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秩父別
秩父別町ルートマップ

「しあわせの鐘」が鳴り響き、
バラの薫りに包まれるロマンチックな街。
花と緑を愛でながら、その魅力を体感しましょう。

鐘のなるまち
探訪ルート 

市街地や田園地帯は平坦ですが、丘を経由するため中盤は緩やかな登り
や下りがあります。歩きやすい舗装道路が主なので、休憩しながら体力
に合わせて散策を楽しみましょう。

●秩父別町フットパス／難易度目安

●アドバイスと注意点

・・・秩父別町のルートは、少し高低差はありますが
　　初心者でも快適。

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

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

か ね

た ん ぼ う

特産品

ルート記号

ルート情報

■公共交通
ＪＲ札幌駅からＪＲ深川駅まで特急で約1時間、留萌本線留萌方面行
普通列車に乗換ＪＲ秩父別駅まで約10分、下車徒歩約15分
ＪＲ旭川駅からＪＲ深川駅まで特急で約20分、留萌本線留萌方面行
普通列車に乗換ＪＲ秩父別駅まで約10分、下車徒歩約15分
札幌駅前バスターミナルから中央バス「高速るもい号（深川経由）」で
「秩父別役場」まで約1時間45分、下車徒歩約15分
■自動車利用
札幌から道央道・深川留萌自動車道秩父別ＩＣ経由で約1時間10分
旭川から道央道・深川留萌自動車道秩父別ＩＣ経由で約45分
［交通の問合せ先］
ＪＲ深川駅　電話 0164-22-2862
北海道中央バス札幌ターミナル　電話 011-231-0500
北海道中央バス留萌ターミナル　電話 0164-42-2073

ローズガーデンちっぷべつ
丘に広がる約5.4haの敷地に300種
類・3,000本のバラが咲き誇る庭園。
例年6月下旬から10月上旬にかけて、
色とりどりのバラを楽しむことがで
きます。メイン施設「バラの城ふろー
ら」では、バラを原料にした様々な
グッズやほんのりバラの香りが素敵
な「ローズソフト」（250円）が人気を
集めています。地元特産品の販売や
軽食を楽しめる「ガーデンプラザ・ウ
エル花夢」、土日限定で地元野菜を
販売する「かあちゃんの野菜畑」も併
設。秩父別の「町の花」となっている
バラの美しさをぜひ楽しんで！ 

★ちっぷの里 ■問合せ／0164-33-3624

■住所／秩父別町3条東2丁目
■電話／0164-33-2111
　　　  （秩父別町産業課）
■期間／6月下旬～10月上旬
■時間／9：00～17：00
　　　  （入園は16：45まで）
■定休／開園期間は無休
■料金／無料（協力金箱あり）
■駐車場／有

■住所／秩父別町3条東2丁目
■電話／0164-33-3833（秩父別観光振興）
■期間／通年（10月上旬～4月下旬の見学
　は要予約）
■時間／9：00～17：00
■定休／ローズガーデン開園期間は無休
■料金／無料（協力金箱あり）
■駐車場／有

めぇーめぇーランド
イギリス原産の「サフォーク」、
ニュージーランド原産の「コリデー
ル」など、世界各国の羊とふれ合え
る観光体験牧場。エサをあげたり、
屋外では柵越しに子ヒツジたちと
対面できることも。羊毛を使って
コースターやマスコットを作る体
験メニューもあります（2名以上・
要予約）。

■住所／秩父別町3条1丁目
■電話／0164-33-2106
■期間／4月29日～11月3日
■時間／10：00～17：00
■定休／不定
■料金／400円
■駐車場／有

善性寺丸木美術室
秩父別町に生まれ、反戦・反核を訴
え続けた画家・丸木俊さんの生家
（善性寺）にある美術館。夫の日本
画家・位里さんと共に手がけた「原
爆の図」は世界的にも知られていま
す。油絵や水墨画、屏風画など夫妻
の作品約50点が展示され、ここを訪
れる人々のために描かれた「1992・
原爆の図」には、戦争の悲惨さを語
り継いでほしいというメッセージが
込められています。

■住所／秩父別町2条1丁目
■電話／0164-33-2555（教育委員会）
■時間／10：00～16：00
■定休／月曜、祝日の翌日、年末年始
■料金／無料
■駐車場／有

郷土館
屯田兵屋や昔の農機具、生活用品
など700点以上に及ぶ貴重な資料
を展示。開拓当時からの歴史につ
いて写真や映像、展示物などから
知ることができます。係員が常駐し
ていないため、見学希望の際は教
育委員会へ事前に連絡を。

■住所／秩父別町4条東2丁目
■電話／0164-33-2111
　　　　（秩父別町産業課）
　　　　■駐車場／有

こども冒険の森公園
街を一望できる展望台や散策路が
整備された大型公園。春になるとピ
ンク色に染まる「桜の杜」は、人気の
お花見スポットとなっています。秋に
は紅葉と、自然を満喫することがで
きます。

◉完熟かぼちゃのポタージュ
秩父別町の大地が育んだ「みやこかぼちゃ」とタマネギを
使った無添加・無着色のポタージュスープ。温めるだけでま
ろやかな本格スープを自宅で楽しめます（2袋入450円）。

★あきぐみくらぶ ■問合せ／0164-33-3439

◉あきぐみジャム
道の駅「物産物展示館」でしか購入できないジャムは、「あき
ぐみ」を3時間以上も煮詰めて作られます。ビタミンCやβカロ
チンが豊富なので、ぜひ一度お試しを（400円）。

★㈱秩父別振興公社 ■問合せ／0164-33-3490

秩父別町の特産品ブロッコリーを練り込んで作られ
ています。つるっとした舌触りは、とても滑らかで、ど
のスープにも合う縮れ麺に仕上がっています。また、
パスタは、秩父別町のお米の粉を一緒に練り込み、米
粉特有の“もっちり”食感を味わうことができます。

★㈱秩父別振興公社 ■問合せ／0164-33-3490

◉あかずきんちゃん
地元で採れた朝もぎの生食用完熟トマトをそのまま搾っ
た、フレッシュかつ濃厚な味わいのトマトジュース。塩分控
えめなので、トマト本来の甘さと豊かなコクを味わえます。
（180ml～・150円～）。

◉ブロッコリーのらー麺   ◉ ブロッコリーと米粉のパスタ

□らー麺（乾燥）1食入300円スープ付（味噌、醤油、塩味）
□パスタ（乾燥）２食入500円

高架を渡り、緩いカーブに差しか
かったら左手の道へ。この先の
「なつみの里」にもトイレや水飲み
場があり、休憩することもできま
す。

舗装された道路に出たら、高規格
道路の高架をくぐり直進。歩道がな
いので注意して歩きましょう。最初
の十字路を左折します。

高規格道路沿いをしばらく歩くと
300種類のバラが咲き誇る「ローズ
ガーデンちっぷべつ」に到着。散策
路に入り、園内を一望できる展望
台へ向かいます。

噴水や庭園を眺めながら歩くと、2
機の飛行機が展示されています。
その前を通り、公園を出たらそのま
ま直進。国道233号に出たら左折し
ます。

スタートはさまざまな施設が揃う道
の駅。アーチを右に見ながら道路を
挟んだ「ファミリースポーツセンター」
の脇を抜け、公園へ入ります。

左手に郵便局、右手に「秩父別町
役場」がある交差点をUターン。国
道沿いの歩道に咲くバラを眺めな
がら、国道233号を東に進みます。

「めぇーめぇーランド」を経由し、「こ
ども冒険の森公園」へ。白い展望台
の脇から、遊歩道の両側に林が続
く、ゆるやかな坂道を下ります。

しばらく歩くと、左手に「ローズガーデ
ンまで0 . 8km」の看板が見えてきま
す。その交差点を右折し、再び市街
地へ向かいます。

正面に道の駅のアーチが見え、左手
角に商店が建つ交差点を左折し、
JR秩父別駅方面へ。「倉庫群」や「百
禄園」を経由し、いよいよゴール!!

空知平野の北端、旭川と留萌のほぼ中間に位置
する秩父別町。東部に丘陵地帯がある以外はの
どかな田園風景がどこまでも広がり、道産米「ゆ
めぴりか」やブロッコリーの産地としても知られ
ています。道の駅には、街のシンボルにもなって
いる「開基百年記念塔」があり、国内最大級のス
イングベルがやさしい音色を奏でます。今回は、
花と緑豊かなまちの名所をくまなく巡りながら、
歴史にもふれるルートをご紹介します。

特産物展示館
センターハウスの「特産物展示館」で
はトマトジュースやジャム、お菓子な
ど秩父別の特産品とやさい館では
地元農家が生産したブロッコリー
をはじめとした新鮮野菜が購入で
きます。５月～10月のみ営業のお食事
館は、ボリューム満点の「揚げたて
天丼」（500円）が人気。

開基百年記念塔
まちのシンボルとなっている高さ約
30メートルの記念塔には、一日４
回、時を告げるオランダ製のスイン
グベルがあります。頂上の展望室に
ある「しあわせの鐘」は、自分でも
鳴らすことができ、5回鳴らすと大
願を成就するとか…。願いを込め
て鳴らしてみたい観光スポット。

鐘の音が響き合い
花と緑あふれるまちを巡る

■開館時間／9：00～21：00

日本庭園「百禄園」
「秩父別温泉ちっぷ・ゆう＆ゆ」の東
側に位置する日本庭園。100本以上
のおんこ（イチイ）が植えられた庭園
は、池や噴水、御影石などが配され
趣き豊か。ゆったりと庭園散歩を楽
しむことができます。
■料金／無料

交流体験農園「なつみの里」
高台にあり、のどかな景色を一望でき
るので休憩にぴったり。センターハウ
スのトイレや休憩所、水飲み場、東屋
は利用できますが、滞在型の市民農
園なので未舗装道路は進入禁止。マ
ナーを守って利用しましょう。
■住所／秩父別町2条東2丁目
■電話／0164-33-2111
　　　　（秩父別町企画課）
■期間／5月～10月
■時間／9：00～17：00
■定休／月曜

天野ファーム
バラやハーブ、山野草、宿根草を
中心とした花の直売所。土づくり
からこだわり、海外から種を取り寄
せた新品種や珍しい花々も見る
ことができます。四季折々の花が
咲くオープンガーデンも開設され
ています。
■住所／秩父別町3条東1丁目
■電話／ 0164-33-3247
■期間／ 5月上旬～10月中旬
■時間／9：00～17：00
■定休／月曜■時間／11：00～15：00（お食事館）

秩父別温泉ちっぷ・ゆう＆ゆ
道の駅のとなりにあり、寝湯や歩
行湯、サウナ、陶器風呂や檜風呂
がある露天風呂など様々なお風呂
があり、岩盤浴も楽しめます。泉質
は関節痛や疲労回復に効能があ
るというナトリウム塩化物泉。泊
まってゆっくりと温泉情緒を満喫
することもできます。
■住所／秩父別町2条1丁目
■電話／0164-33-2116
■時間／9：00～22：00
■定休／無休
■料金／日帰り温泉500円、岩盤浴
　　　　（1時間・入館料＋岩盤浴料＋レンタル
　　　　　浴衣セット）1,000円

道の駅「鐘のなるまち・ちっぷべつ」
スタート＆ゴールは、大きな歓迎アーチと「開基百年
記念塔」が目印となる道の駅。敷地内には、観光情
報の発信拠点となっている「特産物展示館」を中心
に、野菜直売所、温泉施設、食事処が建ち並んでい
ます。ガーデニングに興味のある方は、アーチの横
に設置されたハーブの花壇もぜひチェックを。
■住所／秩父別町2条1丁目
■電話／0164-33-3902
■時間／9：00～17：00（11月～3月は16:00まで）
■定休／火曜（11月～4月）、年末年始

・お食事館
・やさい館

道の駅 鐘のなるまち・ちっぷべつ

道の駅 鐘のなるまち・ちっぷべつ

約9km／約2時間30分

道の駅 鐘のなるまち・ちっぷべつ、なつみの里、

ローズガーデンちっぷべつ、こども冒険の森公園 ほか

道の駅 鐘のなるまち・ちっぷべつ、ローズガーデンちっぷべつ ほか

通年（冬期間を除く）

秩父別町産業課産業グループ　電話 0164-33-2111
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交流体験農園
「なつみの里」

ローズガーデンちっぷべつ

めぇーめぇーランド道路の両側にのどかな
田園風景が広がります。

J R秩父別駅を過
ぎ、国道の高架下を
通ります。「百禄園」
を見学し、ゴールと
なる道の駅へ！

高規格道路の高架をくぐり
交流体験農園「なつみの里」へ。
緩やかな丘陵地帯へ入ります。

展望台へ向かう散策路の途中、
「めぇーめぇーランド」に通じる小道が
あります。近道したい方はこちらへ。

真っ直ぐに伸びる道路を実感で
きる場所。小高い丘ならではの
風景を楽しめます。

ここから先は少し上り坂。
道路左手の階段を上り、
公園内の木立を進むのも
お勧めです。

国道233号沿いの歩道には、
まちの人々が大切に管理して
いるバラの花壇が続きます。
色とりどりのバラを愛でなが
ら歩きましょう。
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秩父別駅

道の駅
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秩父別町役場


