
道内サイクリングのおすすめスポット

写真

Photo

体験の写真
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地域
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場所

Location

説明

（日本語）

オロフレ峠の道
Road to Mt. Orofure Pass

道央
Central Hokkaido

登別市
カルルス泉

道内屈指の観光地、洞爺湖温泉と登別温泉を結ぶ道道が走るオロフレ峠

急カーブが続くが、眺望のすばらしさで定評がある。峠の頂上はトンネルだが、胆振管内壮町
側にある駐車公園に車を止めて景色を楽しむことができる。展望台「大観望」に出る旧道は、
冬期間は通行止めになる。同町商工観光課の斎藤誠士課長は「洞、羊蹄山の遠望、秋は紅葉、

冬は樹氷と見どころが多い」と言う。ただし霧なども多く、いずれも天候次第。

写真：胆振管内壮警町弁景一オロフレ峠ー登別市カルルス泉、18キロ。紅葉と樹氷。展望台の
大観望では、車を降りてゆっくり景観を味わう人が多い。

シーニックバイウェイ北海
道：十勝平野・山鉾ルート
Scenic Bikeway Hokkaido:

Tokachi & Yamaboko

Route

道央
Central Hokkaido

帯広市

素晴らしい風景、素敵な守り道

シーニックバイウェイとは地域に暮らす人が主体となり、企業や行政と手をつなぎ、「活力あ
る地域づくり、「美しい景観づくり」「魅力ある観光空間づくり」を目指す取り組みです。 

シーニックバイウェイ北海
道：富良野ルート

Scenic Bikeway Hokkaido:

Furano Route

道央
Central Hokkaido

富良野市

素晴らしい風景、素敵な守り道

シーニックバイウェイとは地域に暮らす人が主体となり、企業や行政と手をつなぎ、「活力あ
る地域づくり、「美しい景観づくり」「魅力ある観光空間づくり」を目指す取り組みです。 
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ニセコのパノラマの道
Niseko Panoramic Road

道央
Central Hokkaido

管内ニセコ町市

山を縫って沼めぐり

ニセコ山系の西を日本海に抜け、道道岩内洞盆線の後志管内ニセコ町元町ー岩内町高台間約48·

6キロを走る山越えワインデイング道路。昆布、湯本をはじめとするニセコの名湯、五色温泉と
ニセコアンヌプリ登山口にも通じる。熱湯が湧く大湯沼や高山植物が群生する大谷地湿原が見
られる。神秘の神仙沼は自然休養林の休憩所があり、沼めぐりの散策が楽しめる。「ダケカン
バやヤマウルシが山を染める紅葉は絶景」(共和町商工観光係)峠を下りて広がる日本海と積丹

半島の眺望もお薦めだ。

写真：後志管内ニセコ町市街地一岩内町市街地、48.6キロ。山と湖、紅葉が良い。特にチセヌ
プリ周辺はニセコパノラマラインと呼ばれ、日本海が見える。

襟裳岬の道
Cape Erimo Road

道央
Central Hokkaido

えりも町
襟公園線

道道襟裳公園線沿いに広がるクロマツ林の一画を歩いた。

幹の直径は20センチぐらいあるのに、高さは4、5メートルしかない。枝はゴツゴツと曲がりく
ねり、横に伸びている。風が強くて上へ伸びられないのだ。木の生命力のすごさを感じた。か
つてはカシワやミズナラなどの豊かな広葉樹林帯だった。しかし、明治の開拓時代、住民が燃
料用に使採、牛馬や羊を放牧したため森は荒れて砂漠化、強風が赤土を舞い上げた。海は赤茶
け、コンブは育たず、魚は沖へ去った。家の中まで砂が入り込み、集団移転も話題に上ったと
いう。国が緑化事業に本格的に着手したのは1953年だ。まいた草の種が飛散しないよう雑海草
で覆う「えりも式緑化工法」で草地化を進め、根付いた土地に順次、植えたのが潮風に強いク
ロマツだ。地元住民ともに世紀紀以上かけて再生させた緑は190ヘクタールに及び、コンブや
サケが採れる豊かな海を育む。人間が一度壊した自然を取り戻すのが、いかに大変か。緑化事
業は、それを教えている。風力発電の風車が回る丘陵地に牛の群れが見えた。日本短角牛を育
てる高橋祐之さんの「短角王国高橋牧場」だ。日本短角牛は明治時代、粗食に耐え丈夫なこと
から、コンブ漁の副業として導入された。肉は赤身が多く、ヘルシーなのが特長だ。飼育頭数
は約250頭。5月に放牧し、12月まで広大な牧草地で自由に牧草を食べ、自然交配で繁殖する。
高橋さん「海からの風が牛に必要なミネラルや塩分を運びーいい牧草が育つ」と語る。放牧地
を離れ、東側の百人浜を見下ろす丘地地に立った。集落の向こうに、岬の突端がかすんで見え
る。海霧が流れ、海面に白波が立ち、クロマツの緑の海が波打つ。足元でススキの穂が黄金色

に輝き、揺れていた。

写真：襟裳岬の道血高管内えりも町砂漠化·クロツで再生。広大なクロマツ林を縫うように走る
道道襟公園線。左が百人浜。コンブ漁は終漁期を迎えていた。
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国道452号
Route 452

道央
Central Hokkaido

タ張市

2年後巨大ダム湖完成

夕張から三笠、芦別から旭川に向かう国道452号。このうちシューパロ湖近くの一部が2011年
暮れに切り替えられた。11·2キロ部分を湖沿いから高台に移設。長さ2·3キロの新シューパロト
ンネルを三笠方面に抜けて約3キロ区間·右手に湖、そして夕張岳などの山並みが広がる雄大な
景色が楽しめる。総額1700億円を投じたシューパロダム工事が行われており、2年後に日本第2

位のたん水面積を誇るダム湖が完成すると、風景も一変する。

かつて2万人が暮らした大夕張(鹿島地区)。旧森林鉄道の鉄道橋であ三弦など貴重な産業遺産と
ともに湖底に沈む。

札幌恵庭自転車道線
Sapporo Eniwa Bicycle

Route

道央
Central Hokkaido

札幌市
一北広島市

奥が札幌市中心部方向

環状通をまたぐ、半円アーチが特徴の「環状夢の橋」。

札幌市白石区東札幌一北広島市、20キ口。都市型のサイクリングロード。標識なども整備さ
れ、自転車、ランニング、散歩も楽しめる。

支笏湖の湖畔道路
Lake Shikotsu Lakeside

Road

道央
Central Hokkaido

千歳市
幌美内一美笛

大自然を眺めドライブ

洞湖とともに支援洞爺国立公園の中心の支湖は日本最北の不凍湖。周囲約40キロ。湖畔には原
生林が広がり、温泉やキャンプ場が点在する。四季折々の大自然を味わえるドライブコース

だ。周囲の山々の景観も素晴らしい。北側には、1972年札幌冬季五輪のスキー滑降競技が行わ
れた恵庭岳(13220メートル、対岸には風不死岳(1103メートル)と樽前山(1041メートル)の勇姿
が並ぶ。湖畔を回る道路のうち、通年通行できるのは、しえ湖の北部の千歳市幌美内から南西
部の美笛までの国道部分(453号、276号。残りの道道部分は、落石の恐れのため、一部区間で

通行止めが続いている。

写真：千歳市幌美内一美笛、35キロ。湖の東側、南側をめぐる。水面の奥に、恵庭岳、風不死
岳、樽前山。星空が映える夜も。カメラマンの姿も多い。
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北大のポプラ
Hokkaido University Poplar

道央
Central Hokkaido

札幌市
北大のポプラ

みなぎる生命 心の支え

1903年、ここに最初のポプラが植えられた。北大を、北海道を象徴する風景として愛されてい
る。 

北大のポプラ並木が学生に愛されるのは、冬には風に震え、春に輝く姿に、気候の厳しい北国
で学ぶ自分たちを重ねるからだろうか。名誉教授で元副学長の藤田正一さんは1963年、北大に
入学した。その春、五月病なのか、藤田青年は「人は何のために生きるか?」と悩み、ポプラの
並木道を遺遇した。そして、その憂いを吹き飛ばしてくれたのが日にきらめくプラの若葉だっ
た。春の生命力が世界は生きる喜びに満ちていることを教えてくれた。二斉にもえ出るエネル
ギーで生きる力を知った」と振り返る。藤田さんは2004年の台風18号で多くのポプラが倒れた
際、その様子をカメラに収めた。これは写真集「烈風一過」として被害状況を伝える貴重な記
録になった。ポプラ並木は移植などで再生が進められている。実は19-59年にも、台風でポプラ
が倒伏した。このとき、近くの小学生が「私たちのポプラがかわいそう」との手紙を道知事に

書いたという。北大のポプラは市民にとっても「私たちのポプラ」なのだ。

シーニックバイウェイ北海
道：函館市・高岱町

Scenic Bikeway Hokkaido:

Hakodate & Takadai Town

道南
Southern Hokkaido

函館市

人と人とをつなぐ道

函館·大沼·噴火湾ルート空路·海路·鉄路における北海道の玄関口を持ち、"北海道において海道
にあらず、されど東北にあらず"の独特な土地柄を体感できます。函館山をとりまく異国情緒あ
ふれる街並み、乗馬やカヌーなどの自然体験ができる大沼周辺、古代ロマンあふれる縄文遺跡
群などがあり、都市景観から農村景観、漁村景観と様々な姿を見せてくれます。また地域住民
と来訪者の交流を深める企画として「シーニックナイト」、「シーニックの森づくり、「シー

ニック清掃活動などを開催しています。
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赤松街道
Akamatsu Highway

道南
Southern Hokkaido

函館市

歴史漂う線のトンネル

青森が天然分布の北限とされているアカマツが海を越え北海道にしっかりと根付いた。自動車
のライトを浴び、アカマツ並木の見事なシルエットが浮かび上がる=飯町大中山。

函館市枯便町ー渡島管内七飯町峠下、14.3キロ。アカマツなど約1300本が並び、高さ20メート
ルを超える大木もある。1996年には歴史国道に認定された。マツ保護の住民活動も盛ん。

オホーツク管内斜里町ー小
清水町の道

Okhotsk Shari Town-

Koshimizu Town Road

道北・道東
Northern / Eastern

Hokkaido

管内斜里町ー小
清水町

天に続く道・空に向かって真っすぐ

ほぼ一直線の道が、起伏を繰り返し、空に吸い込まれるようにどこまでも延びている。視界を
遮る物は何もない。視線の先端で空と大地の境界が、かすんで見える。オホーツク管内斜里町
峰浜の高台に続く町道を上り切る。振り返ると、目に飛び込んでくるのが大に続く道だ。峰浜
から同内小清水町倉栄まで国道農道、町道を結ぶ28キロ。オホーツク海を右手に、小麦やビー
ト畑を突っ切る。「北海道らしい風景ですね。感激です」と記念写真を撮る東京の夫婦。「天
への道」「天く」などのら口コミで広がり、観光バス呼び名もある。10年ほど前かのルートに

もなっている。

写真:秋は道の先端方向に夕日が沈む。
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シーニックバイウェイ北海
道：斜里町峰浜

Scenic Bikeway Hokkaido:

Shari Town of Minehama

道北・道東
Northern / Eastern

Hokkaido

斜里町峰浜

天に続く道
ロマンティックヒーリング·風を感じて走る道東オホーツクシーニックバイウェイ知床、阿寒の
2つの国立公園を有する東オホーツクシーニックバイウェイは広大な畑プ景観、野越あふれる山
岳、ハクチョウが来する湖沼、原生花園、豊富な味覚、明瞭な四季など北海道観光のよさ凝縮
されている地域です。また我が国唯一の流氷地帯でもあり、人々の心を潤し、感動を与えてく

れる憧れの地として道内外から多くの観光客訪れています。

ナイタイ高原への道
Road to Naitai Kougen

道北・道東
Northern / Eastern

Hokkaido

上士幌町

牛が草をはむ広大な丘を縫うように、道が伸びるナイタイ高原牧場＝上士幌町上音更

帯広町・十勝大橋一十勝管内上士幌町・ナイタイ高原牧場、50キロ。広大な畑作地、牧草地を
進む。牧場の展望台からは十勝平野を眺望する。
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岩内仙峡の道
Iwanai Senkyo Road

道北・道東
Northern / Eastern

Hokkaido

帯広市

帯広市渓谷、つり橋自然を体感

帯広市街から日高山脈に向かい十勝川水系の岩内川に架かる赤いつり橋、仙峡橋に着く。深く
切れ込んだ渓谷をのぞくと岩々や小さな滝が仙峡の趣だ。ここから3キ口の周回路。シラカバ林
やこけむした地面がひっそりとして、二リンソウやエンレイソウが愛らしい。森の中には夏の
間、青少年が自然体験する帯広市岩内自然の村が広がり、釣り人はニジマスやウグイを目当て
に訪れる。もう一つの赤いつり橋、相生橋はぶらんこ橋とも呼ばれ、気持ちよく揺れる。「流
の音が聞こえる静けさ。素朴な自然が一番」(自然の村指定管理者の日東美装興業·白井英幸社

長という。安らげる道だ。

写真：自然の中にあることを感じさせる小さなつり橋相生橋

十勝岳ラベンダーロード
Tokachidake Lavender

Road

道北・道東
Northern / Eastern

Hokkaido

富良野町

十勝岳ラベンダーロード!

上川管内上富良野町紫色に沿道染める7月

北海道の初夏の大地を紫色に染めるラベンダー。富良野地方の栽培の草分けは上富良野町だ。
戦後1948年のこと。安い輸入香料や合成香料の登場で畑がつぶされる危機もあったが、観光資
源として爆発的的にヒットし、同町も町花に指定各地にラベンダーを植栽している。十勝岳ラ
ベンダーロードは道道吹上上上良野線の約7キロ。旭川建設管理部富良野出張所が4年かけて整
備。車道と歩道の間にラベンダーが植えられ、7月には「紫の道となり、ウオーキングなども盛
んに行われる。始点に近い日の出公園もラベンダーの名所だが、降雪時まで色とりどりの花が

咲き誇る。
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石北峠の道
Sekihoku Touge Road

道北・道東
Northern / Eastern

Hokkaido

上川町字層雲峡

上川管内上川町町北見市見渡す限りの原生林標高1050メート。上川管内上川町と北見市の境
界、石北峠に立つと、見渡す限りの原生林に圧倒される。北海道の屋根·大雪山系の北側を走る
国道39号は道央·道北と道東を結ぶ大動脈。明治の旧国名「石狩国」(現上川管内など)と一北見
国」(現オホーツク管内など)を結ぶのでこの名が付いた。57年に開通した峠は急カーブと急坂
の続く難所だったが、近年、トンネルや橋が整備された。上川町の層雲峡温泉と北見市留辺薬
の温根湯温泉までの60キロ区間には、観光名所が多数ある。層雲峡には大西·小函や数々の滝ダ
ム湖温根湯には「山の水族館」や一北きつね牧場」など珍しい施設もある。石北峠の北見側に
は橋が整備され、観光ドライブが楽しい北見市観光振興課20157·25·1244石北峠の道上川管内上

川町·雲雲温泉一石北峠ー北見市·温根湯温泉、60キロ。

紅葉で有名な銀泉台や大雪湖など、見どころの多い峠道である。

千望峠パス
Senbotoge Pass

道北・道東
Northern / Eastern

Hokkaido

上管内上富良野
町

千望峠パス

丘に広がる豊かな実り

上富良野町市街地から道道を西へ約5キロ。千望峠駐車公園を起終点に江幌貯水池まで、丘陵を
周回する約10キロの道が千望峠パスだ。パッチワークのよつな畑や森林を歩き、噴煙を上げる
十勝岳連峰や旭岳など大雪山系を一望できる。とNPO法人環環境ボランティア野山人」と「か
みふらのフットパス愛好会」がコースを維持管理する。両団体の代表を務める佐川泰正さんは
「素晴らしい景観のほか、いろいろな植物や動物、作業している農家の人たちとも触れ合える
一町内にはこのほか10カ所のフットパスがあ千望峠パスは冬は閉鎖。コースの一部にある民有

地に入る場合は許可が必要。

写真：陵に広がる、収穫期を迎えた麦畑や森林の中を歩く千望峠パス野山人分
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道内サイクリングのおすすめスポット

写真

Photo

体験の写真

Name of Experience

地域

Region

場所

Location

説明

（日本語）

知床横断道路
Shiretoko Winding Road

道北・道東
Northern / Eastern

Hokkaido

湯ノ沢町

聖地でエコツーリズム

峠を越えた斜里町ウトロ側の知床五湖は夏を迎え、地上遊歩道のガイド付きツアーがシーズン
本番を迎えた。2011年にオープンしに湖フィールドハウフ人。ヒグマ出没情報が入った。目の
前で地上遊歩道を閉鎖。ガイドが無線機や携帯電話で予約の編成を調整し合う。2時間後に再開
した。「ホイ。ホーイ」。認定ガイドが大声を上げ、ヒグマに人間の存在を知らせていく。10

人のパーティーは新しいクマのふん、アカゲラの巣など生命のドラマに触れ、解説を聞きなが
ら、約2時間半かけて木道を歩く。「緊張感もあり、特別な体験になった。神奈川県から友人と
訪れた渡辺祐子さんは充実感に浸。ガイドツアーは有料だが、時間がない団体客は無料で安全
に歩く高架木道を選択。現在認定ガイドは26人。ベテランの鈴木謙一さんは「専門家の引率で
安全に深い自然体験ができる。2年目もまずは順調」と手応えを語る。羅臼でもホエールウオッ
チングが定着している。水深2千メートルを超し、海流の交わる豊かな根室海峡は世界からクジ
ラ類が集まる。ツアー客でにぎわい、リピーターも多い。「シャチがまだいる。マッコウも間
もなく来る。ここだけだよ。知床ネイチャークルーズの長谷川正人代表は胸を張る。知床で

は、05年の世界遺産登録に合わせ、学識経験者でつくる科学委員会が脱業業者や漁業者らと合
意を重ねながら、保護と適正利用を方向付けている。「知床方式」として小笠原など全国のモ
デルになってきた。知床には聖地の響きがある。森を再生する100平方メートル運動や五湖の
新利用方式を編み出す知恵のDNA。それを担う知床財団やガイド陣という人的資源。名実とも
にエコツーリズムの先進地である。知床峠付近上空から見る知床横断道路。原生林を縫って続

く先に国後島(上)を望む。
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道内サイクリングのおすすめスポット

写真

Photo

体験の写真

Name of Experience

地域

Region

場所

Location

説明

（日本語）

難読地名ロード
Nandokuchimei Road

道北・道東
Northern / Eastern

Hokkaido

釧路市

過去の生活・如実に表現

難読地名の一つに冬窓床(剣路管内鋼路町)がある。「ふゆ・ま…」までは見当が付くが「床」は何?ここは隣の
跡永賀アトゥイカ(海の上)という地区の一部でプヨマ·アトゥイカといった。プヨマはプイとオマに分かれ、

プィは「穴「オマは「ある。おそらく「穴のあるアトゥイカ」らしい。プヨマ·アトゥイカを早口で言うと「ふ
ゆまどゆか」になる。難読地名には明治時代の役人も困ったうが。。1890年(明治23年、北海道庁長官、永山武
四郎は「町村名中難読ノ文字八将来町村分合等ノ機会ラ待テ更正スルモノトス」と内訓を発している。釧路市
のアイヌ語叙事詩研究家、北道邦彦さんは漢字表記について「わざと難語を使い、元のアイヌ語が分かりにく
くなった」と批判的だが、「してもイヌ語の推測がつくので、こうした地名は残していくべきだ」と、生活史
を刻むアイヌ語地名が重要なことを強調している。釧路町で難地地名を巡るには高台を走る道道「北太平洋

シーサイドライン」を走るのが一番だ。集落は崖下にあり、下りる道があるが、狭く駐車場所も少ない。町は
旅行客が集落へ下りなても地石が分かるようにに所々に説明看板を立てている。地名を大事にしたいとの思い
からだ。一方、地名はあるが無人の地区もある。崖下の集落の中には豪雨で裏山が崩れ住宅が押し流された所
もあり、昭和4050年代に移転が進んだ。こうした中で、知方学厳島神社は9年前、無人になった2地区の神社と
海岸近くにあった知力学の神社を合祀して高台に建てられた。氏子責任総代で漁業、石田時夫さんは一知方学
はいい名前だ。神社の名前にもなっているのでこれからも使われていくだろうと誇らしげに言う。写真:釧路管
内釧路町の海沿いの高台を走る北太平洋シーサイドラインには難読地名が並ぶ。向こうが尻羽岬。その先に大

黒島が見える=本社へリから

白樺街道
Shirakabakaido

道北・道東
Northern / Eastern

Hokkaido

美瑛町 白樺街道

快適なドライブコースでもある白樺街道。雄大な十勝岳が望める絶景も。

上川関内美瑛町市街地一泊金温泉、23キロ。見通しの良い直線道路を通る白金温泉への道。神
秘的な「青い池」も魅力。
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道内サイクリングのおすすめスポット

写真

Photo

体験の写真

Name of Experience

地域

Region

場所

Location

説明

（日本語）

富良野・美瑛の道
Furano & Biei Road

道北・道東
Northern / Eastern

Hokkaido

富良野・美瑛

激しい高低差も魅力に

富良野市と美瑛町を結ぶ国道237号の約34キロ区間。上富良野、中富良野両町を含め1市3町に
またがる。旭川市から占冠村までの「花人街道の中でも特に人気スポットが集中している。

「丘のまち美瑛、花が美しい上富良野、中富良野などそれぞれの景観を楽しめます」と言うの
は広域観光にも力を入れている、ふらの観光協会の稲垣真奈美さん。ジェットコースターの路
(上富良野町)も人気スポット。富良野舞台のドラマ一優しい時間」にも登場した、237号から続

く約4キロ続くが、スピードには気をつの直線道路。

野付半島
Totsuke Penninsula

道北・道東
Northern / Eastern

Hokkaido

野付郡別海町野
付

自転車に乗りながら、広大な海の間にいる。右と左に見たら浜風を感じて、海の風景を感じま
す。
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道内サイクリングのおすすめスポット

写真

Photo

体験の写真

Name of Experience

地域

Region

場所

Location

説明

（日本語）

硫黄山（アトサヌプリ）の
道

Iwozan (Atosanupuri) Road

道北・道東
Northern / Eastern

Hokkaido

弟子屈町

散策路・秋にはススキ

摩周温泉から北上して摩周湖畔へ。さらに白煙を上げる硫黄山の山麓を巡って川湯温泉から屈
斜路湖の東岸を南下する。硫黄山をめぐる道は、さまざまの顔を見せて、飽きさせない。神秘
の湖·摩周湖をはじめ、多くの温泉、屈斜路湖畔のサイクリングロードなど、観光スポットには
事欠かないが、摩周湖観光協会の山岸悟事務局長のお薦めは、硫黄山の北側に広がる、つつ

じヶ原の散策だ。川湯温泉街から約2·5キロの散策路を硫黄山に向かうと、両側にはイソッツジ
の大群落。途中でハイマツの群落も加わり、興趣をそそる。「9月からはススキが見ごろです」

と山岸さん。

写真：ナイタイ高原牧場の展望台で。家族連れの観光客も多い。

竜宮術道
Ryuuguu-jutsu Road

道北・道東
Northern / Eastern

Hokkaido

小清水町
原生花園青

原生花園青んだ命の水

ワッカ原生花園の化は春から秋までレーするように咲く。ピークは6~7月だが、今ならエゾオ
グルママナミキソウ、ノコギリソウ···まもなくサンゴソウが紅色に染まる。花を楽しむには歩
くか、自転車か、観光馬車に乗るしかない。自然保護のため1991年、旧常呂町(現北見市)が園
内の町道を廃止し、車の乗り入れを禁じたからだ。「廃止で地方交付税4千万円を捨てることに
なり、大きな決断でした」と北見市常呂総合支所産業課の中村正成係長。バブル経済を引きず
る開発優先の時代。この英断は先駆的な試みとして全国の注目を浴びた。町は、その後、原生
花園の本格的学術調査を実施し、98年「ワッカ自然環境保全宣言」を行った。子や孫に原生花
園の尊さを伝える「宣言」の精神は、合併後の北見市にも引き継がれている。竜宮街道散策の
拠点は「サロマ湖ワッカネイチャーセンター」だ。ここから砂州の突端を目指してしばらく行
くと、第2湖口に着く。幅約50メートルにわたって砂州が途切れ、海水が々と湖に流入してい
る。サロマ湖という巨大な生物が口を開け、水をがぶ飲みしているような光景だ。干き潮時は
道の流れになる。海水は湖にプランクトンを運び、湖内を循環して水を浄化、名産のカキやホ
タテを育てる。漁船の通り道でもある湖口は、サロマ湖漁業の生命線なのだ。ネイチャーセン
ターから4.5キロ、「花の聖水ワッカの水」が湧く広場がサイクリングの折り返し地点だ。この
先に道はない。ワッカはアイヌ語で「水があるところ」の意味。口に含むと、ほのかに甘い。
真水だ。長い時を重ねて育まれた原生花園の豊かな植生は、この命の水のたまものなのだろ

う。

写真:オホーツク海(右)とサロマ湖を仕切る砂州。森や草原、砂丘、湿地など自然が残る。二つ
の湖口のうち手前が第2湖口=本社へリから。
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