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B駐車場トイレ バス停

病院小・中学校 寺神社

由 仁
由仁町ルートマップ

JR由仁駅をスタートして町の西側に連なる「馬追丘陵」をたどるよ
うに田園地帯を歩きます。途中アップダウンはありますが、分岐点
も少なくほぼ一本道のルートなので迷わず歩けます。

●由仁町フットパス／難易度目安

●アドバイスと注意点

・・・由仁町のルートは市街地を見渡す高台から
　 田園の丘をめぐる展望コースです。

ＪＲ由仁駅

ＪＲ由仁駅

約9.8km／約2時間45分

5月～11月

由仁町まちづくり室　電話 0123-83-2112

ポッポ館、伏見台展望台ほか

ＪＲ由仁駅ほか

アクセス＆インフォメーション

■公共交通
ＪＲ札幌駅から特急でＪＲ岩見沢駅まで約25分、
ＪＲ室蘭本線苫小牧方面行普通列車に乗換、ＪＲ由仁駅まで約30分
ＪＲ旭川駅から特急でＪＲ岩見沢駅まで約1時間、
ＪＲ室蘭本線苫小牧方面行普通列車に乗換、ＪＲ由仁駅まで約30分
中央バス岩見沢ターミナルから岩見沢三川線・長岩線で
「由仁駅前」まで約1時間
新札幌駅バスターミナルより夕鉄バスで「由仁駅前」まで約1時間

■自動車利用
札幌から国道274号経由で約1時間
旭川から道央自動車道岩見沢ＩＣ経由で約1時間50分

［交通の問合せ先］
ＪＲ岩見沢駅　電話 0126-22-0831
北海道中央バス岩見沢ターミナル　電話 0126-22-0761
夕鉄バス夕張営業所　電話 0123-56-5602

周 辺 の み ど こ ろ

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

まちを見晴らす展望台から爽やかに風が薫るハーブの
丘へ。適度なアップダウンの変化も楽しい丘陵地を巡
り、由仁町の田園風景を満喫。果樹園の収穫体験や温
泉、地元で評判のおいしいお店など、由仁町満喫のフル
コースです。
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風薫る田園の丘
コース

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
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「ユンニの湯」を過ぎると野球場の
隣にパークゴルフ場があるので、そ
の角を右折。道路に「ゆにガーデン」
の案内看板があるので矢印に従っ
て進みます。

「千田ぶどう園」を過ぎて道なりに
しばらく歩くと、電信柱に緑色の文
字で「優良田園」と書かれた案内看
板が。この道を右折します。

「ゆにガーデン」を過ぎて田園風景
を眺めながら進むと、再び道道3号
線にぶつかります。「ヤリキレナイ
川」の看板があるので、ここを左折
します。

JR由仁駅から真っ直ぐ歩いて4本
目、食堂「まんもす亭」の角を左折し
ます。

スタート地点のＪＲ由仁駅「ポッポ館
ゆに」で観光情報をチェック。トイレ
などを済ませたら、建物を背にして
正面に見える道路へと進みます。

少し歩くと道道3号線との交差点に
来るので横断します。車の往来には
十分気をつけてください。ここからし
ばらく緩やかな上り坂が続きます。

道道3号線を進み「ユニ東武ゴルフ
クラブ」の案内看板を右折すると通
称「ジェットコースターの道」。直線約
2kmのアップダウンコースを楽しみま
しょう。

校庭を過ぎて川を渡ると交差点にぶ
つかります。信号を渡って右折した
ら、あとは道なりに直進。約5分ほど
でスタート地点のＪＲ由仁駅に到着
です。

「優良田園」の分譲地から「石黒りん
ご園」を過ぎて、緩やかな下りカー
ブを進みます。正面に小学校の校
庭が見えるので手前の道を左折し
ます。

夕張山系と「馬追丘陵」にはさまれ、南北に
広がる由仁町は空知地方の最南端に位置し
ています。まちの西側を縁取るように連なる
丘陵地を、見晴らしのいい展望台や風が心
地よい香りを運んでくれるハーブガーデンに
寄り道しながら、のんびりゆっくり歩きましょ
う。アップダウンの変化が楽しい田園の一本
道で、爽やかに薫る風を感じてください。

ジンギスカンハウスと体験農園
「ゆにガーデン」に隣接する体験農園では、自然に恵まれた場所で本格的な農
作業を体験できます。プロのアドバイスも受けられるので、初心者でも安心。園
内にはジンギスカンハウスが併設され、期間中、いつでも生ラム肉と地元の採
れたて野菜が味わえます。

B

伏見台展望台
標高146ｍ。ここは「馬追丘陵」の一角にあるまち一番のビュースポット。旧陸
軍特別大演習の際、昭和天皇が野外統監部を設置されたことから伏見台と
呼ばれ、後に「聖上御統監之地」の記念碑が建てられました。なかでも黄金色
に輝く稲穂を見渡す秋の景色は格別です。

D

ヤリキレナイ川
市街地を流れ夕張川へと注ぐ「ヤリキレナイ川」。何ともユニークなこの名前
は、アイヌ語で魚の棲まない川などを意味する「ヤンケナイ川・イヤルキナイ川」
に由来し、明治時代、大雨のたびに氾濫し悩まされた人々が「ヤリキレナイ」と
呼び始め、定着したと言われているそうです。

E

ゆにガーデン
春の開花を皮切りに、14のテーマで四季折々に咲き誇る花やハー
ブを楽しめる「ゆにガーデン」。なかでも約102万本の「リナリア」
が咲く夏は圧巻です。センターハウスにはレストランやカフェテリ
ア、フレグランスショップなども併設。入場無料のファーマーズ
マーケットでは採れたて新鮮野菜や特産品を販売しています。

A
アップダウンも心楽しく
風薫る田園の丘をめぐる

■住所／由仁町伏見134-2　■電話／0123-82-2001
■時間／9：00～18：00（4月～8月）※9月は17：00まで、10月は16：00まで
■料金／大人600円（200円）、小学生・65歳以上300円（100円）、幼児無料※（　　）内は10月の料金です

■住所／由仁町伏見93-1　■電話／0123-83-3343（由仁町活性化組合）
■時間／平日11：00～15：00、土・日・祝日11：00～18：00※4月第4土曜～10月末日のみ開園
■料金／生ジンギスカン一人前セット（ラム肉・野菜・ご飯）980円、生ジンギスカン780円ほか
■定休／月・火曜（月曜が祝日の場合は営業）

ユンニの湯
町名が「温泉のあるところ」を意味するアイヌ語に由来するように、「ユンニの
湯」の歴史は古く、明治時代からすでに利用されていました。コーヒーのような
色をしたお湯は無味無臭。とろりとしたお湯が体を芯からあたため肌をすべ
すべにしてくれると評判です。

C

■住所／由仁町伏見122　■電話／0123-83-3800
■時間／日帰り入浴10：00～22：00（売店7：00～22：00、軽食コーナー11：30～20：30）
■料金／日帰り入浴料 大人（中学生以上）600円、子ども（小学生）300円、幼児無料
■定休／無

■住所／由仁町伏見

■住所／由仁町伏見70
■時間／5月1日～10月31日

ジェットコースターの道（町道八間道路）
道道3号線と道道694号線を結ぶ、ユニ東武GCに面した直線約2kmの町道。
アップダウンの多い道が真っ直ぐに伸びる様子は、まるでジェットコースターの
よう。終点のＴ字路には素晴らしい眺望が待っています。

F

■住所／由仁町山形

由仁町観光案内所
「ポッポ館」

「旧JR由仁駅」を改築して、平成
20年にオープンした「由仁町観光
案内所 ポッポ館」。もともと駅舎
だった建物は、現在鉄道と路線バ
スの待合所として使われているほ
か、観光案内所や各種ボランティ
アの拠点として活用されていま
す。土日祝日には観光案内ボラン
ティアが常駐しています。
■住所／由仁町本町364
■電話／0123-83-2355
■時間／平日10：00～16：00、
　土・日・祝日9：00～15：00
　※土・日・祝日のみ
　　観光案内ボランティア対応あり
■定休／無
■駐車場／有

由仁神社 JR由仁駅から歩いて10分ほどの山すそに建つ「由仁
神社」。拝殿の隣には立派な土俵があり、かつては大
相撲の巡業も行われたそうです。小学校のすぐ裏手
なので、気軽に参拝できます。

■住所／由仁町本町330　■電話／0123-83-2528　■駐車場／有

千田ぶどう園
眼下に夕張川が流れる「馬追丘
陵」の一画で、難しいとされる有機
無農薬でブドウ栽培を手がける
「千田ぶどう園」。房の色や粒の大
きさも様々で、皮ごと食べられるブ
ドウの女王「リザマート」など北海
道では珍しい品種のブドウとも出
会えます。
■住所／由仁町山形407
■電話／0123-26-8602、090-1388-2286
■期間／9月上旬～10月下旬
■料金／ぶどうもぎ取り1,000円（1kg）、
　食べ放題（大人（中学生以上）1,000円、
　4歳～小学生500円）
■定休／収穫期間外　■駐車場／有

元祖みそホルモン
町内外に熱烈なファンを持つ「元祖
みそホルモン焼き」の店・「東京ホル
モン」。店名の由来も気になります
が、もっと気になるのがその味。丁
寧に下処理されたホルモンは、独特
の臭みもなく苦手な人も思わず箸
がすすむおいしさ。自宅で楽しめる
持ち帰り用も販売しています。
東京ホルモン
■住所／由仁町本町299
■電話／0123-83-2652
■期間／11：00～21：00
　（ラストオーダー20：30）
　※日・祝日は～20：00
　（ラストオーダー19：30）
■料金／ホルモン315円、レバー315円、
　サガリ399円、心舌399円、子袋473円、
　舌元473円、野菜セット315円ほか
■定休／日曜不定休
■駐車場／有（20台）

逆バーガー
各地でユニークなご当地バーガー
が登場するなか、由仁町から名乗り
を挙げたのが “逆バーガー”。由仁
特産のタマネギとリンゴ、バンズを
ビーフハンバーグでサンド。「由仁
商業高校」開発の「愛郷ドレッシン
グ」で味付けして、ライスペーパー
で包んだ新感覚バーガー。口コミで
人気上昇中です。
まるやま食堂
■住所／由仁町本町153
■電話／0123-83-2511
■期間／11：00～19：00
　（土・日・祝日は～17：00）
■料金／逆バーガー1個500円
■定休／不定休
■駐車場／有

石黒りんご園
3.3ha・約1万坪の敷地にリンゴをは
じめプラムやブドウ、プルーン、サ
クランボなどを栽培する「石黒りん
ご園」。秋にはリンゴやブドウの収
穫体験が行われるほか、リンゴの
木のオーナー制度もあります。

■住所／由仁町山形611
■電話／0123-83-3321
■期間／リンゴ狩り9月25日～10月末日
　（※ブドウ狩りは10月15日まで）
■料金／リンゴ狩り：大人500円・子ども
　300円（園内食べ放題・2個持ち帰り）
　ブドウ狩り：大人800円・子ども500円
　（園内食べ放題）持ち帰り700円（1kg）
■定休／上記期間外休業
■駐車場／有

由仁町ゆめっく館
日本最古のマンモスと北海道初とな
る「オオツノシカ」の実物大模型をは
じめ、化石の展示や古代学習コー
ナー、昔の生活資料などが展示され
た複合施設です。スタート地点から
もほど近く、無料で入館できます。
■住所／由仁町中央202
■電話／0123-83-3803
■時間／10：00～18：00
　（土・日曜は17：00まで）
■料金／無料
■定休／月・火・祝日、年末年始
■駐車場／有

大型車両も多く通るので横
断の際は気をつけましょう。

明治時代、大雨が降るたびに氾
濫する川に対して、住民が「やっ
てられない」という気持ちから
命名したと言われています。
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敷地内に農産物直売所が
あります。生でも食べられ
るトウモロコシ・ピュアホワ
イトなど、季節の新鮮野菜
が並びます。

由仁町を一望できるビュース
ポット。駐車場脇にトイレがあ
ります。（トイレットペーパー
はないので、忘れずに！）

境内には立派な土俵があ
り、相撲の巡業も行われて
いたそうです。お参りをかね
て寄り道してみては？

家庭菜園にガーデニング、
森に囲まれた「優良田園
住宅」。憧れの田舎暮らし
を叶えてくれる場所です。

ここからは由仁町北部から栗山町
方面の眺望が広がります。歩いてき
た真っ直ぐな道を振り返って確認す
るのもお忘れなく。

一直線に約2km、
アップダウンのある
道が続きます。

道路左手には美しい田園
風景が広がります。
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