスカップ
の収穫量日本一を誇ります。旬を
迎える6～7月には、市内の農園で
ハスカップ狩りが体験できます。
ジャムや果汁液の加工品はお土産
におすすめです。
■住所／美唄市峰延町
■電話／0126-67-2334
　（JAみねのぶ営農部販売企画課）

長栄堂
■住所／美唄市大通東1条南1丁目1-27
■電話／0126-63-2011
■料金／べかんべ最中1個105円、
　くるみ餅1個126円

名物

美唄
銘菓

　アスパラひつじバーガー／米粉のバンズと
アスパラひつじのパテ、新鮮な地物野菜で作
る評判のご当地バーガー

街の魅力

アルテピアッツァ美唄

東明公園

陸上競技場

カフェアルテ

道
央
自
動
車
道

B

世界的に有名な彫
刻家・安田侃氏の作
品を展示した野外
彫刻公園。コンサー
トや展覧会などイベ
ントも開催していま
す。古い木造校舎の
周囲に広がる緑の
広場は、お弁当を食
べるのにぴったり！

温泉に入って食事が
できて、お土産に美
唄特産品のお買い物
もできます。

サクラとツツジの名所。
市街を一望できる展望
台「スペースカリヨン」
があります。

「アルテピアッツァ美唄」の敷地内に
あるカフェ。窓の外に広がる自然と彫
刻を眺めながら、コーヒーブレイク
を。美唄産小麦でスタッフが手作りす
る「ぽこぽこパン」もおすすめです。

大間さんが自宅のお庭を
公開しています。「open」
のプレートが出ているとき
は見学OK！お花が好きな
方は必見です。

緑地帯の交差点を左折。遊歩
道を歩きます。右手前にセイ
コーマートがあります。

東明橋を渡って道なりに
左方向へ。少し歩くと「ア
ルテピアッツァ美唄」の案
内看板が見えてきます。

東明通り（道道135号線）を右折した
ら、あとは真っ直ぐ！道路の向い側に
はしまむらやＡコープがあります。

「ピパの湯ゆーりん館」から道な
りにくだり、高速のアンダーパス
が見えたら右折。最初の信号を
左折して東明通りに戻ります。

「旧東明駅」の駅舎裏
手にまわると、線路跡
の遊歩道が現れます。

遊歩道の終点を右折
して道なりに。

「市指定文化財 4110形式十
輪連結タンク機関車」の青
看板が示す矢印の方向へ。

「東明公園内」。三叉路を
左方向に進むと、白樺の
街路灯があり、左手に街
の眺望が広がります。

正面に池が見える。左に進
むと曲がり角にトイレあり。
右手の階段を上ると「ス
ペースカリヨン」。

陸上競技場手前をパーク
ゴルフ場内へ右折。進入禁
止のように見えるけど、く
ぐってOK。

ぴぱま～と

空知中央
卸売市場

和田
公園さんぽみちくるみ餅

（長栄堂）

郷土資料館

こせん橋を渡って国道
12号の交差点を反対側
に渡ってから左折。国道12号を進み右手前方に

「美唄屯田兵屋」の敷地が見
えたら右折します。

空知神社の裏手には
「郷土資料館」と「中
央公園」があります。

入植当時の屯田
兵屋を移築・復元
した美唄の文化
財。国道12号に面
しています。

木製の案内看板
に従って「スペー
スカリヨン」方向
へ進みましょう。

美唄
屯田兵屋

美唄市役所
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ピパの湯ゆ～りん館


