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B駐車場トイレ バス停

病院小・中学校 郵便局 寺神社

滝 川
滝川市ルートマップ

未舗装道路やあぜ道もあるため、足元に注意を。アップダウンはありま
すが比較的ゆるやかなので、初級者にもおすすめのルートです。日差し
をさえぎるものが少ないので、夏場は暑さ対策を忘れずに。

●滝川市江部乙地区フットパス／難易度目安

●アドバイスと注意点

・・・滝川市江部乙地区のルートは、
　　丘陵地を歩く初級～中級者向き

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

道央道高速バス江部乙停留所（又は道の駅たきかわ）

道の駅たきかわ（又は道央道高速バス江部乙停留所）

約8.8km／約2時間40分
（道の駅スタートは＋約4km／約4時間）

通年 

滝川市総務部企画課　電話 0125-23-1234
江部乙丘陵地のファンクラブ
http://ebeotsu-fanclub.jimdo.com/
電話 0125-75-6195（江部乙事務所）
電話 011-272-1500（札幌事務所）

道の駅たきかわ、丸加高原伝習館、
フルーツの丘、遊山荘

道の駅たきかわ、丸加高原伝習館、
フルーツの丘、高速バス江部乙駐車場

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、
滝川ターミナルから空知中央バス滝深線に乗換、
「江部乙中央通」まで約20分
ＪＲ旭川駅からＪＲ滝川駅まで特急で約30分、
滝川ターミナルから空知中央バス滝深線に乗換、
「江部乙中央通」まで約20分
札幌駅前バスターミナルから
中央バス「高速あさひかわ号」「高速えんがる号」で
「高速江部乙」まで約1時間20分
旭川ターミナルから中央バス「高速あさひかわ号」「高速えんがる号」で
「高速江部乙」まで約40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20分
旭川から道央自動車道滝川ＩＣ経由で約45分

［交通の問合せ先］
JR滝川駅　電話 0125-23-3169
北海道中央バス札幌ターミナル　電話 011-231-0500
北海道中央バス旭川ターミナル　電話 0166-25-3000
空知中央バス　電話 0125-24-8855

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

ルート記号

ルート情報

温泉施設がある場所

滝川市の北側に位置する江部乙は、フットパスが盛んなま
ち。今回は、広大な草原に羊や牛が放牧されている丸加高
原を経由し、バスやマイカーなど現地までのアクセス、そ
して体力に応じて選べる２つのルートをご紹介します。

江部乙丘陵地ルート
え べ お つ きゅう りょう ち

右手に道央自動車道を見ながらし
ばらく歩くと突き当たるので、T字
路を右折。道央自動車道に架かる

「丸加山桜憩橋」を渡ります。

ため池の脇にある木の橋を渡りま
す。馬も通れるほどの強度なので
安心。そのまま道なりに進みます。

右手にパークゴルフ場やオート
キャンプ場を見ながら、交差点を
右折。コスモスロードへ進みます。
道路脇の木が目印。

道央自動車道を背に道道564号線
を進み、標識の「丸加高原伝習館」
方面へ右折します。

高速バスを利用する場合は、バス停
から直結する階段を上り、右手へ。
T字路に出たら左折します。マイ
カーの場合も反対車線にある駐車
場を利用すると、T字路に合流でき
ます。

牧草地を抜け、左へ曲がるカーブに
差し掛かったら道路を外れ、右手
へ。未舗装の高速管理道路を進み
ます。

「山の辺コース」の看板を目印にしば
らく進み、用水路に架かる小さな橋
を右折します。

「遊山荘」や「さくらんぼ園」を過
ぎ、道道に出たら十字路を右折。①
の地点まで直進します。

なだらかな丘が連なる江部乙地区は、日
本一の作付面積約180haを誇る菜の花を
はじめ、名産のリンゴ、ピンクのグラデー
ションが可愛らしいコスモスなど、春から
秋まで色とりどりの風景を楽しむことが
できます。田園地帯を抜け、丸加高原を目
指す今回のルートは丘陵地ならではの眺
望も楽しみのひとつ。ラッキーな方は野生
のエゾシカに出会えるかも!?

手づくりの家
とまと

町内に暮らす女性たちが、旬の素材
と無添加にこだわった農産加工品の
製造や販売を行っています。トマトや
リンゴ、シソなどのジュース、ジャムな
ど新鮮な野菜や果物を使った加工品
のほか、手作り味噌や羊羹も人気。

フルーツの丘
ふれあいセンター

フルーツ街道に面する三角屋根の施
設。近隣の果樹園で採れた果物の直
売や農産加工品などの販売、写真展、
講演会などが行われます。トイレを完
備し、フットパスの無料休憩所として
も開放されていますが常時開放では
ないため、事前に確認を。

ギャラリー
陶居＆カフェオルノ

陶芸家・大野耕太郎氏のギャラ
リーを併設したカフェは金・土・
日曜限定オープン。夫人手作り
のパスタやピザ、スイーツが人気
を集めています。鎬（しのぎ）と
いう独特の技法を用いた温かみ
のある器の購入も可能。

※「江部乙丘陵地のファンクラブ」では、毎月のように自然観察会やフット
パスを実施。冬は「かんじき」を履いてコースを巡るなど、江部乙の自然を
オールシーズン満喫できるさまざまなイベントが開催されています。詳細
は「江部乙丘陵地のファンクラブ」電話 0125-75-6195（江部乙事務所）、
011-272-1500（札幌事務所）まで。

屯田兵屋
明治23年に440戸、明治27年に400
戸の屯田兵が入植した滝川市。昭
和56年に復元された屯田兵屋内に
は、開拓当時の農具や生活用具が
展示されています。見学希望の際
は兵屋前に建つ「農村環境改善セ
ンター」に必ず申出を。

丸加高原伝習館
滝川市の北東に位置する標高286ｍの丸加
山。約500haに及ぶ広大な高原には、ウシや
ヒツジが放牧され 、秋にはコスモスが一面
に咲き誇ります。その中心施設でもある伝
習館は、宿泊や食事、日帰り入浴が可能。周
辺には、オートキャンプ場や起伏に富んだ
コースが人気のパークゴルフ場、滝川名産
のジンギスカンを味わえる焼肉レストラン

「グリーンヒル丸加」など施設も点在してい
ます。頂上付近には、市の文化財に指定され
ている大正12年に建築された石造りのサイ
ロがあり、展望台からは360度に広がる大
パノラマを楽しむことができます。

体力やアクセスで選べる2ルート。
空と緑に抱かれる丘陵地を行く

■住所／滝川市江部乙町3949-14
■電話 ／0125-75-5451
■期間／通年　
■時間／9：00～21：00
　（レストラン／11：00～16：00、日帰り入浴／10：00～21：00）
■料金／日帰り温泉大人350円、小・中学生250円

■住所／滝川市江部乙町東11丁目
■電話 ／0125-75-6195
　（江部乙丘陵地のファンクラブ事務局）

■住所／滝川市江部乙町832-1
■電話／0125-75-6568
■期間／通年
■時間／11：00～18：00
　（10月～3月は17：00まで）
■定休／月曜～木曜（不定休あり）

■住所／滝川市江部乙町東11丁目13-2
■電話／0125-75-2841
　（農村環境改善センター）
■期間／5月～10月　
■時間／9:00～16:30
■定休／日曜
■料金／無料

■住所／滝川市江部乙町東11丁目814
■電話 ／0125-75-2828

アスファルトの農道から、防風林手
前の未舗装道路を右折します。あぜ
道を抜けフルーツ街道へ。

　 フットパスコースに加え、自転車でまちを巡るサイクルコースなど、
目的や体力に応じて選べるさまざまなコースがある滝川市江部乙地
区。フットパスの山の辺コースを基本にした今回のルートでは、手
作りの標識や案内看板が目印になります。

（※「道の駅たきかわ」からスタートする
     場合は、逆のルートになります。）

自然観察の森
丸加高原にある全長約1.8kmの遊
歩道。鳥のさえずりを聞きながら進
むと、滝川にゆかりのある文学碑が
点在する「文学の小径（こみち）」
へ。草花や野鳥に興味のある方は
こちらのルートもおすすめです。

道の駅たきかわ
車を利用する場合のスタート＆
ゴールになっている道の駅では、地
元産の新鮮な野菜や果物、ジャム・
ジンギスカンなどの特産品を購入
できます。江部乙名産「リンゴ」を
使用したさわやかな味わいのソフ
トクリームもお試しを。
■住所／滝川市江部乙町東11丁目13-3
■電話／0125-26-5500
■期間／通年（12/31・1/1のみ休館）
■時間／9：00～19：00
　（11月～3月は18：00まで）

◉エゾエンゴサク
自然環境に恵まれた丸加高原では、早春の山
路を紫に染めるエゾエンゴサク、白花のニリン
ソウから秋のエゾリンドウまで四季折々の可憐
な野の草花を愛でることができます。

◉菜の花
例年5月中旬から6月上旬、まちのいたるところ
に黄色いじゅうたんが広がります。連作障害を
避けるため、作付場所は毎年変わるので、自分
だけのビュースポットを見つけてみては？

◉サクラ
山里の早春は、白花のコブシや淡いピンクのエ
ゾヤマザクラに彩られます。ルート周辺では、果
樹園地帯の果物の花々が、残雪の暑寒連山を背
景に美しい景観を見せてくれます。

◉コスモス
丸加高原を彩る約2haのコスモス畑
や、約1.5キロに渡り道路沿いにコス
モスが咲くコスモスロードなどコスモ
スの名所も多くあります。

屯田兵時代からの歴史を持
つ「江部乙りんご」。5月下旬
から6月初旬にかけてコース
のあちらこちらで可憐な白い
花を見ることができます。

◉秋の丸加コスモスフェア
色とりどりのコスモスが彩る9月下
旬に丸加高原で1日限りのお祭りを
開催。地元特産品や農産加工品の
販売、乗馬体験など楽しい内容が
目白押し！

■問合せ／0125-28-8031
　（滝川市産業観光振興室）

◉リンゴ

菜の花が見ごろを迎える時期に毎
年開催されるビッグイベント。期間
中は、地元特産品の模擬店を出店
し、菜の花ベストスポットを巡る

「菜の花タクシー」が運行します。

■問合せ／0125-23-0030
　（たきかわ観光協会）

◉KAYAGINI 祭り
７月第４土曜日、道の駅特設会場
で、商工会青年部主催のお祭りが
盛大に開催されます。
■問合せ／0125-75-2529
　(江部乙商工会)

安全・安心をモットーにした「手づくりの家とまと」のジュース
やジャム、滝川のソウルフード「味付ジンギスカン」、JA滝川産
小麦ハルユタカ100％でコシの強さが特徴の「たきかわらーめ
ん」、ビタミン豊富な春野菜「雪割なばな」などが人気です。

８月、「えべおつ馬倶楽部の丸馬
場」では、夏休みの子どもたちを対
象に楽しい乗馬教室が開かれます。

◉菜の花まつり ◉夏休みちびっこ乗馬教室

■問合せ／090-9511-9737（佐々木）

＊＊＊ルートを彩る   季  節  の  花 々

特産品

左手は、北海道らし
いダイナミックな田
園地帯。一面の緑と
家々の赤い屋根が
コントラストを放つ、
美しい景色が広がり
ます。

アスファルトから未舗装の道路に
変わる直線道路。サクラやコブシ、
カラマツなど進むほど樹木が増え、
まさに森林浴気分。

右手は牧草地、その向
こうに目指す丸加高原
が見えます。歩道がな
いため要注意。

雄大な風景を眺めなが
ら下ります。エゾシカが
出没するエリアでもあ
るので要注意。

交差点に出たら、
札幌方面の標識を
左折します。

江部乙市街へまっす
ぐに延びる道を一望。
この場所ならではの
風景を楽しめます。

国道12号にぶつかる
手前の道路を左折。
青い標識が目印

文学の径

丸加高原伝習館

自然観察の森遊歩道

高速バス駐車場フルーツ街道

丸加山桜憩橋

道央自動車道

コスモスロード

遊山荘

フルーツの丘ふれあいセンター

ギャラリー陶居＆カフェオルノ

手づくりの家とまと

屯田兵屋

START & GOAL
道の駅たきかわ

START & GOAL
高速バス「江部乙」バス停

JR江部乙駅
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