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寺神社

市役所

深 川
深川市ルートマップ

まちの中心部から少しあるくと、そこは花と緑に触れ合
える癒しのフィールド。昔の用水路を整備し、誕生した
緑道はノスタルジックな雰囲気も漂います。
時間を忘れて寛げる大型公園から美味しいソウルフード
まで、これまで知らなかった深川市の魅力を探ります。

深川市街地探索ルート 

市街地を巡るルートなので、トイレや休憩場所も多くフットパス初心者
も安心です。ひざしをさえぎる箇所が少ないので帽子は忘れずに。

●深川市フットパス／難易度目安

●アドバイスと注意点

・・・深川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深川駅

JR深川駅

約12.7km／約3時間30分

総合運動公園、大正緑道、生きがい文化センター、

グリーンパーク21 ほか

総合運動公園、生きがい文化センター、

グリーンパーク21 ほか

通年

深川市企画総務部企画課　電話 0164-26-2215

アクセス＆インフォメーション

周 辺 の み ど こ ろ

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

ふ か が わ し が い ち た ん さ く

ルート記号

ルート情報

■公共交通
ＪＲ札幌駅からＪＲ深川駅まで特急で約1時間
ＪＲ旭川駅からＪＲ深川駅まで特急で約20分
札幌駅前バスターミナルから中央バス「高速るもい号」で
「深川十字街」まで約1時間35分、下車徒歩約3分
■自動車利用
札幌から道央自動車道深川ＩＣ経由で約1時間
旭川から道央自動車道深川ＩＣ経由で約30分
［交通の問合せ先］
ＪＲ深川駅　電話 0164-22-2862
北海道中央バス札幌ターミナル　電話 011-231-0500
北海道中央バス留萌ターミナル　電話 0164-42-2073

石狩緑地広場
石狩川河畔に広がる緑地広場は、
見晴らしのいい堤防の上と河川敷
の両方に遊歩道を完備。好きな方
を選び、のんびりと歩くことができ
ます。7月最終週末には、約2 , 5 0 0
発の花火が夜空を彩る花火大会
が行われます。

「生きがい文化センター」を出て少し歩くと、右手にまた別の緑道が見え
てきます。住宅街を縫うように延びる全長400ｍの緑道は「深川小学校」
がゴール。季節の花を愛でながら、散策を楽しむことができます。

ウロコダンゴ本舗㈱高橋商事
■住所／深川市5条8丁目5
■電話／0164-23-2660
■時間／8：00～18：30
■駐車場／有

大正緑道
用水路をボックス化し、市民が気軽
に散策を楽しめるようにと整備され
ました。複数箇所にトイレや水飲み
場、ベンチが完備され、のんびりと
ウォーキングを楽しめます。

「総合運動公園｣を出てすぐの緑道は
全長約420ｍ。花壇のロータリーをス
タートし、大正時代に使われていた
「調節水門」がゴールです。

◉ウロコダンゴ
大正2年、国鉄留萌線開通を記念し
て誕生したロングセラーの和菓子。
当時豊漁だったニシンのウロコに形
が似ていたことから「ウロコダンゴ」
と名付けられました。モチモチとし
た食感が特徴で、抹茶・あずき・白餡
の3種類があります（9個入525円）

◉黒米「きたのむらさき」
地元の大学が開発した北海道唯一
の黒米「きたのむらさき」は、ポリ
フェノールの一種であるアントシア
ニンが含まれ、白米に少し混ぜると
赤飯のように炊き上がります。北海
道産小麦と黒米粉をブレンドした
ラーメン「米っ種（まいったね）」をは
じめ、黒米を使ったスイーツやバー
ガーなどさまざまな商品が登場し、
注目を集めています。

アウトドアシーズンの幕開けとともに開
催されるイベントは、演奏会やフリー
マーケット、園芸市、ハンギングバスケッ
ト講座など春ならではのプログラムが
いっぱい。黒米やそばなど地元の食材
を使ったフードコーナーも人気を集め
ています。例年「花の苗プレゼント」があ
るので、出かける際はお早めに！

◉ふかがわスプリングフェスタ

■開催時期／5月中旬
■会場／深川市西町3-15
　（深川市生きがい文化センター）
■電話／0164-26-2304（深川市役所都市建設課）
■時間／9：30～13：30
■駐車場／有

■開催時期／7月下旬の金土日
■場所／JR深川駅前広場、石狩川河川敷
■電話／0164-26-2264
　（深川市役所商工労働観光課）
■時間／要問合せ
■駐車場／有

夏まつりの2日間は、さま
ざまなイベントやアトラ
クションを開催。「俵みこ
し」が練り歩く駅前広場
は多くの人々で賑わいま
す。縁日や屋台で美味し
いメニューをたっぷりと
味わえるのも人気のひ
みつ。最終日の夜は石狩
川河川敷に屋台村が登
場し、約2,500発の花火
が夏の夜空を彩ります。

◉ふかがわ夏まつり

深川市地域振興課産業振興係
■電話／0164-26-2276

特産品

体育館を左手に見ながら「深川市総
合運動公園」を出たら左折します。少
し歩くと右手に見えてくる、花壇の
ロータリーがある緑道へ進みます。

右手前方に「生きがい文化センター」
が見えたら、T字路を右折。建物の横
を通り、復元された屯田兵屋や「詩歌
の散歩道」がある裏庭を通ります。

 飲食店や商店が並ぶ道路を進み、「止
まれ」のある十字路を直進。ふたつめ
の「止まれ」を右折します。交通量が多
いため、T字路すぐそばの横断歩道を
利用すると安心です。

構内に物産館があるJR深川駅をスター
ト。交番のある角を左方向に進み、深川
名物・そばめしも味わえる「和風レストラ
ンふじ屋」を右折します。

留萌本線が走る踏み切りを越え、最初
の道を左折。市道11号線に入り、道なり
に進みます。

深川小学校を過ぎ、変則十字路の標識が
見えたら右折し、道なりに進みます。少し
歩き、最初のT字路を左折します。

「グリーンパーク21」から堤防に上がり、
右手に石狩川を見ながら歩きます。深川
高等学校を過ぎ、深川橋のアーチが間
近に見えたら堤防の遊歩道左手の階段
から｢花園公園｣へ下ります。再び市街
地を抜け、ゴールのJR深川駅へ！

石狩平野の北端に位置するまち・深川。石
狩川と雨竜川の流域に広がる肥沃な台地
には、良質な米、リンゴやサクランボなどの
果実が豊かに実ります。市内のあちらこち
らに花と緑に触れ合える緑道が整備され、
心なごむ風景が広がるのも魅力のひとつ。
JR深川駅をスタートする今回のフットパス
は、緑道や大型公園を巡りながら、深川の
魅力を体感できるルートです。 深川総合運動公園

深川市総合体育館をはじめ、ナイター設
備がある市民球場、全天候型のテニス
コートや陸上競技場、パークゴルフ場な
どの施設が充実。園内には遊歩道もあ
り、複数のトイレも完備されています。

生きがい文化センター
郷土資料館や図書館、天体観測室など
がある複合文化施設。裏庭には、明治時
代に入植した屯田兵の住居を復元した
「屯田兵屋」や深川市にゆかりのある
人々の短歌・俳句・川柳などの歌碑を設
置した「詩歌の散歩道」があります。

★「深川そばめし」3つのルール

★「深川そばめし」参加店

①おにぎりには揚げたそばの実が入っていること
②深川産のそば＋深川産米のおにぎりであること
③おにぎりの味付けにはそばつゆを使用すること

和風レストラン ふじ屋
米とそばの産地である深川のご
当地メニュー「深川そばめし」を
味わえるレストラン。バター醤油
とそばつゆで味付けした2種類
の「深川そばめし」を味わえるラ
ンチセット（900円）はサラダな
どが付き、ボリューム満点です。

豊竹
カボチャの茶碗蒸し、自家製長芋のシ
ソ漬けが付く深川そばめし定食は
　　　　　　　　　　　   800円。

豊かな緑に囲まれた田園都市。
のんびりと街をひと巡り

■住所／深川市2条10-1
■電話 ／0164-23-2107
■時間／11：00～14：00、17：00～21：00
■定休／月曜

■期間／通年　
■住所／深川市西町3-15
■電話 ／0164-22-3555
■時間／9：00～21：00
■定休／月曜・祝日、第4日曜

■住所／深川市4条10-8
■電話 ／0164-22-2092
■時間／11：00～15：00、17：00～23：00
■定休／無

食事処 藤
味も見た目もこだわった「深川そば
めし」は、深川産とろろと茶碗蒸し、
そばのデザートまで付いて840円。

■住所／深川市西町4-17
■電話 ／0164-22-6699
■時間／11：00～20：30
　　　　（ランチタイム11：00～14：00）
■定休／無

レストラン スカイラウンジ
市立病院最上階のレストランは眺望
も抜群！そばの実入りぜんざいが付
くセット（700円）は女性に人気です。
■住所／深川市6条6-1 深川市立病院6階
■電話 ／0164-22-1101
■時間／11：00～18：00
　（土曜日は15：00まで）
■定休／日・祝日

■期間／通年　
■住所／深川市6条21
■電話 ／0164-26-2343
■時間／施設によって異なります
■定休／施設によって異なります
■問合せ／深川市生涯学習課スポーツ振興室

グリーンパーク21
市民にも親しまれている緑いっぱい
の大型公園。噴水がある「やすらぎ
の池」をはじめ、周辺を一望できる
見晴らし台、遊歩道などがあり、春
には桜見物を楽しむこともできま
す。園内の「みどり館」にはトイレや
休憩所も完備。ひと休みにぴったり
のスポットです。

■期間／通年　
■住所／深川市緑町17
■電話 ／0164-26-2313
■時間／「みどり館」は原則9：00～17：00
■問合せ／深川市都市建設課維持管理センター

「大正緑道」をしばらく進み、行き止ま
りになったら右手の階段を下り、住宅
街の一般道へ。その後すぐのT字路
を左折します。

「深川橋」の手前を左折し、石狩川沿い
の堤防へ。一般車両通行止めの舗装道
はしばらく歩くと左へ緩やかにカーブ
します。Ｔ字路を右折すると、左手に
「深川総合運動公園」が見えます。

街の魅力

0 500m

N

総合運動公園

ふじ屋

大正緑道

グリーンパーク21

生きがい文化センター

線路を渡り、すぐ左折。
市道11号線に入る。

第３駐車場から「総合
運動公園」内へ。

「プラザ深川」を左折。

住宅街を抜ける緑道
の別ルート有り。

「グリーンパーク21」から
堤防に出る。

道々雨竜深川線
に出たら、
「止まれ」を左折。

線路を渡った後、左手の
大正緑道へ進む。

「深川市役所」の正面を過
ぎ、ローソンを右折。

道々旭川深川線
に出たら右折。
横断歩道あり。

突き当たりのT字路を
右折。

中央病院を過ぎ、
「止まれ」を右折。

左手に温水プールがあるT
字路、「和風レストランふじ
屋」を右折。

「総合運動公園」を出
たら左折し、T字路
手前の緑道へ入る。

ログハウス風のトイレ
を過ぎ、右手の階段
から降りる。

「生きがい文化センター」
右手の道路へ入る。

変形交差点を右折
し、少し歩いたT字路
を左折。

深川橋の近くまで
来たら、左手の階段
から花園公園へ下
りる。

START & GOAL

JR深川駅

深川市役所
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石狩緑地広場


