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第１章 ルートの概要 
 

１．地理的範囲・ルート 

■道内における位置・範囲 

雄武町

西興部村

興部町

紋別市

滝上町 湧別町

佐呂間町

遠軽町

上川町

オホーツク海

サロマ湖

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ ルートを構成する地域 

・ 上川町 

・ 雄武町 

・ 興部町 

・ 西興部村 

・ 紋別市 

・ 滝上町 

・ 湧別町 

・ 佐呂間町 

・ 遠軽町 

■ メインルート 

・ 【高規格幹線道路】旭川・紋別自動車道 

一般国道 39 号、238 号、239 号、242 号、273

号、333 号 

 

■ サブルート 

・ 周辺の道道及び市町村道、農道 

（主要道道） 

103 号留辺蘂浜佐呂間線、137 号遠軽雄武線、61

号士別滝の上線、４９号美深雄武線、６０号下川

雄武線 
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■ルート 

2 73

2 39

3 33

3 33

3 33

4 50
2 73

3 9

4 50

2 73

3 9

2 73

遠軽町

湧別町

佐呂間町

紋別市

興部町

雄武町

西興部村

滝上町

上川町

2 38

2 42

2 42

2 38

2 38

2 38

ｵﾎｰﾂｸﾀﾜｰ
ｶﾞﾘﾝｺ号Ⅱ

ｵﾎｰﾂｸ流氷公園

ｵﾎｰﾂｸ・ﾘﾗ街道

オムサロ原生花園

大山山頂園

オムサロ遺跡公園

ｵﾎｰﾂｸ紋別空港
ｵﾑｻﾛ原生花園

サンゴ岬

サギ沼原生花園

サロマ湖

コムケ湖

上湧別
ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ公園

太陽の丘公園

ﾁｭｰﾘｯﾌﾟの湯

ｷﾑｱﾈｯﾌﾟ岬

ｼﾌﾞﾉﾂﾅｲ遺跡

龍宮台展望公園
滝上公園

いこいの森、丸瀬布昆虫生態館

見晴らし牧場

ちゃちゃﾜｰﾙﾄﾞ

大平高原牧場

モーモー城と風車

錦仙峡

瀬戸瀬温泉

丸瀬布温泉

天北峠

沙留岬

ﾊｰﾌﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ

ﾉｰｽﾌﾟﾚｲﾝﾌｧｰﾑﾐﾙｸﾎｰﾙ

森の美術館「木夢」行者の滝

日の出岬

赤岩の滝
黒岩の滝

鹿牧場

風の丘公園

音稲府岬

ピヤシリ湿原

神門の滝
昇竜の滝

ｲﾅｼﾍﾞﾂの滝

幌内ダム

サロマ湖展望台

サロマ湖畔遊歩道

大雪ダム

層雲峡
錦糸の滝

銀河の滝

銀河・流星の滝

大雪高原温泉

銀泉台

浮島湿原

旭川紋別自動車道
白滝ジオパーク
交流センター
遠軽町埋蔵文化財
センター

浮島

白滝

丸瀬布

オホーツク海

瀬戸瀬ダム

山彦の滝
鹿鳴の滝

パンケの滝

黒岳

石狩川

渚滑川

湧別川
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２．ルートの概要・構成市町村 

当該エリアは、上川総合振興局管内とオホーツク総合振興局管内に存する１市７町１村で構成さ
れています。 
上川総合振興局管内においては、上川中部の北東部に位置し、北海道の屋根と言われる石狩山

地の旭岳を主峰とする大雪山系やそれに源を発する石狩川を有する上川町が構成エリアです。 
一方、オホーツク総合振興局管内においては、北海道の北東部、オホーツク総合振興局管内の北西

部に位置し、西部は山間地で南北に北見山地、北東部はオホーツク海に１０５．６km の海岸線で
接する紋別市、遠軽町、湧別町、佐呂間町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町域で構成される遠
紋地域エリアとなります。その総面積は約 6,198km２で、山口県（6,112km２）と同程度の広さを有
する、道内でも有数の構成自治体数・面積を有する雄大なエリアです。 
 当該エリアは、西の大雪山系の主峰旭岳、道内有数の温泉街である「層雲峡温泉」、東の「網走国
定公園サロマ湖」等やオホーツク海を核とした観光資源をはじめ、内陸部の花観光、山間部の滝・渓流
やダム湖など多彩な地域資源を持ち合わせたエリアです。 
旭川・紋別自動車道の延伸により、これら主要観光地間のアクセスの向上が図られ、周遊性の向上

が期待されます。主要観光地以外にもクラフト施設、日本で唯一動態保存されている森林鉄道蒸気機
関車雨宮２１号や昆虫生態館、釣りポイント、鴻ノ舞金山・鉱山跡、白滝ジオパーク（黒曜石）等を
有し、これらに興味を抱く人々にとって非常に貴重な資源を有するエリアでもあります。 
また、アスパラ、ジャガイモ、甜菜、カボチャなどの農作物の他、松茸の産地でもあります。酪農や畜産も

盛んであり、乳製品や肉製品など、素材を活かした加工食品製造も盛んです。そして上川ラーメンやオホ
ーツク海、サロマ湖で採れる北海道を代表する海の幸等、スケールメリットとしての観光資源の豊富さを有
し、それらの多様な組み合わせ・連携が期待できるエリアです。 

■紋別市 
オホーツク海に面し、紋別港を有しています。冬季は流氷が接岸します。「流氷科学センター」や「オホ

ーツクタワー（世界初の氷海海中展望塔）」などの施設を有し、北海道遺産である「砕氷船ガリンコ号
Ⅱ」で迫力ある流氷観光が体験できます。オートキャンプ場を備えたコムケ湖では、季節感豊かなオホーツ
クならではの四季折々の景色を楽しめます。市名は、現在の市内中央部を流れる藻鼈川を指すアイヌ語
のモベッ(mo‐pet、静かな川)に由来しています。 

■遠軽町 
大雪山系の北東部側、オホーツク海から約 20km 内陸側に位置し、商業・林業・農業が盛んな町で、

日本ジオパーク認定の「白滝ジオパーク」、北海道遺産「森林鉄道蒸気機関車雨宮 21 号」や「北海道
家庭学校」を有し、町名は、街のシンボルである瞰望岩を指すアイヌ語「インガルシ(見晴らしの良いとこ
ろ)」に由来しています。 
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■湧別町 
オホーツク海に面し、北見山地北東麓と海岸平野からなり、小麦、たまねぎ、てんさい、じゃがいも、ブロッ
コリーなどの寒冷地畑作と多頭飼育による大型酪農が行われています。オホーツク海では、ホタテ、サケ、
マス、毛ガニなどが水揚げされ、サロマ湖ではホタテ貝やカキの養殖が行われています。オホーツク海とサロマ
湖を一望できる「龍宮展望台」や日本最大級の「チューリップ公園」があります。町名はアイヌ語ユウペッ
(湯の川の意)などに由来しています。 

■佐呂間町
サロマ湖南岸に位置し、北見山地北東縁の丘陵と台地からなり、酪農とじゃがいも、てんさい、かぼちゃ

などの寒冷地畑作が行なわれています。北海道で一番大きな湖サロマ湖を有し、ホタテ養殖の発祥の地
として知られ、ホタテ・カキの養殖が盛んです。サロマ湖を一望できる唯一の場所「サロマ湖展望台」があり
ます。町名は、アイヌ語のサロ・オマ・ペット(葦のあるところの川)に由来しています。 

■滝上町 
オホーツク海から内陸へ約３０km に位置し、「滝上公園」のシバザクラ（10 万 m2＝甲子園の 7 倍
の広さ）が有名で、「童話村」としての町おこしもすすめています。盆地特有の気象条件で、昼夜及び四
季の寒暖の差が激しい気候であり、畑作や酪農が中心となっています。町名は、渚滑川の滝の上手にあ
ることに由来しています。 

■興部町 
オホーツク海に面し、海の幸では、サケ・マス・ホタテ・毛ガニ等、山の幸では、乳製品・肉製品等が豊富

で、この素材を活かした加工食品製造も盛んです。最近では酪農業者が乳製品の消費拡大を目指して
開発したチーズなどは全国的に知名度が上がっています。町名は、アイヌ語の「オウコッペ」(川尻の合流し
ているところ)に由来しています。 

■西興部村
オホーツク海から内陸へ約４０km に位置し、北見山地の北東域にあります。東と北は興部町、南は

滝上町、西は上川郡下川町に接しています。基幹産業は酪農で、また、村内には椎茸栽培施設やギタ
ーのボディを製造する工場などがあります。町名は、興部と同様にアイヌ語の「オウコッペ」(川尻の合流して
いるところ)に由来し、興部の西方に位置するので西の字を冠したものです。

■雄武町 
オホーツク海に面し、海岸段丘が発達し、北西部の北見山地に連なっています。また、4 つ漁港を有し、

ホタテガイ、サケ、カニなどの水揚げがあり、農業は酪農を中心としています。オホーツク海に臨む日の出岬
にはキャンプ場や温泉などがあり、夏の観光スポットになっています。町名は、アイヌ語の「オムイ」(河口が塞
がるの意)に由来しています。 
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■上川町 
大雪山麓に位置し、黒岳への登山口には、北海道有数の温泉街である「層雲峡温泉」があります。 
大雪山の秋の紅葉は日本一早い紅葉として知られ、また、冬には「層雲峡氷瀑まつり」が開催され全

国各地から多くの観光客が訪れます。ラーメン日本一の町として「上川ラーメン」にも力を入れています。町
名は、アイヌ語の「ペニウングルコタン」(川上の人の村)に由来しています。 
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３．ルート特性と課題 

■ルートの特性 
◆自然・景観     オホーツク海に面していることから、冬には流氷が接岸します。また、汽水湖として

は日本一であり、夕陽が美しく、冬には流氷の侵入を防ぐアイスブームが設置される
サロマ湖があるほか、オホーツク海沿岸には、コムケ湖等の美しい湖沼も複数ありま
す。一方、大雪山系の山岳地帯では、荘厳な山岳景観や秋には日本一早い紅
葉を見ることができます。大雪山系の山岳地帯からオホーツク海沿岸にかけては、
山岳地帯から比較的なだらかな起伏に富んだ丘陵地帯に変化し、浮島湿原、
滝・渓流、ダム湖、石狩川、湧別川・渚滑川、季節の花々等との対比が美しく、か
つ静謐な景観を形成しています。市街地部も住民参加による沿道植栽が盛んで
す。 

◆地域産業・食   オホーツク海やサロマ湖で行われている漁業や酪農、寒冷地畑作農業が盛んで、
内陸部では、広大な森林面積を背景とする林業も行われており、特にオホーツク
海やサロマ湖の海産物は全国的なブランドとなっています。また、これらの第一次産
品を原料とした食料品製造業や木材・木製品製造業も主要な産業で、興部や
生田原の乳製品のブランドとしての全国内な知名度も高くなっています。「日本一
ラーメンのおいしい町」を宣言した上川町の上川ラーメンも有名です。最近では生
でも食べられる湧別の「流氷とうもろこし」も首都圏で話題となっています。

特産物・食：サケ、マス、ホタテ、毛ガニ、カキ、北海しまえび、じゃがいも、てんさい、
かぼちゃ、小麦、アスパラ、とうもろこし、ハッカ（国内生産の９０％
を生産）牛肉、鹿肉、乳製品、ラーメン、クラフト製品、楽器材
（ピアノ鍵盤は世界の約１６％を製造）など 

◆観  光        大雪山系の一つ黒岳への登山口には、北海道有数の温泉街である層雲峡温
泉があります。大雪山系の山岳地帯では、荘厳な山岳景観や秋には日本一早
い紅葉を見ることができます。また、わが国唯一の流氷が訪れるオホーツク海に面し
たエリアであり、流氷砕氷船ガリンコ号Ⅱ（紋別市）、氷海展望塔オホーツクタワ
ー（紋別市）、北海道立流氷科学センター（紋別市）などの流氷関連施設
が整備され、ともに全国から観光客が訪れます。 屋内外遊技施設、体験農場、
ピクニック広場、ラベンダー畑などを有するオホーツク流氷公園は子供達に人気の
ある施設で、各種イベント開催にも力を入れており、平成２６年の全面供用開
始後は、更なる来訪者の増加が見込まれます。
石狩川の河川敷を利用して、氷柱や氷のトンネル、アイスドーム等が製作され夜
には照明が入れられとても神秘的な氷瀑まつり（層雲峡）とともに全国から観光
客が訪れます。 
網走国定公園に含まれる道内最大の湖であるサロマ湖は、豊かな自然に恵ま
れ、釣りやキャンプのほか、周辺に点在するサンゴ草群生を初めとする原生植物を
楽しむことができます。ホタテ、北海しまえび、カキなどの四季折々の味覚を楽しむこ
とができ、１年を通して数多くの観光客が訪れています。芝ざくら（滝上町）、チュ
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ーリップ（湧別町）、コスモス（遠軽町）、藤（遠軽町）などの花観光は知名
度が高く、例年数多くの観光客が訪れ、飲食や土産品の購入など地域に与える
経済効果は大きいものがあります。２０１３年の夏、上川町に大雪・森のガーデ
ン（森の迎賓館）が誕生することから、さらに大きな花回遊ルートの形成が期待さ
れます。そのほか、多くの滝・渓谷や湖沼、クラフト施設（雄武町、遠軽町、西興
部村）、駅逓跡・蒸気機関車（佐呂間町、湧別町、遠軽町、西興部村、興
部町、滝上町）昆虫（遠軽町）、釣りポイント（域内河川流域）、金山・鉱
山跡（紋別市、遠軽町）、ジオパーク・黒曜石（遠軽町）等を有し、これらに興
味を抱く人々にとっての非常に貴重な資源を有するエリアでもあります。 

◆文化        アイヌ民族の人々は大雪山連峰を親しみと畏敬の念をこめて『カムイミンタラ』
（「神々の遊ぶ庭」）と呼んでいました。上川エリアに存するこの神々の遊ぶ庭から
オホーツク海にかけては様々なアイヌ民族やオホーツク人の伝承・記録・痕跡（遺
跡）が残っています。遠軽町白滝地区で発掘された黒曜石からは、それらを素材
とした石器があまり出土せず、北海道だけでなく、遠くは、シベリアやアラスカなど沿
岸付近の遺跡から出土されていることから、白滝地区が石器の工場であったので
はないかと推論されています。また、オホーツク人については本地域への定住の経
緯など、解明されていない部分が多くあります。こうした先住民族の生活の謎、太
古の歴史ロマンといった文化的資源も本エリアの大きな特色の一つです。 

■ルートの課題 
◆過疎化、少子高齢化 
 構成市町村全てが過疎指定地域であり、生産人口年齢比率が６０％未満
の町村が６町村あります。また全国より４５年、全道より３５年先駆けて人口減少
局面に入っています。 
◆農林業の衰退・後継者不足
この２０年間で、道内の農家数・農家人口はほぼ半減しており、林業も素材生産・
出荷はわずかで、担い手の経年的な減少や高齢化進展による従事者の負担増が
懸念されています。

◆観光入り込み客数の減少 
道内・道外客ともに経年的に減少しており、紋別の流氷観光、層雲峡の入込もとも
に減少しています。 

上記３課題の背景→「定住・交流人口の減少」 

地域に点在する資源、「自然資源」「歴史・文化資源」「モノ資源」「サービス資源」を、地域
の人達も含め「連携、一体化」することによってそれぞれの地域の魅力をエリア全体の魅力とし、イ
ンパクトのある情報発信を行うことができる。 
また、ルートに関わる全ての人たちが、思いをひとつとすることで、個々のマンパワーが、より大きな

地域のチカラ
．．．

となり、課題解決の手段の一つとすることが出来る。 
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地域資源 
当ルートには、この地域を特徴づける自然・景観・歴史・文化・食・体験など、以下の様々な資源があ

ります。 
◆構成自治体における地域資源 

自然・景観 歴史・文化 食 体験

紋 別 市

・オホーツク海
・流氷
・コムケ湖
・シブノツナイ湖
・ラベンダー
・はまなす
・岬（流氷）
・サンゴ草
・バラ

・旧名寄本線跡
・金山跡・砂金
・オホーツク人
・番屋
・遺跡
・駅逓

・ずわいがに
・かまぼこ・てんぷら
・さけ・ほたて

・漁業体験
・スキー
・温泉
・森林ウォーク ・野鳥観察
・あざらし
・流氷砕氷船(ｶﾞﾘﾝｺ号)
・キャンプ
・サイクリング

遠 軽 町

・ダム湖（瀬戸瀬・丸瀬
布上武利）
・星空
・滝（山彦・鹿鳴他）
・ジオパーク
・藤
・コスモス
・黒曜石露頭
・瞰望岩

・旧名寄本線跡
・森林鉄道蒸気機関車及び森林鉄道
跡
・駅逓
・鉱山跡
・黒曜石
・オホーツク文学
・昆虫
・木工クラフト
・アイヌ民族・文化
・北海道家庭学校
・合気道ゆかりの地碑

・じゃがいも
・やまべ
・山菜
・アスパラ
・じゅんさい
・ばたばた焼

・スキー
・温泉（丸瀬布、生田原他）
・釣り
・キャンプ
・クロスカントリースキー
・森林ウォーク
・ジオツアー
・昆虫生態館
・クラフト
・星空観察会
・厳冬の滝観察会

湧 別 町

・オホーツク海
・サロマ湖
・流氷
・チューリップ
・岬（サンゴ）
・リラ
・サンゴ草
・水芭蕉
・シブノツナイ湖

・旧名寄本線跡
・旧湧網線跡
・蒸気機関車展示
・屯田兵
・オホーツク文化、遺跡

・毛ガニ
・ホタテ
・北海しまえび
・カキ
・サケ、マス
・湧別牛
・流氷とうもろこし
・たまねぎ
・かぼちゃ

・温泉
・ウルトラマラソン
・クロスカントリー
・森林ウォーク ・野鳥観察
・キャンプ
・サイクリング
・体験牧場
・屯田兵生活体験

佐呂間町

・サロマ湖
・岬（キムネアップ）
・サンゴ草

・アイヌ民族・文化
・旧湧網線跡
・蒸気機関車展示

・かぼちゃ
・ホタテ
・北海しまえび
・カキ
・サロマ湖海苔
・サロマ豚

・ウルトラマラソン
・森林ウォーク
・キャンプ
・サイクリング
・サロマ湖周遊観光船(あざらし号)

滝 上 町

・芝ざくら
・渓谷（綿仙渓）
・湿原（浮島）

・ハッカ蒸留
・森林鉄道跡・蒸気機関車展示
・アイヌ民族・文化
・童話

・ハッカ蒸留体験
・七面鳥
・じゃがいも・かぼちゃ
・スイートコーン
・アスパラガス

・釣り（渚滑川）
・ハーブ
・温泉
・キャンプ
・ウォーキング

興 部 町

・オホーツク海
・流氷
・牧場
・滝（パンケ）
・沙留岬

・旧名寄本線跡
・列車展示

・チーズ・牛乳・生キャラメル
・毛がに・ほたて・さけ・ます

・農業体験
・ファームイン
・キャンプ
・サイクリング

西興部村
・滝（行者・赤岩他）
・ウエンシリ岳
・氷のトンネル

・旧名寄本線跡
・木工クラフト
・アイヌ民族・文化
・ITのまち

・まつたけ焼酎
・鹿料理
・山菜

・温泉
・キャンプ
・ハンティング（有資格者）

雄 武 町

・オホーツク海
・ダム湖（幌内）
・流氷
・滝（神門・昇竜）
・岬（日の出他）
・湿原（ピアシリ）

・鉱山跡 ・ダッタンそば焼酎
・毛がに
・ホタテ
・メジカ
・アンガス牛

・温泉
・森林ウォーク
・キャンプ
・サイクリング

上 川 町

・大雪山
・紅葉・水芭蕉
・ダム湖（大雪）
・渓谷
・滝（銀河・流星他）
・湿原（浮島）

・アイヌ民族・文化 ・上川ラーメン
・大雪高原牛(ｱﾝｶﾞｽ牛)
・渓谷味豚
・アイスクリーム
・くま笹
・大根

・温泉（層雲峡・大雪高原）
・スキー
・登山
・キャンプ
・氷（氷瀑まつり）
・アイスパビリオン
・大雪 森のガーデン
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◆他の地域に比して独自性を有する地域資源及び連携 
当ルートには、他の地域に比して独自性を有する以下の地域資源及びその連携が進められています。 

資源名 内 容
大函・小函 層雲峡の峡谷美が最も素晴らしい場所。高さ200m前後の柱状節理の断崖を間近に見ることができる。

流星の滝、銀河の滝 日本の滝百選。

大雪山黒岳 北海道の屋根大雪山系を成す山(1984m)。

層雲峡 日本一早い紅葉（9月下旬）。

層雲峡温泉 年間約３００万人の観光客が訪れる北海道有数の規模を誇る温泉街。

層雲峡氷瀑まつり 1万平方メートルの広さで行われる氷でできた建造物を中心としたイベント。

滝上公園 日本一の規模を誇る芝ざくら。

滝上町 日本で唯一のハッカ生産地→蒸留体験（瀬川ファーム）。

陽殖園 園主ひとりで約50年の歳月をかけて作られた広大な自然庭園。

白滝の黒曜石 国内最大規模の埋蔵量を誇る黒曜石の原産地（ジオパークとして教育啓蒙や観光資源への活用）。

丸瀬布の雨宮２１号 北海道遺産と経済産業局近代化産業遺産認定の森林鉄道蒸気機関車を動態保存。

グリーンアスパラ
遠軽にょっきーず

夏でもおいしいアスパラ。

太陽の丘えんがる公園 10haの大地を華麗に彩る1,000万本のコスモス。日本最大級のコスモス園。

丸瀬布昆虫生態館 既設を問わず生きた昆虫を生態展示している虫の博物館

まるせっぷ藤園 長さ2キロメートルの藤棚に約200株の藤の木が植えられた全道でも随一の藤園。

佐呂間町 サロマ湖のり 日本最北の養殖海苔

かみゆうべつチューリップ公園 日本最大級のチューリップ公園

アイスブーム 流氷がサロマ湖内に侵入するのを防ぐ、世界初の防氷ネット。

流氷とうもろこし 「サニーショコラ」という品種のフルーツコーン。ゆでずに食べられる。抜群の甘さ。首都圏で話題

佐呂間町
湧 別 町

サロマ湖 汽水湖では日本最大。冬期のアイスブームは世界初。

ノースプレインファーム 「オホーツクおこっぺ牛乳」のブランド化。生キャラメルを全国で最も早く開発。

西興部村 猟区 北海道で唯一。

メジカ 雄武産高級鮭。総水揚げ量のわずか数パーセントしか揚がらない希少な魚。

毛がに・たらばがに メジカと併せて、雄武の味覚として全国的に有名。

ズワイガニ オホーツク3大ブランドガニ・・・雄武の毛がに、網走のアブラガニ、紋別のズワイガニの一つとして全国的に
有名。

流氷関連施設・設備 ガリンコ号2、オホーツクタワー、オホーツクとっかりセンター(ゴマちゃんランド)、道立オホーツク流氷科学セン
ター「GIZA」等流氷観光施設数は道内随一。

オムサロ遺跡 オホーツク文化

滝 上 町
湧 別 町
紋 別 市
遠 軽 町

花回遊 ２００ｋｍに渡る花の周遊。滝上町の芝ざくらのほか紋別市のラベンダーや湧別町のチューリップ、遠軽
町のコスモス、遠軽町丸瀬布の藤、遠軽町白滝のツツジ他。

オホーツク管
内市町村

沿道植栽活動 本エリアにおけるオホーツク管内市町村全てにおいて市街地やIC周辺等国道沿道の植栽が、地域の協
力の下、実施されている。

遠 軽 町
西興部村

クラフト街道 木のふれあい、木工体験が可能なオホーツク管内９施設の連携。スタンプラリーや統一看板設置による
PR等を実施している。全国的にも先駆け的取り組み。

雄 武 町
興 部 町
紋 別 市
湧 別 町
佐呂間町

オホーツクサイクリング 雄武町から斜里町までのオホーツク海沿岸212キロメートルを2日間かけて走行するサイクリング大会。

湧 別 町
佐呂間町

サロマ湖100キロ
ウルトラマラソン

サロマ湖の周り100キロメートルを走る国内ウルトラマラソンの中でも最大級の大会。（北見市常呂も含ま
れる）。

湧 別 町
遠 軽 町

湧別原野オホーツク
１００ｋｍクロスカントリー
スキー大会

遠軽町と湧別町にまたがる湧別原野を舞台に行われるクロスカントリースキー大会。個人による5㎞～85
㎞までの6コースと、5人1チームによる100㎞の駅伝コースを用意。

雄 武 町

紋 別 市

富田ファームの
ラクレット

北海道認証（きらりっぷ）・北のブランド認証（札幌商工会議所）・オホーツク認証。第5回ALL
JAPANナチュラルチーズコンテスト優秀賞受賞。洞爺湖サミットでも使用。

興 部 町

上 川 町

遠 軽 町

滝 上 町

湧 別 町
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第２章 ルートの名称と活動の方向性 

１．ルートの名称とテーマ 
《ルートの名称》 

層雲峡・オホーツク シーニックバイウェイ 

《テーマ》 

山・海・花をめぐる。 

来る人住む人 幸せ感じる感幸地を目指して 

《テーマ内容》 

雄雄しい大雪山層雲峡

上川地方には旭岳や愛別岳、黒岳など北海道を代表する大雪山系の雄雄しい山々 
や層雲峡などの渓谷・温泉の恵み、秋には日本一早く美しく紅く燃える山々。 

凜としたオホーツク海 

海岸地域には、夏は穏やかで美しく、冬の流氷が到来すると自然の厳しさを感じさせながらも
凛とした美しさを見せるオホーツク海やサロマ湖があり、海の恵みともいえる豊富な漁業資源や
流氷。 

地域を繋ぎ季節をうつろう花々 

それぞれの地域に美しく咲き誇る花々は、私たちの地域をつなぎ、季節のうつろいを感じさせて
くれる大地の恵み。また、豊富で質の高い農産物。多くの滝・渓谷や湖沼、清流、森林・貴
重な動植物、冬は山も海も覆い尽くす一面の雪化粧。 

我々は、こうした恵みを観光資源とする一方、廃線や廃鉱・廃校等といった人自らの過
去の営みも観光資源としてきました。 
  今日、一層深刻化する過疎化、少子高齢化や農林業の衰退等を踏まえ、それぞれの
地域の価値を可視化、商品化し、具体的な活動をプロデュースしていかなくてはなりませ
ん。 
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そのためには、我々自らも様々な機関や人とつながりを持ち、共に行動し、市町村単独の
地域資源ではなく、自然、歴史、文化そして、食といった豊富な資源を有機的に結びつけ、
これまでの活動からさらに一歩を踏み出していかなければなりません。 

幸い、当ルートでは旭川・紋別自動車道の整備が進められており、道央圏からのアクセス
性が向上することから、観光交通の増加、来訪者の域内行動範囲・滞留時間の拡大が期
待されています。 
そこで、私たちは、シーニックバイウェイ北海道の理念に基づき、景観や自然環境に配慮し

これらの魅力ある地域資源を「人」、「みち」、「自然」、「歴史・文化」、「モノ」、「サービス」で
つなぎながら個性的な地域、美しい環境づくりを行い、この雄大なエリアを舞台とする「着地
型観光」へと導くこと、また、既存の「周遊観光」をより魅力あるものとするため、市町村単独
での資源を活用した活動ではなく、課題解決に向けた思いをひとつとし、人と人をつなげ、地
域間に点在する資源をつなげ、可視化、商品化して、来訪者はもちろん、住んでる人たちも
「幸せ」を感じる地 「感幸（観光）地」 となるべく活動していきたいと考えています。 
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２．ルート活動の方向性 

◆過疎化、少子高齢化 
構成市町村全てが過疎指定

地域であり、生産人口年齢比率
が６０％未満の町村が６町村
あります。また全国より４５年、
全道より３５年先駆けて人口減
少局面に入っています。 

◆農林業の衰退・後継者不足
この２０年間で、道内の農家

数・農家人口はほぼ半減してお
り、林業も素材生産・出荷はわ
ずかで、担い手の経年的な減少
や高齢化進展による従事者の負
担増が懸念されています。

◆観光入り込み客数の減少 
道内・道外客ともに経年的に

減少しており、紋別の流氷観
光、層雲峡の入込もともに減少
しています。 

◆課題解決の方向性 
地域に点在する資源、「自然資源」「歴史・文化資源」「モノ資源」「サービス資源」を、地域の人達も含め「連

携、一体化」することによってそれぞれの地域の魅力をエリア全体の魅力とし、インパクトのある情報発信を行うことが
できる。また、ルートに関わる全ての人たちが、思いをひとつとすることで、個々のマンパワーが、より大きな地域のチカラ

．．．

となり、課題解決の手段の一つとすることが出来る。 

◆課題解決の方向性 
「景観づくり」、「地域づくり」、「観光空間づくり」のテーマ毎に、ルートの特性を踏まえた活動方針と目標を設定 

感幸地

◆目標 

◆目標 ◆目標 

◆活動方針

・優れた景観資源の保全と活用 
・新たな名所となる隠れた景観資源の 
発掘・育成 

・国内外に向けた景観資源の情報発信 

◆活動方針

◆活動方針

・美しい自然環境の保全 
・地域に伝わる歴史・文化の発掘・継承 
・地域情報の一元化と国内外に向けた発信 

・特別な「食」を活かした地域間連携 
・地域資源の周遊性向上と滞在日増
加に向けた立ち寄り施設充実、地元と
のふれあい時間創出 
・地域の見える化のスタートとしての着地
型観光商品の開発 
・既存の周遊観光の魅力増

地域資源を活かした魅力
ある観光空間づくり 

自然環境と歴史・文化を礎
にした活力ある地域づくり

山・海・花の優れた資源を
活かした景観づくり 
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第３章 ルートの運営体制 

幹事会
◇会 長 /  新沼 透（紋別観光協会副会長）
◇副会長 /  上出 英二(興部町 かみでファーム代表)

高橋 信一(雄武町観光協会 会長)
富樫 享(滝上町観光協会 副会長)
美田 隆(西興部村 わが村は美しく事業実行委員会

実行委員長)
佐々木 雅昭(遠軽商工会議所 会頭)
西川 仁史(湧別町商工会 会長)
髙橋 俊道(佐呂間町商工会 会長)
湯川 秀一(上川町商工会 副会長)

◇景観部会長 / 今後の部会において選出予定
地域づくり部会長 / 今後の部会において選出予定
観光・食部会長 / 今後の部会において選出予定

事務局
事務局長 北野 慎治

(紋別観光協会 常務理事)

事務局 加賀 博之
(紋別商工会議所 事務局長)
曽根 大希

(紋別商工会議所 振興係長)
岩井 智広
(紋別市建設部土木課)

田内 秀男
(興部町商工会 事務局長)
花松 賢一
(雄武町観光協会 事務局)
石原 俊司
(滝上町商工会 事務局長)
叶 健一

(西興部村商工会 事務局長)
長谷川 光夫

(遠軽商工会議所 事務局長)
佐々木 重俊
(えんがる商工会 事務局長)
高桑 誠

（湧別町商工会 事務局次長)
佐々木 孝三郎

(佐呂間町商工会 事務局長)
宍戸 重之

(層雲峡観光協会 専務理事)
観光・食部会
・「食」を活かした地域間連携
・地域資源の周遊性向上と滞在日増加に向けた立
ち寄り施設充実や地元とのふれあい時間創出
・地域の見える化のスタートとしての着地型観光商
品の開発
・既存周遊観光の魅力増

景観づくり部会
・優れた景観資源の保全と活用
・新たな名所となる隠れた景観資源の発掘・
育成
・国内外に向けた景観資源の情報発信

地域づくり部会
・美しい自然環境の保全
・地域に伝わる歴史・文化の発掘・継承
・国内外に向けた景観資源の情報発信

アドバイザー
ひがし北海道観光事業協議会
事務局長 野竹鉄蔵

ルート運営代表者会議
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目標 活動方針 実績 課題

目標 活動方針 実績 課題

美しい自然環境の
保全

・河川清掃、水質検査、水棲昆虫採集調査 ・保全や質の向上を要する景観
資源の調査・検討
・保全や美化、質の向上に資す
る活動（道路清掃や水質保
全、植栽等）
※上記は景観づくり部会と協働
して実施

活動方針 活動方針 実績 課題

観
光
・
食
部
会

・歴史・文化資源の調査
・ジオパーク構想の推進
・地域学講座・学習会の実施

・歴史・文化資源の整理（資
源のタイプや位置関係等）
・景観・歴史・文化・食・観光
資源の一元化と域内での共有
化
・SNSを活用した情報発信
・国内外へのプロモーション支援
・ルートマップ作成

・食資源の調査・整理（資源
のタイプや位置関係、季節性
等）
・多様な食資源を活かし、且つ
域内地域色を打ち出したご当
地グルメの開発
・食ブランドの確立

・観光・イベント・体験資源の調
査・整理（資源のタイプや位置
関係、季節性等）
・IC出入口付近での地域資源
案内看板設置に向けた活動
・IC出入口付近やPAでの道路
空間利用によるイベントの開催
・季節性やニーズを加味した広
域モデルツアーの実施（景観・
隠れた資源・歴史・文化・観
光・体験・食等を組み合わせ
て）
・シーニックデッキやカフェ設置に
向けた活動

・季節性やニーズを加味した各
種モデルツアーの実施（景観・
隠れた資源・歴史・文化・観
光・体験・食等を組み合わせ
て）

具体的な活動方策と内容

・広域複合連携や来訪
者・学校等との協働によ
る人材確保、育成
・資金源確保のための補
助事業などの調査・応募

・オータムフェストや他自治体のまつりへの地場
産品出店(滝上町)
・ハマナスの原料供給(興部町)

・秋歩こう綿仙渓ウォーキング(滝上町)
・夏に恋まつり共催ウォーキング(滝上町)
・森林浴歩くスキーと語る夕べ(遠軽町)
・芝ざくらまつり(滝上町)
・みなとまつり、流氷まつり、グルメまつり(紋別
市)
・番屋まつり（紋別市)
・チューリップフェア(湧別町)、藤まつり(遠軽
町)、
・かぼちゃまつり(佐呂間町)、コスモスフェスタ
(遠軽町)
・サロマ大収穫祭(佐呂間町)
・研修受入事業
・峡谷火まつり(上川町)
・層雲峡氷瀑まつり(上川町)

具体的な活動方策と内容

具体的な活動方策と内容

・広域複合連携や来訪
者・学校等との協働によ
る人材確保、育成
・資金源確保のための補
助事業などの調査・応募

・保全や質の向上を要する景観
資源の調査・検討
・隠れた景観資源の調査
・保全や美化、質の向上に資す
る活動（道路清掃や水質保
全、植栽等）
・PR活動（シーニックデッキやカ
フェ・マルシェ等）
・廃屋や不要看板撤去に向け
た活動景

観
づ
く
り
部
会

地
域
づ
く
り
部
会

・渚滑川に関する情報収集とHP発信(滝上
町)
・道外エージェントへの宣伝（滝上町）
・マスコットキャラクターPR
・女性がオススメする情報誌の作成配布(紋別
市)
・みちづくりフォーラム(紋別市)

地域に伝わる歴史・
文化の発掘・継承

・フライキャスティングスクール開催(滝上町)
・自然観察会(紋別市)
・番屋茶会(紋別市)
・大雪 森のガーデン(森の迎賓館)
（上川町）

・広域複合連携や来訪
者・学校等との協働によ
る人材確保、育成
・資金源確保のための補
助事業などの調査・応募

・景観資源の整理（資源のタイ
プや位置関係、季節性等）
・フォトコンテスト実施と結果の情
報発信
・景観・みちづくりフォーラム

地域資源を活
かした魅力ある
観光空間づくり

地域資源の周遊性
向上と滞在日増加
に向けた立ち寄り施
設充実、地元とのふ
れあい時間創出

地域情報の一元化
と国内外に向けた発
信

自然環境と歴
史・文化を礎に
した活力ある地
域づくり

山・海・花の優
れた資源を活か
した景観づくり

優れた景観資源の
保全と活用

国内外に向けた景
観資源の情報発信

・実稼働できる人員確
保、後継者育成
・活動資金の確保
・着地情報の強化（来
訪者への情報提供）
・発地情報の強化（旅
行計画者への情報提
供）
・地域愛着度の向上

・実稼働できる人員確
保、後継者育成
・活動資金の確保
・イベント参加者の減少
・観光エリアとしてのイ
メージアップ
・土地柄を活かしたホス
ピタリティのあり方
・核となるコンテンツ形成
・着地情報の強化（来
訪者への情報提供）

・実稼働できる人員確
保、後継者育成
・活動資金の確保
・景観保全意識の高揚

特別な「食」を活か
した地域間連携

地域の見える化のス
タートとしての着地
型観光商品の開
発、既存周遊観光
の魅力増

新たな名所となる隠
れた景観資源の発
掘・育成

・沿道植樹
・芝桜植栽会(滝上町)
・環境調査、清掃、外来植物除去など

・釣り場環境整備事業（案内版設置など）
(滝上町)
・森林鉄道廃線ツアー(遠軽町・滝上町)
・山彦の滝ナイトツアー、観察会(遠軽町)
・ジオツアー(遠軽町)
・大平高原星空観察会(遠軽町)
・（仮称）美はらしの丘ガーデン整備(紋別
市)
・昭和初期のサケ番屋復元と活用(紋別市)
・自然観察会(紋別市)
・ハマナスの景観創出(紋別市)
・羽幌から雄武を「ｻﾝﾛｰﾄﾞ」と名付けｳｪﾃﾞｨﾝ
ｸﾞ、ﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝｲﾍﾞﾝﾄ等を開催(雄武町)
・大雪 森のガーデン（森の迎賓館）
(上川町)
・道外エージェントへの宣伝
・女性がｵｽｽﾒする耳より情報誌の作成配布
(紋別市)
・みちづくりフォーラム(紋別市)

・ガイド育成事業(滝上町)
・昭和初期のサケ番屋復元と活用(紋別市)
・北海道家庭学校(遠軽町)
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活動団体と部会構成 

景観 観光・食 地域
紋別市 紋別商工会議所 ● ●
〃 紋別観光協会 ● ●
〃 オホーツクのみちと未来を考える会 ● ●
〃 Rose hips ●
〃 NPO法人 ロサ･ルゴサ ●
〃 三室番屋復活プロジェクト ●
興部町 興部町商工会 ● ●
〃 興部町観光協会 ● ●
〃 ノースプレインファーム ●
〃 かみでファーム ●
雄武町 雄武町商工会 ● ●
〃 雄武町観光協会 ● ●
〃 サンライズ王国 ●

西興部村 西興部村商工会 ● ●
〃 ｢我が村は美しく事業｣実行委員会 ● ●
滝上町 滝上町商工会 ● ●
〃 滝上町観光協会 ● ●
〃 渚滑川の会 ●
〃 NPO法人渚滑川とトラウトを守る会 ●
〃 童話村たきのうえを育てる会 ●
〃 滝上町建設業協会 ● ●
遠軽町 遠軽商工会議所 ● ●
〃 遠軽商工会議所青年部 ● ●
〃 遠軽商工会議所女性会 ● ●
〃 遠軽物産協会 ●
〃 えんがる商工会 ● ●
〃 えんがる町観光協会 ● ●
〃 遠軽町フラワーマスター連絡協議会 ●

佐呂間町 佐呂間町商工会 ● ●
〃 佐呂間町観光物産協会 ● ●
湧別町 湧別町商工会 ● ●
〃 湧別町観光協会 ● ●
上川町 上川町商工会 ● ●
〃 層雲峡観光協会 ● ●
〃 上川町森林組合 ●
〃 層雲峡温泉旅館組合 ●
〃 ラーメン日本一の会 ●

所属部会
活動団体市町村名
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第４章 ルートの活動計画（案） 

■平成 24 年度
平成 24 年７月に第１回シーニックバイウェイ準備会開催し、以降複数回の準備会や勉強会、

地域資源の現地視察会を開催するとともに構成機関への「準備会だより」配布等による情報共有
を図り、申請に向けた準備作業を進めた。 

■平成 25 年度活動予定（案） ※本ルート内市町村での既存活動→(☆) 新規活動→(◎)   
年・月 活動内容 会 議

H25
・層雲峡・オホーツクシーニックバイウェイ ルート調査(◎)

・既存周遊観光(☆)の魅力増（大雪山ガーデンや層雲峡の紅葉を含めた花
回遊）、着地型観光の導入(◎)、沿道植栽(☆)、道路や河川清掃(☆)、
スポーツイベント(☆)、旭川・紋別自動車道各PAでの地域資源PR(◎)等、
景観形成や地域資源保全・活用に係る連携活動に向けた検討

・参加団体の呼びかけ
・構成市町村内協賛イベント(☆)との連携検討

第１回幹事会・代表者会議
・花回遊(☆)連携活動（１０月まで）
・沿道植栽(☆)連携活動
・スポーツ連携事業（マラソン(☆)等）
・スポーツ連携事業（サイクリング(☆)等）

・交通安全、沿道清掃活動(☆)等の実施方法、旭川・紋別自動車道各PA
での地域資源PR(◎)実施方法、フォトコンテスト(◎)準備等の検討 第２回部会

●８月 第２回幹事会・代表者会議
●９月 ・交通安全・沿道清掃活動(☆)
●１０月 ・旭川・紋別自動車道各PAでの地域資源PR(◎)
●１１月 ・冬期資源PR(◎)等、地域資源活用に係る連携活動に向けた検討 第３回部会
●１２月 第３回幹事会・代表者会議

H26
・冬期資源PR(◎)等実施
・申請書の確認・調整等 第４回部会・幹事会

第４回代表者会議
・指定ルート申請

●７月

●１月

●２月

第１回部会

●４月

●５月

●６月

平成２５年度通年での推進事項
・既存周遊観光の魅力増、着地型観光の導入等の検討
・学習会、各部会(不定期)の開催 
・沿道河川や資源の保全 
・新たな食メニューの検討 
・連携による人材確保の検討 
・資金源確保のための補助事業の調査・応募
・異なる資源の新たな広域連携可能性検討
・資源や活動の効果的な PR 手法検討 
・ルート指定に向けた課題解決と申請書の整備 等 
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紋別市 

・もんべつ春鮮まつり (5月上旬～6月上旬)
・もんべつ観光港まつり(7月下旬) 
・もんべつグルメまつり(10月上旬) 
・もんべつ海産まつり (12月上旬) 
・もんべつ流氷まつり (2月中旬) 
・流氷あいすらんど共和国（2月） 
・ウインターフェスティバルinもんべつ 
（1月下旬～2月下旬） 
・出塚水産のかまぼこ作り体験工房 
・ホワイトビーチ地引網体験 
・紋別港水揚げ見学
・大山森林ウォーク
・鴻之舞森林ウォークと砂金体験学習
（7月上旬～10月末）

もんべつ流氷まつり

オホーツクタワー ガリンコ号Ⅱ

オムサロ原生花園 大山山頂園

かまぼこ

もんべつグルメまつり

■■主主なな観観光光施施設設

・ガリンコ号2
・オホーツクタワー 
・オホーツクとっかりセンター(ゴマちゃんランド) 
・道立オホーツク流氷科学センターGIZA 
・紋別市立博物館
・オホーツク氷紋の駅 
・道立オホーツク流氷公園（紋別市・北海道）

■■主主なな観観光光ポポイインントト

かに料理

■■特特産産物物・・食食

・ズワイガニ（3月～12月）
・ホタテ（3月～11月）・サケ（9月～10月） 
・つぶ貝（4月～10月）・かまぼこ・ホタテ貝柱 
・オホーツクサーモン ・ホワイトカレー 

・オムサロ原生花園（6月～8月）
・オムサロ・ネイチャー・ビューハウス 
・オムサロ遺跡公園（5月～10月） 
・コムケ湖・コムケ原生花園 （秋はサンゴ草） 
・コムケ国際キャンプ場 
・大山山頂園(オホーツクスカイタワー)・大山スキー場 
・流氷岬・オホーツク庭園・オホーツクラベンダー畑
・「(仮称)美はらしの丘ガーデン」（平成26年オープン予定）
・三室番屋 
・鴻之舞金山・旧上藻別駅逓所 
・カニの爪 
・はまなす通り 
・ポン沼 
・オホーツク紋別空港の裏通りと空港横市道（飛行機の離発着が間近で見られる人気ポイント）
・ガリア地区の上道道３０４号（ガリア地区が一望できるビューポイント） 

＜参考＞ 構成市町村毎の地域資源 

■■主主ななおお祭祭りり・・イイベベンントト
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遠軽町 

■■主主ななおお祭祭りり・・イイベベンントト

・太陽の丘コスモスフェスタ(9月上旬)
・木のおもちゃ王国(7月下旬) ・藤まつり（6月） 
・遠軽がんぼう夏祭り（7月） ・コスモス開花宣言花火大会 
・まるせっぷ観光まつり（8月上旬） ・ヤマベまつり（7月） 
・しらたき山遊の里まつり（8月） ・匠のアスパラ料理フェア（4月～6月） 
・えんがぁる愛食フェア（11月） ・遠軽物産まつり（9月下旬） 
・厳冬の山彦の滝ライトアップ観察会（1月～3月） ・じゃがリンピック（2月） 
・ジオツアー（7月～9月）

雨宮２１号

太陽の丘えんがる公園 大平高原

■■主主なな観観光光施施設設

・ちゃちゃワールド・丸瀬布昆虫生態館
・ピノキオハウス・合気道ゆかりの地碑 
・国産材需要開発センター 木楽館（木工芸体験） 
・歌句碑ロード・オホーツク文学館
・オホーツク文学碑公園 
・マウレ メモリアル ミュージアム（4月下旬～10月中旬） 
・瀬戸瀬、生田原、丸瀬布温泉  
・丸瀬布森林公園いこいの森（4月下旬～10月第3週日曜日）
・雨宮２１号(森林鉄道蒸気機関車) 
（4月下旬～10月第3週日曜日） 
・北海道家庭学校
・白滝ジオパーク交流センター ・遠軽町埋蔵文化財センター 
・白滝高原キャンプ場・オートキャンプ場とゲートボール公園 

■■主主なな観観光光ポポイインントト

ウッドクラフト

■■特特産産物物・・食食

・じゅんさい ・白滝じゃが(男爵)   
・鹿肉、熊肉、トド肉などの缶詰  
・舞茸、たけのこ、ほたて御飯の素(缶詰) 
・ウッドクラフト・ばたばた焼き・雨宮ラーメン・ヤマベ丼・乳製品 

埋蔵

文化財センター

・太陽の丘えんがる公園(見晴牧場)
（5月中旬～7月下旬 開花時期） 

・瞰望岩(がんぼういわ) 
・ひらやま（6月下旬から10月中旬） 
・瀬戸瀬ダム・武利岳・しらかばロード
・大平高原（5月下旬から10月上旬まで、牧草ロール） 
・黒曜石露頭（6月中旬から10月中旬） 
・山彦・鹿鳴の滝（冬期閉鎖）
・まるせっぷ藤園（藤の見ごろは、6月上旬～下旬） 
・天狗岳と天狗平・風穴（いこいの森・武利・大平）
・武利意森林鉄道遺産・ロックバレースキー場頂上付近(ビューポイント)・薬師山 
・寒河江公園・北ノ王鉱山跡・屏風岩・７滝ノ下駅逓跡 
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湧別町 

■■主主ななおお祭祭りり・・イイベベンントト

・五鹿山公園まつり（5 月） ・チューリップフェア(5 月上旬～6 月上旬)
・サロマ湖 100 ㎞ウルトラマラソン(6 月下旬) 
・ゆうべつ大漁みなとまつり(7 月中旬) 
・納涼七夕まつり（8 月上旬） ・湧別サロマ湖龍宮えびホタテまつり（8 月上旬） 
・屯田ふるさとまつり（9 月上旬）・湧別町産業まつり（9 月の秋分の日） 
・湧別原野オホーツククロスカントリースキー大会(2 月下旬) 

ファミリー愛ランドＹＯＵ

オホーツク・リラ街道

■■主主なな観観光光施施設設

■■主主なな観観光光ポポイインントト

･五箇山公園･味噌の三公園
・水芭蕉群生地（水芭蕉 4 月中旬～下旬）
・オホーツク・リラ街道（花は 5 月～10 月） 
・サロマ湖        
・花いっぱいの道 
・シブノツナイ原生花園 
(エゾカワラナデシコ群生地 7 月中旬～下旬) 

・鶴沼原生花園 
（サンゴ草群生地 9 月中旬～10 月上旬） 

ホッカイシマエビ

■■特特産産物物・・食食

・北海しまえび ・ホタテ貝
・カキ貝 
・毛ガニ 
・湧別牛 
・たまねぎ ・かぼちゃ ・ブロッコリー   
・じゃがいも・とうもろこし（流氷とうもろこし）
・かみゆうべつ温泉水塩うどん ・オホーツクの塩 

かみゆうべつﾁｭｰﾘｯﾌﾟ公園

シブノツナイ原生花園

・龍宮台展望台
・かみゆうべつチューリップ公園 
・かみゆうべつ温泉チューリップの湯 
・シブノツナイ遺跡   
・中湧別駅記念館
・五鹿山キャンプ場 ・五鹿山スキー場
・計呂地交通公園
・湧別の郷土館 
・ファミリー愛ランド YOU 
・ふるさと館 JRY 
・いこいの森（遊歩道） 
・五鹿山パークゴルフ場 ・キャンプ場 ・スキー場 
・湧別川河川緑地公園パークゴルフ場 
・芭露パークゴルフ場
・上湧別リバーサイドゴルフ場 ・ラジコン飛行場
・三里浜キャンプ場 ・文化センターTOM(漫画記念館) 
・上湧別百年記念公園 ・前浜展望台 
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佐呂間町

■■主主ななおお祭祭りり・・イイベベンントト

・サロマ湖 100km マラソン(6 月下旬)
・オホーツクサイクリング(7 月上旬) 
・かぼちゃまつり「シンデレラ夢」(9 月上旬)
・サロマ大収穫祭(10 月上旬) 

道の駅サロマ湖

サロマ湖遊歩道
サロマ湖

■■主主なな観観光光施施設設

・道の駅サロマ湖(物産館みのり) 
・サロマ湖展望台(5 月～10 月) 
・ピラオロ展望台  
・キムアネップキャンプ場 
・サロマ湖畔遊歩道 ・幌岩山登山遊歩道 
・浜佐呂間･若佐農村公園(パークゴルフ場) 
・100 年広場(パークゴルフ場) 
・サロマ湖遊覧船あざらし号 

■■主主なな観観光光ポポイインントト

・サロマ湖
・キムアネップ岬(サンゴ草は秋) 
・木のトンネル  
・北牧野
・若狭神社(5 月上旬) 
・総合公園(芝ざくら)  
・佐呂間町交通公園(蒸気機関車) 
・栃木神社の神木 

カキ貝

■■特特産産物物・・食食

・かぼちゃ
・ホタテ（4 月～11 月） 
・ホッカイシマエビﾞ（初夏） 
・そば 
・カキ貝（11 月～2 月） 
・サロマ湖海苔 
・サロマ豚

ホタテカレー

かぼちゃ ホタテ
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興部町 

■■主主ななおお祭祭りり・・イイベベンントト

・興部公園まつり(5 月中旬) ・おこっぺ夏まつり
・さるる海浜まつり(7 月下旬) ・ミニミニ冬まつり
・牛乳の里マラソン大会(10 月上旬) 
・オホーツクサイクリング 

モーモー城

米田御殿 ノースプレインファーム

ミルクホール

■■主主なな観観光光施施設設

・モーモー城と風車
・アニュウ・ジョイパーク 
・ルゴーサエクスプレス 
（5 月～10 月） 

■■主主なな観観光光ポポイインントト
・米田御殿 
（春季・秋季 各 3 日間程度の一般公開）
・ノースプレインファームミルクホール 
・ファームイン冨田 
・沙留岬・沙留海水浴場（夏期）
・郷土資料館（春季・秋季各 1 週間程度一般公開）
・かみでファーム（ハマナス・ラベンダーは 5 月上旬～9 月下旬） 
・パンケの滝 

ノースプレインファーム製品

■■特特産産物物・・食食

・おこっぺ牛乳・生キャラメル 
・ナチュラルチーズ・ミルクウィンナー 
・毛ガニ（4 月～8 月）・ホタテ（4 月～11 月） 
・サケ（9 月～11 月）・マス（7 月～9 月） 

ルゴーサエクスプレス

牛乳の里マラソン大会
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滝上町 

■■主主ななおお祭祭りり・・イイベベンントト
・童話村たきのうえ芝ざくらまつり（5 月上旬～6 月上旬）・森林鉄道ツアー
・夏に恋まつり ・錦仙峡ウォーキング ・道の駅うまいもんまつり ・トラウトダービー 
・芝ざくらパークゴルフ大会 ・渓谷紅葉パークゴルフ大会

シバザクラ

錦仙峡 道の駅香りの里たきのうえ

■■主主なな観観光光施施設設

・滝上公園 
（芝ざくら 5 月上旬～6 月上旬） 
・香りの里ハーブガーデン（5 月～10 月）
・瀬川ファーム（ハッカ蒸留体験）
・郷土資料館

■■主主なな観観光光ポポイインントト

・陽殖園 
（４月 29 日～９月最終日曜日）
・錦仙峡滝上渓谷 
・道の駅香りの里たきのうえ
・浮島湿原（6 月上旬～10 月下旬） 
・渚滑川キャッチ＆リリース区間（5 月～10 月）
・ローソク岩・森林鉄道橋脚跡・パークゴルフ場

七面鳥

■■特特産産物物・・食食

・七面鳥 ・ハッカ   
・じゃがいも 
・かぼちゃ   
・スイートコーン 
・アスパラガス 

ハーブガーデン
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西興部村 

■■主主ななおお祭祭りり・・イイベベンントト

・行者の滝祭り（7 月 19 日）
・ベルガモットウィーク（7 月中旬～8 月中旬） 
・氷のトンネル一日開放（7 月下旬） 
・木のおもちゃ・遊具作りウッディスクール(年 3 回) 
・鹿肉パーティ（2 月下旬） 
・ウェンシリ岳登山会（7 月上旬） 
・むら興しまつり(8 月下旬)

道の駅フラワーパーク「花夢」

鹿牧場 瀬戸牛峠付近

■■主主なな観観光光施施設設

・木の美術館「木夢」  
・道の駅フラワーパーク「花夢」
（花は 5 月～9 月） 

■■主主なな観観光光ポポイインントト

鹿肉缶

■■特特産産物物・・食食

・まつたけ焼酎 
・鹿肉缶
・山菜 
・村長ラーメン・新村長カレー

木の美術館「木夢」

氷のトンネル 1 日開放

行者の滝

まつたけ焼酎

・行者、赤岩、黒岩の滝
・札滑岳
・瀬戸牛峠
・鹿牧場
・天北峠
・氷のトンネル 
・猟区（9 月頃～４月頃）
・瀬戸牛峠（ビューポイント）・札滑林道（紅葉）・宮の森・森林公園・興楽園(日本庭園) 
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雄武町 

■■主主ななおお祭祭りり・・イイベベンントト

・雄武の宝「うまいもん」まつり(9 月下旬) 
・雄武町産業観光まつり(6 月下旬) 
・インターナショナル オホーツクサイクリング(7 月上旬)
・雄武の屋台村（不定期 年 1～2 回） 

展望台ラ・ルーナ

ピヤシリ湿原 幌内ダム

■■主主なな観観光光施施設設

・日の出岬(展望台「ラ・ルーナ」)
・風の丘公園・生活環境保全林
・道の駅おうむ 

■■主主なな観観光光ポポイインントト

・ピヤシリ湿原
・神門の滝・昇竜の滝
・幌内ダム 
・オニシ沼 
・北雄武草地（ビューポイント）
・北隆鉱山跡地
・幌内ダム 

アンガス牛

■■特特産産物物・・食食

・ダッタンそば焼酎 
・毛ガニ（4 月～8 月） 
・ホタテ（4 月～11 月） 
・アンガス牛 
・メジカ（9 月～11 月） 

道の駅おうむ

雄武町産業観光まつり

毛ガニ
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上川町 

写真出典：各市町村 HP・観光協会 HP 

■■主主ななおお祭祭りり・・イイベベンントト

・層雲峡氷瀑まつり(1 月下旬～3 月下旬)
・層雲峡峡谷火まつり(7 月下旬) 
・層雲峡花ものがたり 
・上川町ふる里まつり

層雲峡ビジターセンター

銀河・流星の滝
清川水芭蕉園

■■主主なな観観光光施施設設

・アイスパビリオン 
・層雲峡温泉 
・層雲峡ビジターセンター 
・大雪 森のガーデン(森の迎賓館) 
（平成 25 年夏完成予定）
・高原温泉 ・愛山渓温泉 ・大雪山ミュージアム ・大雪レイクサイト ・ロープウェイ 

■■主主なな観観光光ポポイインントト

・銀河・流星の滝  ・大雪 森のガーデン(森の迎賓館）  
・赤岳銀泉台 ・小函、大函  
・紅葉谷（見頃 10 月初旬～中旬）
・清川水芭蕉園（5 月上旬） 
・黒岳  ・大雪高原旭ヶ丘 
・浮島湿原（6 月上旬～10 月下旬） 

渓谷・味豚

■■特特産産物物・・食食

・上川ラーメン ・北どら ・にじます 
・大雪高原牛 ・よもぎ餅 ・ゆきのみず 
・渓谷・味豚（けいこく・みとん） 
・アイスクリーム ・ハム、ソーセージ 
・くま笹 ・高山植物 ・そば焼酎 

アイスパビリオン

上川ラーメン




