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B駐車場トイレ バス停

病院 郵便局 寺

歌志内
歌志内市ルートマップ

サイクリングロードやかもい岳に向かう山道は舗装されていますが、か
もい岳温泉から自然公園を通って下りる散策路は、草地や土道なので、足
元が濡れる場合があります。
かもい岳温泉で長靴を貸し出しているので、心配な人は利用しましょう。
また、草地の斜面を下るコースもあるので、足元に注意してください。

●歌志内市フットパス／難易度目安

●アドバイスと注意点

・・・歌志内市のルートはかもい岳温泉の散策路以外は、
　 舗装された道なので歩きやすいです。

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

道の駅 うたしないチロルの湯

道の駅 うたしないチロルの湯

約8km／約2時間15分

5月～10月

歌志内市産業課商工観光グループ
電話 0125-42-3215

道の駅 うたしないチロルの湯、
かもい岳温泉ほか

道の駅 うたしないチロルの湯、
かもい岳温泉ほか

アクセス＆インフォメーション

■公共交通
ＪＲ札幌駅からＪＲ砂川駅まで特急で約50分、
「十字街」から中央バス歌志内線に乗換、「中央団地入口」まで約30分
ＪＲ旭川駅からＪＲ砂川駅まで特急で約40分、
「十字街」から中央バス歌志内線に乗換、「中央団地入口」まで約30分
札幌駅前バスターミナルから
中央バス「高速たきかわ号（砂川ＩＣ経由）」で
「砂川市立病院」まで約1時間15分、歌志内線に乗換
「中央団地入口」まで約30分

■自動車利用
札幌から道央自動車道奈井江砂川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1時間

［交通の問合せ先］
ＪＲ砂川駅　電話 0125-52-3217
北海道中央バス札幌ターミナル　電話 011-231-0500
北海道中央バス滝川ターミナル　電話 0125-24-7191

周 辺 の み ど こ ろ

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

温泉施設がある場所

ルート記号

ルート情報

ロッジ風の外観が印象的な「チロルの湯」からサイクリ
ングロードや山道を行き、スキー場にほど近い「かもい
岳温泉」を折り返す往復コースです。

かもい岳の絶景を歩いて
堪能する歌志内ルート 

だ け

た ん の う う た し な い

ぜ っ け い

ルートでも歩く「サイク
リングロード」は、旧JR
歌志内線跡地で、砂川
市まで続いています。道
の両サイドにサクラ並
木をつくろうと毎年少し
ずつ植樹し、将来的に
は全長約9kmに渡る北
海道一のサクラ並木を
めざしています。
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3

かもい岳を目指して、上り坂を進み
ます。歩道は片側だけなので、車に
注意して歩きましょう。

降りてゆくと野趣あふれる小屋が
あります。ここを越えて左に下り、広
い草原のグラウンドを横断します。

平成17年に開通した「かもい大橋」
まで来ると、眼下に歌志内本町を見
渡せます。

「サイクリングロード」の途中には東
屋もあり、休憩も可能。

「道の駅 うたしないチロルの湯」と
「チロルの湯」の間にあるサイクリン
グロードを進みます。ここは砂川市
と歌志内市を結んでいた旧国鉄歌
志内線跡地です。

サイクリングロードはここまで。道道
1027号線を左へ進みます。この辺り
は旧神威駅付近になります。

散策路を降りていくと、通行止めの
標識があります。ここから右折して
砂利道を下ります。

すべりやすいので足元に十分気をつ
けて。案内板の矢印があるので、こ
こから斜面を下り、柵の間から歩道
に出ます。

右手眼下に道
路が続いてい
る山の斜面を
歩きます。歩道
はありますが、道幅が狭く、草も生い
茂っており、慎重に歩きましょう。

緑あふれる山々に囲まれ、ペンケウタシュナイ川が東西
に流れる歌志内市は、かつて一大炭鉱都市でした。今
は日本一人口の少ないミニ・シティ（市）。景観づくりに
チロル風建築を取り入れ、スイスのリゾート地をイメー
ジしたまちをアピールしており、季節ごとに表情を変え
る秀峰の美しさは現在も変わりません。小さくても雄
大な自然に抱かれたまちの魅力を発見できます。

ふたつの温泉郷を往復する散策ルート
四季折々に表情を変える大自然が魅了

チロルの湯
旧炭鉱の採掘坑より毎分650ℓ湧き出るという天然温
泉。露天風呂のほか、寝湯、バブル湯、打たせ湯などがあ
るので、ゴールした後にゆったり汗を流しましょう。テニ
スやゲートボール、野球などが楽しめる全天候型スポー
ツ施設もあり（予約制）、用具をレンタルしているので、
手ぶらで訪れても楽しめます。

B

道の駅 うたしないチロルの湯
スタート＆ゴール地点でもある「道の駅」では、自慢の漬
物をはじめ、歌志内市のワインや鑑賞石などこだわりの
お土産が販売されています。観光案内システムもあり、
自然探索スポットなど情報収集も楽々。レストランでは
歌志内名物なんこ（馬腸）も定食や丼物で味わえます。

A

■住所／歌志内市中村78-3　■電話／0125-42-5588
■時間／10：00～22：00　■料金／大人500円、小学生300円
■休館／6月に2～3日間設備点検

かもい岳散策路
かもい岳（477ｍ）の山頂から麓にかけての広大なエリア
は、冬はゲレンデ、夏はパークゴルフのコースや自然公園
などに利用されており、独自の散策路が整備されていま
す。気軽な草地10分コースから、山頂までの健脚向き90
分コースまで、全6コースあるのでぜひ挑戦を。ほとんど
のコースが草地か土道なので、足元が汚れてもいいよう
に、かもい岳温泉では長靴を貸出ています。なお、今コー
スは、「ちょっと散策25分コース」をそのまま行きます。

E

かもい岳温泉レストラン
洋食、和食、ラーメンやそばのほか、日替わり定食もあり、どれも手作りで美
味しいと評判です。かもい岳で採れた山菜や、畑で作った無農薬・有機栽
培の野菜にもこだわっているため、食材の美味しさも実感できます。

F

■時間／11：30～14：00（オーダーストップ13：30）／17：00～20：00（オーダーストップ19：30）

■住所／歌志内市歌神95　■電話／0125-42-2717
■時間／10：00～22：00　■料金／大人500円、小学生300円
■定休／無

サイクリングロードC かもい岳温泉
山頂から中空知の田園
地帯をはじめ、十勝連峰
や暑寒制連峰をも眺望
できる歌志内市のシンボ
ル・かもい岳。そのふもと
にある「かもい岳温泉」
は、スイスのリゾート風な佇まいが印象的。香り豊かな
薬草湯の大浴場や、気泡風呂でゆっくりのんびりリフ
レッシュしましょう。各種トレーニングマシーンを備えた
アスレチックルームもあります。

D

■住所／歌志内市中村72-2　■電話／0125-42-5566
■時間／4～10月は9:00～18:00、11～12月は17：00まで、
　1～3月は15:00まで（土・日・祝日は17：00まで）
■期間／通年（12/31～1/3は休業）

悲別ロマン座
（旧住友上歌鉱会館）
炭坑時代に映画上映や舞台ステー
ジとして使われていた建物は、廃館
になってから倉本聡脚本のTVドラ
マ「昨日、悲別で」のロケ地にもなり
ました。建物には今でも立派な機
材をそのまま備えた映写室が残っ
ていて、歌志内版「ニューシネマパ
ラダイス」といった風情があります。
夏期のみ喫茶店が営業し、食事も
楽しめます。不定期で音楽イベント
も開催されているのでチェックを。

住友赤平炭鉱排気立坑
「悲別ロマン座」の道路を挟んで向
かいにある歯車がついた白い円筒
形の鉄塔はかつての炭鉱の遺産で
す。平成6年に閉山するまで排気坑
として稼働しており、外観のみ見学
可能。生い茂る草をかき分けて、
堂々とした佇まいを間近で確認し
てみましょう。

◉チロルの漬物

■住所／歌志内市上歌 

■住所／歌志内市上歌1-5
■電話／0125-42-3338
■時間／10:00～17:00
■期間／5月～10月

こもれびの杜記念館（空知炭鉱倶楽部）
明治30年に建設され、増改築を重ね、
昭和29年からは接待専用の倶楽部と
なり、平成7年の閉山を迎えるまで数
多くの来賓を歓待した建物が残って
います（一部は撤去）。西洋風の本館と
数寄屋造りの別館は、炭鉱全盛期の
栄華を現在に伝えています。事前に予
約をすると見学が可能。
■住所／歌志内市本町74-4　
■電話／0125-42-4223（歌志内市教育委員会）　■期間／5月～9月

◉ペンケ・ウタシュナイ
　うたしないワイン
歌志内市上歌の斜面に広がる「歌
志内太陽ファーム」では、石炭を掘
りだしていた跡地でブドウを栽培
しています。石炭から出たミネラル
分やアルカリ性を多く含んだ土壌
で、歌志内市独特の空気と水によ
り美味しいブドウが育ちます。「ペ
ンケ・ウタシュ
ナイ」は、ここ
で栽培したブ
ドウを100％使
用し、さわやか
な香りとすっき
りした飲み口
が特徴。

メモリアルパーク
「郷土館ゆめつむぎ」の隣に広がる
美しい公園には、ブロンズ像のシン
ボルキャラクター「ホルン君」が笑顔
で佇んでいます。ここは歌志内市開
基100年を記念して誕生した公園。
道道沿いなので、ドライブ中の気分
転換にもおすすめの場所です。
■住所／歌志内市本町
　（「郷土館ゆめつむぎ」隣接）

中央バス停「歌志内市街」からすぐ
にあるとんがり屋根の建物は、旧歌
志内駅があった場所に建てられた
郷土資料館です。明治から炭鉱都市
として栄えた歌志内の歴史を伝えよ
うと生活道具や農業用具を展示。大
正、昭和の時代にタイムスリップした
ような感覚を味わえます。地下では
炭坑で実際に使われていたコール
ピックやトロッコなどの重機も展示。
「なるほど坑内まっくら体験室」とい
うユニークなコーナーもあるので、
訪れてみましょう。

歌志内市郷土館ゆめつむぎ

■住所／歌志内市本町1027-1
■電話／0125-43-2131
■時間／9：00～17：00
■料金／大人200円、小・中学生100円
■休館日／月・火・祝日の翌日・年末年始
　（11月～3月は月～木曜休館）

◉チロル春祭り
歌自慢の参加者によるカラオケ大会
や大食い大会、抽選会などが行われ
るほか、焼肉や漬物名人たちの自慢
の逸品を味わうなど、歌志内市の春
を思い切り楽しめます。
■電話／0125-42-5566
■期間／5月下旬
■問合せ／道の駅 うたしないチロルの湯

◉商工フェスティバル「もってけまつり」
「道の駅うたしないチロルの湯」の駐車
場を会場とし、家電・衣料をはじめ、野
菜・魚介の激安市や袋詰めなど、掘り出
し物と出会えるイベントです。抽選会も
あり、美味しいものもたっぷり！
■電話／0125-42-2495
■期間／9月中旬
■問合せ／歌志内商工会議所

◉歌志内市民祭り
　「SHOTTEKE」
公民館駐車場を会場とし、子どもみこ
しや太鼓の演奏、よさこいの演舞が行
われ、祭りの最後には重さ１tもある石
炭みこしが会場内を練り歩きます。屋
台も並び、夏を満喫できるお祭りです。
■電話／0125-42-5107
■期間／7月第2日曜
■問合せ／市民祭り実行委員会

特産品

道の駅にある漬物処「チロル」は、古
漬と新漬をいろいろ取り揃えていま
す。歌志内市内のおばあちゃんたち
が昔ながらの作り方で漬けたもの
で、新漬は甘味料や保存料を一切
使用していません。店内では人気漬
物のランキングが表示されているの
で参考になるはず。ぬくもりいっぱ
いの味を楽しめます。

前方も左右も、緑豊かな
山の形状や、山の頂、眼
下の様子など、360度ど
こに目を向けても美しい
景色を堪能できます。
時々立ち止まって、見渡
してみましょう。

市街を見下ろす見晴ら
しが少しずつよくなって
きます。

サイクリングロードは平坦で歩きやすいです。
山側には民家が点在し、場所によっては、川
が流れていたり、古い橋が残っているなど変
化に富んだ景色を楽しめます。

スタート＆ゴールは「道の駅 う
たしないチロルの湯」。道の駅
裏手の「チロルの湯」側に行き、
道路と平行して伸びているサイ
クリングロードを進みます。

かもい岳に向かってゆる
やかな坂道を上ります。

チロルの湯

道の駅
うたしない
チロルの湯

スズメバチに
注意
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