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小・中学校 郵便局 寺

神社

岩見沢
岩見沢市ルートマップ

色とりどりのバラが咲き誇る庭園から、豊かな実り
をもたらす農村地帯へ。棚田が広がる上幌地区で、新
しい岩見沢市の魅力を発見。自然をいかした美しい
庭園、昔懐かしい暮らしの道具たちとの嬉しい出会
いも待っています。

棚田広がる上幌ルート

●岩見沢市フットパス／難易度目安

●アドバイスと注意点

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

アクセス＆インフォメーション

周 辺 の み ど こ ろ

動物や野鳥などを観察できる場所

ハチやブヨに注意が必要・立ち入りが危険な場所

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

た な だ ひ ろ か み ほ ろ

ルート記号

ルート情報

いわみざわ公園バラ園

いわみざわ公園バラ園

 約11.5km／約3時間10分

 いわみざわ公園バラ園レストハウス、室内公園、インフォ
メーションほか、いずれも「いわみざわ公園」内

いわみざわ公園バラ園ほか

 5月～11月

岩見沢市観光協会　電話 0126-22-3470
岩見沢市経済部観光物産課　電話 0126-23-4111
空知総合振興局空知農業改良普及センター　
電話 0126-23-2900

いわみざわ公園のバラ園からスタートして、田畑が広がる上幌地区の農
村地帯をぐるりひと回り。ルートも分かりやすく迷う心配はありません。
余力のある人は棚田を望むサブルートへ。

・・・岩見沢市のルートは高低差の少ない田園コース。
　 棚田を望むサブルートもあります。

■公共交通
ＪＲ札幌駅からＪＲ岩見沢駅まで特急で約25分、快速で約40分
ＪＲ旭川駅からＪＲ岩見沢駅まで特急で約1時間
札幌駅前バスターミナルから中央バス「高速いわみざわ号」で
岩見沢バスターミナルまで約50分
岩見沢ターミナルから中央バス緑ヶ丘鉄北循環線・万字線に乗換
「グリーンランド」まで約20分、下車「いわみざわ公園」まで徒歩6分
■自動車利用
札幌から道央自動車道岩見沢ＩＣ経由で約30分
旭川から道央自動車道岩見沢ＩＣ経由で約1時間30分
［交通の問合せ先］
ＪＲ岩見沢駅　電話 0126-22-0831
北海道中央バス札幌ターミナル　電話 011-231-0500
北海道中央バス岩見沢ターミナル　電話 0126-22-0761
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通り沿いにある「林農園」の直売所を過
ぎ、2本目の道を左折。曲がるとすぐ右
手に折れる道があるので、こちらへ。左
折せず直進するとサブルートです。

途中、幌向川に架かる橋を渡り、ツタの
ようなオブジェの横を通り過ぎたら、Ｔ
字路を左折。ここまで来たら、ルートも
残りわずかです。

通り沿い左手に「メープル小学校」、右
手にログハウスレストラン「海道庵」が
見えたら、「海道庵」を過ぎて右折。ポ
プラ並木の遊歩道を歩きます。

「山田なつかし資料館」でお宝の数々
を拝見したら、再びルートへ戻り「止ま
れ」の看板を左折します。景色を楽しみ
ながら、道なりに歩きましょう。

バラ園に隣接するパークゴルフ場に向
かいながら、池沿いの道を右周りに進
み、駐車場から道路に出ます。右手前方
に見える道路を左折してください。

スタートは「いわみざわ公園バラ園」で
す。レストハウス前の石畳を抜け、まず
は品種も多彩なバラの庭を楽しみま
しょう。

道なりにしばらく行くと道道30号線と
の交差点にぶつかります。この信号を
渡ってさらに直進。大型トラックも通る
道なので気をつけて歩きましょう。

しばらく歩くと現れる三叉路を右折。
正面に見える「萩の山市民スキー場」に
向かって前進です。

ゴールの「いわみざわ公園バラ園」までは
ポプラ並木の遊歩道を直進。途中、並木が
途切れて見晴らしのよいポイントやパーク
ゴルフ場もあり、景色の変化も楽しめます。

石狩平野の東に位置し、古くから空知管内各
地を結ぶ交通の要衝として栄えた岩見沢市。
平成18年、栗沢町・北村との合併により豊か
な農村地帯へとその市域を広げています。今
回のフットパスでは「いわみざわ公園バラ園」
を基点に、上幌地区を巡ります。空知有数の
美しい棚田が広がる農村地帯で、岩見沢市の
新しい魅力を見つけましょう。

C上幌神社
明治29年の頃より、
開拓移住者の手によっ
て奉られた6つの社を、昭和35年に
合祀創建した上幌神社。生命の神様
に国づくりの神様、出世に学問、縁結
びなど、6つの神様が奉られ、秋の例
祭のほか、新年祭や厄祓祭、春祭、
新穀感謝祭などが行われています。

林農園
ルート沿いに直売所を構え旬の採れたて
野菜を販売する林農園。ここでのおすす
めは真冬の3月から体験できる「いちごの
摘み取り」です。栽培品種は甘くて大粒の
「章姫（あきひめ）」と酸味・甘味のバランス
が絶妙の「けんたろう」。ぜひ食べ比べを。

B

山田なつかし資料館
上幌地区で農業を営む山田善吉さんが
個人で収集した古い農器具や生活道具
を展示する資料館。60年前からコツコツ
集めてきた展示品は、ご本人もどれだけ
あるのか把握しきれないほど膨大。蓄
音機や真空管ラジオは現在でも聴ける
よう、自ら修理も手がけるそうです。

D

リトルロックヒルズは、面積約11haもの
広大な丘陵地にイギリスから移築した
住宅があり”住まいと庭は一体である”
という代表松藤氏の考え方でデザイン
された庭と森が広がっています。この
美しい田園風景を彩る英国コテージ
ガーデンは予約制で公開しています。

LITTLE ROCK HILLS
（リトルロックヒルズ）
E

いわみざわ公園バラ園
森林浴やバードウォッチング、スキーにキャンプな
ど、四季を通じて自然と親しめる「いわみざわ公
園」。フットパスルートの起点となる「バラ園」には、
6月から10月にかけて様々な品種のバラやハマナス
が咲き誇ります。園内にはレストハウス「ハマナスの
丘」があり、自由に休憩できます。おすすめはもち
ろん「ローズソフトクリーム」

A
山裾に棚田が広がる
美しい農村を訪ねる

■住所／岩見沢市志文町794
■電話／0126-25-6111
　（問合せ　総合インフォメーション 室内公園 色彩館）
■時間／9：00～17：00（室内公園色彩館）
■料金／入場無料（温室有料／大人100円、子ども50円）
■定休／無休

■住所／岩見沢市栗沢町上幌1908
■電話／0126-44-2001
■利用期間／3月～6月
　※事前予約制（冬期は土・日曜のみ）
■料金／イチゴの摘み取り1,000円
　（冬期1,500円）

■住所／岩見沢市栗沢町上幌684-2  ■電話／0126-44-2858
■時間／11：00、13：00、14：00、15：00  ■料金／ガーデンツアー1,000円（お茶とお菓子付）

■住所／岩見沢市上幌2194  ■電話／0126-22-3470（岩見沢市観光協会）
■時間／要問合せ  ■料金／無料

石蔵カフェ 和徳石庵
リトルロックヒルズの敷地内にある石蔵を改装したカ
フェ。店内は吹抜けの2階建て。2階窓際のカウンター席
は見晴らしがよく、時を忘れてしまうほど。スコーンや
キッシュ、オムハヤシなどのランチメニューもあります。

F

Information

■時間／10：00～18：00  ■定休／火曜

peach walk Garden（ピーチウォークガーデン）
小林さんご夫妻が丹精込めて育てるピーチウォークガー
デンは、バラやクレマチスが家の壁を彩る美しい庭が印象
的。初夏限定のオープンガーデンですが、見学の際は一声
かけましょう。

G

■住所／岩見沢市栗沢町上幌1733-2
■電話／0126-23-6820
■期間／6月末～7月11日の土・日曜のみ
■入場／無料

特産品

ハスカップ摘み
「ゆめぴりか」などおいしいお米の
つくり手である中西さんの農場で
は、ハスカップ摘みも体験できま
す。ジャムやソース、塩漬けなどの
つくり方も教えてくれます。

安心安全のこだわり卵
おいしい有機野菜と安心安全の
こだわり卵で評判の「白石農園」
は、岩見沢市で唯一の養鶏家。国
内では珍しい黒い鶏「ヒペコネラ」
を育てています。ヒヨコの時から
自由に動き回り日差しや砂遊びを
して育ったゲンキな有精卵です。

◉天狗まんじゅう
創業60年。手づくりの変わらぬ味
は岩見沢市のおみやげの定番で
す。看板商品の「天狗まんじゅう」
は「赤・白・茶」の3種類。駅前アー
ケード街にある店舗ではホカホ
カできたてが購入できます。

◉宝水ワイン
自社農場でブドウを育
て、丹念に醸造し造り上
げる「宝水ワイン」。気候
や土壌、地形など土地の
魅力がつまった自社農
園ブドウ100％のRICCA
シリーズが好評。市内各
所で購入できます。

◉めーぷるの樹
地域の厳選素材を活かしたお菓子づ
くりで全国にファンを広げる「赤いリ
ボン」。メープルシロップの爽やかな
甘さが好評のバウムクーヘン「めーぷ
るの樹」はオリジナルブランド「めー
ぷる倶楽部」のイチオシ商品です。

白石農園
■住所／岩見沢市上幌2837
■電話／0126-44-2894

中西農場
■住所／岩見沢市上幌2630
■電話／0126-22-0545（山下米穀店受け）
　（FAX／0126-22-3725）
■時期／6月下旬～7月中旬予定
　（要事前予約）
■料金／1kg1,000円
※コメやジャム、ハチミツの直売は「農
　家の直売店」(山下米穀店／岩見沢市
　7条11丁目6-1)まで。

スィートコーン収穫体験
規則正しく並んだ、光沢のある色鮮
やかな黄色の粒。この粒皮が柔ら
かく甘味が強い品種「恵味」を栽培
する増井農場では、採れたてをその
場で味わえます。おいしい茹で方の
コツを、ぜひ聞いてみましょう。
増井農場
■住所／岩見沢市上幌2703
■電話／0126-44-2057
■実施時期／7月～8月下旬予定
■料金／1本150円～

天狗まんじゅう本舗　岩見沢駅前店
■住所／岩見沢市1条6丁目
■電話／0126-23-4605
■時間／9：00～19：00
■定休／日曜
■料金／天狗まんじゅう1個80円

赤いリボン「めーぷる倶楽部」
■住所／岩見沢市春日町1丁目6
■電話／0126-25-4545
■時間／9：00～20：00
■定休／水曜（1月～3月）
■駐車場／有

宝水ワイナリー
■住所／岩見沢市宝水町364-3
■電話／0126-20-1810
■時間／10：00～17：00
■定休／水曜（1月～3月）
■駐車場／有

小川さんがつくる「けんたろう」は甘
くてジューシーで収穫時期には箱買
いする人が続々。安心安全で種類
豊富な野菜も人気で、ミニカボチャ
の「栗坊」は、おいしいと評判です。

小川いちご園

■住所／岩見沢市栗沢町上幌2731
■電話／0126-44-2082
■期間／6月～10月下旬
■駐車場／有

◉卵焼きロール
お店の窯で毎日焼き上げる、しっ
とりふわふわのスポンジと特製ク
リームのバランスが絶妙。ほかに
もプリンやシュークリームなど、
素材の良さを感じるシンプルなお
菓子が好評です。
焼き菓子工房カゼ・ハナ・ソラ
■住所／岩見沢市4条西2丁目5
■電話／0126-33-8600
■時間／9：00～19：00
■定休／水曜
■料金／ロング1,200円、カット300円
■駐車場／有

◉北海道バーニャカウダ
野菜や肉、魚などどんな素材とも
相性の良いイタリアンの万能ソー
ス「バーニャカウダ」。北海道産ニ
ンニクと国産アンチョビでつくっ
た岩見沢発の特製ソースは、自宅
でつくるイタリアンをグレード
アップしてくれる逸品ソース。

白亜ダイシン
■住所／岩見沢市5条東3丁目2-1
■電話／0126-22-6540（代表）
■時間／9：00～17：00
■定休／日曜・祝日
■料金／735円(120g)～
■駐車場／有
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START & GOAL
いわみざわ公園 バラ園

特殊加工したウッドチップを
敷き詰めた遊歩道が続きま
す。ふかふかの感触を楽しみ
ながら気持ちよく歩けます。

道を曲がるそば畑。夏には
白い花が咲き誇りとてもき
れいです。

神社裏手にある山田さんの農
園ではフルーツの摘み取りも
できます。「憩いの山小屋」な
ど見どころもいっぱいです。

英国コッツウォルズ地方の
雰囲気を味わえます。ここ
から見る夕陽はとてもドラ
マチック。

個人宅のオープン
ガーデン。見学す
る際は必ず声を
かけてください。

上幌地区を一望でき
る高台。地元の人の間
では「藤井岳」と呼ば
れています。

両側に水田や畑
が広がる気持ち
のいい一本道。

境内に咲くミヤギノ
ハギがきれいです。
見頃は9月上旬。
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性顕寺 F 石蔵カフェ 和徳石庵

小川いちご園

ここには鹿よけの電気
柵があるので注意。

リトルロックヒルズ

peach walk Garden

山田なつかし資料館
サブルート

余力のある人は棚田の風景を楽しめ
るサブルートへ。スィートコーンやハ
スカップの収穫も体験できます。

中西農場

白石農園

増井農場

棚田エリア

萩の山市民
スキー場

林農園
（イチゴ狩り）

北海道グリーンランド
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