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み  そら

十勝岳のふもとから皆さんの暮らす街にかけて、自然のなりたちや昔の噴火災害について知る
ことのできる様々な見学ポイントがあります。この地図は、それらを見どころマップとしてまとめ
たものです。現地で、自然の大きさを感じとりながら、火山のいとなみや恵みなどについても考
えてみましょう。
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注意!!　車に十分気を付けて下さい。
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大正泥流が流れたところ
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小 学 校
温　 泉

私たちが暮らしている大地が火山のいとなみによって造られてきたことを知る場所や展望所
大正泥流など、昔の噴火と災害のなごりをとどめた記念碑や林
将来の噴火災害から街を守るためにつくられた様々な施設
十勝岳周辺の自然環境や、先人たちの開拓について展示した資料館 
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