
①岩屋洞窟
（豊浦町）

洞窟に安置されて
いる観音像の通称
は何でしょう？

1.耳なし観音
2.首なし観音
3.口なし観音

③洞爺湖
（洞爺湖町ほか）

洞爺カルデラが
できたのはいつ
でしょう？

1.約7000年前
2.約1～2年前
3.約11万年前

⑪樽前ガロー
（苫小牧市）

樽前ガローの両岸の
崖を覆っている植物
は何でしょう？

1.草
2.コケ
3.シダ

⑯穂別博物館
（むかわ町）

穂別で発見された
この化石はいつの
時代の生き物？

1.白亜紀
2.ジュラ紀
3.三畳紀

答えは裏にあるワン！

⑮穂別地球体験館
（むかわ町）

地球体験館では、い
くつの地球環境を体
験できるでしょう？

1.３種類
2.５種類
3.８種類

⑫ウトナイ湖
（苫小牧市）

ウトナイ湖はいつの
時代にできたでしょ
う？

1.古墳時代
2.弥生時代
3.縄文時代

②カムイチャシ史跡
公園（豊浦町）

「カムイチャシ」
とはどういう意味
でしょう？

1.神のとりで
2.高台の丘
3.ホタテの貝塚

④昭和新山
（壮瞥町）

昭和新山の成長を
記録していたのは
誰でしょう？

1.松浦 武四郎
2.三松 正夫
3.大森 房吉

⑥三階滝
（伊達市）

三階滝の河床に
露出している岩
石は何でしょう？

1.花崗閃緑岩
2.蛇紋岩
3.結晶質石灰岩

⑩インクラの滝
（白老町）

滝の側面に見られ
る地質構造は何？

1.枕状溶岩
2.柱状節理
3.活断層

⑧地球岬
（室蘭市）

地球岬を形成して
いる主な岩石は何
でしょう？

1.石灰岩
2.砂岩
3.凝灰岩

⑬安平山
（安平町）

安平（あびら）町に
ある「安平山」は何
と読むでしょう？

1.あびらやま
2.あんぺいさん
3.やすべいさん

⑭浜厚真海岸
（厚真町）

浜厚真の海岸で楽

しまれているスポー
ツは何でしょう？

1.ダイビング
2.トライアスロン
3.サーフィン

⑨大湯沼
（登別市）

昔、大湯沼で行わ
れていたのはなん
でしょう？

1.硫黄の採取
2.釣り
3.水泳大会

① ②
③ ④

ワンダーいぶり★ネイチャーMAPとは…
美しい自然景観も、そこにある物語、知識を理解して巡るともっと楽しめるはず…
「ワンダーいぶり★ネイチャーMAP」は、北海道胆振地域にある自然スポットをクイズ形

式で紹介し、より知識を高めていただき、皆様の旅に新たな発見・感動を「プラスONE」し
ていただくためのMAPです。
火山活動によって誕生した美しい湖や今なお活動し続ける火山、太古の生物化石など、

地球の生命活動が感じられる北海道胆振地域の自然スポットが皆様を待っています。
さあ！このMAPで学んだ知識を片手にちょっとした冒険の旅に出かけてみませんか。

⑦北黄金貝塚
（伊達市）

縄文時代、この道

具は何に使われて
いたでしょう？

1.マッサージ器
2.印鑑
3.すりこぎ

⑤有珠山
（伊達市ほか）

2001年の調査で新
たに発見された噴
火はどれでしょう？

1.文政噴火
2.先明和噴火
3.寛文噴火

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩
⑪

⑫

⑬

⑭

⑮
⑯

ジオパークってなに？
ジオパークとは、学術的に貴重な地質や自然を有す

る自然公園のことです。
2004年にユネスコの支援により、世界ジオパーク

ネットワークが設立され、日本からも2011年9月現在で
５ヵ所が認定されています。

北海道胆振地域には、その中の１つである「洞爺湖
有珠山ジオパーク」があります。

「洞爺湖有珠山ジオパーク」では、有識者の解説に
よる現地学習会やガイド（有珠火山マイスター）の養
成、噴火遺構を活用した散策路の整備など、ジオパー
クの資源を生かして、観光振興や教育活動、ジオパー
クの普及などに取り組んでいます。

作成：北海道胆振総合振興局 食と観光戦略推進室
内容に関する問い合わせ先：TEL ０１４３－２４－９５９２
※平成23年9月現在の情報等をもとに作成しています。

北海道胆振地域

北海道

胆振総合振興局イメージキャ
ラクター「いぶりONE」

※①～⑦までの自然資源は、洞爺湖有珠山ジオパークのジオサイト（ジオパークの特徴的な地形・地質を観察できる場所）です。
※洞爺湖有珠山ジオパークは、洞爺湖周辺１市４町（伊達市、豊浦町、洞爺湖町、壮瞥町）により構成されています。



①岩屋洞窟（豊浦町） 答え→２

1666年に安置された岩屋観音は、礼文華山道を歩いていた僧
が熊に襲われ小幌洞窟に逃げ込んだ際に、岩屋観音が僧の身代
わりとなって熊に首を食いちぎられたことから「首なし地蔵」
と呼ばれたと言い伝えられています。
岩屋洞窟へは、JR小幌駅より徒歩または漁船で行くことがで

きますが、JR小幌駅への交通手段は列車のみで、しかも停車す
る列車の本数も少ないため、鉄道ファンの間では「秘境駅」と
して有名です。

【岩屋洞窟】
所在地：虻田郡豊浦町字礼文華
問い合わせ先：豊浦町教育委員会生涯学習課社会教育係
TEL：０１４２－８３－２２３９

②カムイチャシ史跡公園（豊浦町） 答え→１

アイヌ語でカムイは「神」を、チャシは「とりで」を意味し
ています。チャシの入口にある壕（人工的に作られた堀割）の
内側から発見された多くの玉石は、つぶて石あるいは祭祀用の
石と考えられます。
カムイチャシ史跡公園は、平成２２年には、国の景勝文化財

「ピリカノカ」に指定され、公園内には木製の遊歩道や東屋が
整備され、展望台からは大きくくっきりと広がる噴火湾を一望
することができます。

【カムイチャシ史跡公園】
所在地：豊浦町小幌
問い合わせ先：豊浦町水産商工振興課商工観光係
TEL：０１４２－８３－１４０８

③洞爺湖（洞爺湖町、壮瞥町） 答え→３

11.2～11.5万年前に発生した噴火により、大量の火砕流が地
表に放出されて洞爺カルデラが形成されました。噴火はとても
大規模で、噴火による噴出物は洞爺湖北岸から現在の羊蹄山麓
一帯や伊達市付近に堆積し、平原を作りました。伊達市付近を
流れる長流川下流の露頭で当時の堆積地層を見ることができま
す。
洞爺湖周辺には、全国的に有名な洞爺湖温泉や壮瞥温泉があ

り、カヌーやホーストレッキングなど自然と触れ合うことので
きる体験型観光を楽しむことができます。

【洞爺湖温泉】
所在地：虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉
問い合わせ先：一般社団法人洞爺湖温泉観光協会
TEL：０１４２－７５－２４４６

④昭和新山（壮瞥町） 答え→２

昭和新山は1943～1945年の火山活動により形成された溶岩
ドームが特徴的な火山です。火山生成当時、壮瞥村の郵便局長
であった三松正夫氏は昭和新山の成長過程を克明に記録し、
『ミマツダイヤグラム』と呼ばれる世界的に有名な資料を作成
しました。ミマツダイヤグラムは、昭和新山の麓にある三松正
夫記念館に展示されています。他にも昭和新山山麓には、地元
特産牛を使った「あか牛カレー」を味わえるレストランや熊牧
場など観光スポットが満載です。

【三松正夫記念館】
所在地：有珠郡壮瞥町昭和新山１８４－１２
問い合わせ先：三松正夫記念館
TEL：０１４３－７５－２３６５

⑤有珠山（伊達市、洞爺湖町、壮瞥町） 答え→２

有珠山では1663年から現在に至るまで９回の噴火が発生しま
した。文献に載っていない先明和噴火といわれる噴火があった
ことも2000年噴火以降の調査で判明しました。
有珠山頂駅へは、有珠山ロープウェイを使って行くことがで

き、外輪山遊歩道を散策すれば展望台から今も盛んに水蒸気が
噴出している「銀沼火口」などを見ることができます。

【有珠山ロープウェイ】
所在地：有珠郡壮瞥町昭和新山１８４－５
問い合わせ先：NPO法人そうべつ観光協会
TEL：０１４２－６６－２７５０

⑥三階滝（伊達市） 答え→１

三階滝の河床に見られる岩石は花崗閃緑岩（かこうせんりょ
くがん）です。花崗閃緑岩は深成岩という、マグマが地表に噴
出する前に固結した岩石の一種で、道南地方の一部に分布する
古第三紀花崗岩類と関連があると考えられています。
三階滝では四季それぞれに違う景観を楽しむことができ、三

階滝公園にはレストランやたくさんのトーテムポールが立つ丘、
体験型観光を楽しめる工芸館などの魅力的な観光スポットもあ
ります。

【三階滝公園】
所在地：伊達市大滝区本町８５
問い合わせ先：伊達市大滝総合支所地域振興課
TEL：０１４２－６８－６１１１

⑦史跡北黄金貝塚（伊達市） 答え→３

これはクルミの殻を割ったり、ドングリを粉にするために、
「すりこぎ」として使われた道具（すり石）だと言われていま
す。しかし、すりつぶされるものが本当に木の実なのか、ある
いは干した魚などなのかはいまだ確証がありません。
史跡北黄金貝塚の展示施設にはボランティアのガイドさんが

おり、貴重な土器や調度品などの展示品や当時の環境などにつ
いてわかりやすく解説してくれます。

【史跡北黄金貝塚】
所在地：伊達市北黄金町７５
問い合わせ先：北黄金貝塚情報センター
TEL：０１４２－２４－２１２２

⑧地球岬（室蘭市） 答え→３

地球岬を形成する主な岩石は、大昔に室蘭市の絵鞆半島（え
ともはんとう）付近で発生したと考えられる火山活動により噴
出した火山噴出物が堆積した凝灰岩です。その後凝灰岩は地下
に流入したマグマによって押し上げられ、現在のような高く険
しい断崖を形成しました。
チキウ岬展望台からは、眼下に約120メートルの絶壁に立つ白

亜で八角形の灯台とともに、天気のよい日には遠く駒ヶ岳や恵
山岬など渡島半島の一部が眺望できます。

【チキウ岬】
所在地：室蘭市母恋南町４丁目
問い合わせ先：室蘭市経済部観光課
TEL：０１４３－２５－３３２０

⑨大湯沼（登別市） 答え→１

登別温泉にある大湯沼は、過去１万年近くの間、クッタラ火
山が噴火を繰り返したことによりできた爆裂火口跡にたまった
湯だまり（熱水湖）です。地下から湧出する二酸化炭素や硫化
水素を含む食塩泉が、周囲から流入する地表水と化学反応を起
こして、遊離した硫黄を沼底に沈積するため、かつて硫黄の採
取が行われていました。
登別温泉には、大湯沼以外にも大湯沼川天然足湯や地獄谷な

ど、温泉資源をいかした観光スポットがたくさんあり、９種類
もの温泉が湧き出す日本有数の温泉郷として人気があります。

【登別温泉】
所在地：登別市登別温泉町
問い合わせ先：一般社団法人登別観光協会
TEL：０１４３－８４－３３１１

⑩インクラの滝（白老町） 答え→２

柱状節理（ちゅうじょうせつり）とは、火山噴出物が冷え固
まって岩石になる時に収縮してできる、六角柱状の亀裂のこと
です。インクラの滝の柱状節理は、近くにある樽前山の噴火に
より放出された火山噴出物が自らの高温で溶けた後に、冷え固
まって溶結凝灰岩になるときできたものと考えられます。
他にも、白老町には、アイヌ民族博物館や白老陣屋跡など、

地域の歴史や文化を楽しく学べる魅力的な観光スポットがたく
さんあります。

【インクラの滝】
所在地：白老郡白老町字社台
問い合わせ先：一般社団法人白老観光協会
TEL：０１４４－８２－２２１６

⑪樽前ガロー（苫小牧市） 答え→２

樽前ガローは、樽前山の噴火により噴出した火山噴出物が堆
積・固結してできた堆積岩である凝灰岩の台地が、流水に浸食
されて形成された急崖地形です。
急な崖の岩肌には、エビゴケなど様々な種類のコケが一面に

張り付いており、緑のカーテンのような特異な風景を演出して
います。他にもミズナラやタケカンバなどの植物や野鳥のさえ
ずりを楽しむことができる癒しの観光スポットです。

【樽前ガロー】
所在地：苫小牧市樽前
問い合わせ先：一般社団法人苫小牧観光協会
TEL：０１４４－３４－７０５０

⑫ウトナイ湖（苫小牧市） 答え→３

約6000年前、縄文時代の海進（海面上昇）の影響でウトナ
イ湖周辺は全て海でしたが、その後の海退（海面の低下）によ
り、約5000年前頃には、陸地に取り残された海水によりウトナ
イ湖ができました。
ウトナイ湖は工業都市・苫小牧に近接しながらも、多様な生

態系が保たれている貴重な湿地帯で、ラムサール条約登録湿地
にも指定されています。植物の宝庫、野鳥の楽園として知られ、
特に鳥類はカモや白鳥等250種以上が確認されており、四季を通
して自然とのふれあいが楽しめます。

【ウトナイ湖】
所在地：苫小牧市植苗１５０
問い合わせ先：一般社団法人苫小牧観光協会
TEL：０１４４－３４－７０５０

⑬安平山（安平町） 答え→２

安平町（あびらちょう）にあるこの山は、「安平山」と書い
て「あんぺいさん」と読みます。「あんぺい」はアイヌ語の
「アン・ペイ（湿ったところ）」が語源で、山の周りが湖沼に
囲まれているためだと考えられています。一方、町名となって
いる「あびら」はアイヌ語で「アラ・ピラ・ペッ（片側に崖の
ある川）」が語源で、町内を安平川が貫いている様子からこの
ように名付けられたと考えられています。
安平山は、夏は麓でパークゴルフ場、冬はスキー場として多

くの方が訪れます。

【安平山スキー場】
所在地：勇払郡安平町追分豊栄１９３
問い合わせ先：安平町教育委員会社会教育グループ
TEL：０１４５－２５－２５１４

⑭浜厚真海岸（厚真町） 答え→３

太平洋に面した厚真町の浜厚真海岸は、その遠浅の地形によ
りサーフィンに適した波が打ち寄せ、その波を求め、道内外か
ら年間約６万人ものサーファーが訪れる全道Ｎｏ．１のサーフ
スポットです。ぜひ一度、浜厚真海岸でサーフィンにチャレン
ジしてはいかがでしょうか。
他にも、浜厚真海岸周辺には、バギー専用サーキットのある

浜厚真オフロードパークや、サッカー専用競技場のある浜厚真
野原公園など、大自然の中でスポーツを楽しむことのできるス
ポットがたくさんあります。

【浜厚真海岸】
所在地：勇払郡厚真町浜厚真
問い合わせ先：厚真町観光協会
TEL：０１４５－２９－７７１１

⑮穂別地球体験館（むかわ町） 答え→３

穂別地球体験館は、巨大ジオラマや温度、音、光などを使っ
て、地球の様々な環境を再現した学習施設です。現在は、熱帯
雨林、太古の海、砂漠、マグマの海、氷河期、大気圏、海洋底、
宇宙の８種類の地球環境を体験することができます。
館内で地球環境についてわかりやすく解説をしてくれるのが、

サイエンスガイドの皆さんです。サイエンスガイドの皆さんが
自ら考えた企画で、地球の自然や環境について楽しく学ぶこと
ができます。

【穂別地球体験館】
所在地：勇払郡むかわ町穂別７９－５
問い合わせ先：穂別地球体験館
TEL：０１４５－４５－２３４１

⑯穂別博物館（むかわ町） 答え→１

この全身骨格は、むかわ町穂別の山奥から発見されたクビナ
ガリュウ化石を元に作られました。エラスモサウルス科に含ま
れると考えられていて、発見地と発見者の名前からホベツアラ
キリュウと名づけられました。穂別を含めて北海道中軸部に分
布する、白亜紀の海底でできた堆積層から発見されました。
穂別博物館には、これ以外にもモササウルスやアンモナイト

など､町内で発見された数多くの化石が展示されています。

【穂別博物館】
所在地：勇払郡むかわ町穂別８０－６
問い合わせ先：穂別博物館
TEL：０１４５－４５－３１４１

※ 平成23年9月現在の情報をもとに作成しているため、季節等によっては立ち入り禁止になるスポット・施設もありますので、あらかじめ問い合わせ先にご確認の上、訪れることをおすすめします。
※ 内容については、基本的には文献や各市町・観光協会ＨＰ等の情報をもとに作成しておりますが、一部、伝聞・言い伝え等による記述もあることから、他説もあり得ることについてあらかじめご了承ください。

ワンダーいぶり★ネイチャーMAP 答えと解説
※下記の問い合わせ先は、あくまで観光に関することに

限って対応する窓口ですので、ＭＡＰの内容についての
問い合わせは、胆振総合振興局観光室までお願いします。
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