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Itoigawa UNESCO Global Geopark Field Guide

各駅周辺の見どころとイベント情報

Sightseeing and Event Information

糸魚川駅

Itoigawa Station

《見どころ》Sightseeing
◎相馬御風宅（入館料100円、月曜日休館）
※事前にお問合せください。
Historic Gyofu- So-ma House

◎夕日の見える日本海展望台
Sea of Japan Sunset Viewing Deck
日本海に沈む夕日が絶景！北アルプスの山々も見渡せます。

糸魚川けんか祭り

《イベント》Events
◎糸魚川荒波あんこう祭り（糸魚川駅前）

ひめ

1月下旬
4月10日

◎塩の道起点祭り（糸魚川駅集合）

5月 2日

Apr 10

Itoigawa Fighting Festival (Amatsu Shrine)

May 2

Salt Trail Starting Point Festival

おお

◎糸魚川おまんた祭り<市民流し、大花火大会>（糸魚川駅周辺） ７月下旬～8月上旬
Itoigawa Omanta Festival

Late Jul or Early Aug

頸城大野駅

Key Features of the Himekawa Gorge (Oito Line) Geosite

National Historic Site ‒ The Salt Trail Utou
30 min walk from Kubiki Ono Station

根知駅

姫川渓谷（大糸線）ジオサイトの魅力

Nechi Station

《見どころ》Sightseeing
◎フォッサマグナパーク<大断層見学地、巨大枕状溶岩>

◉ジオパーク鉄道の旅
JR大糸線は、日本列島を東西に分ける大断層「糸魚川−静
こう ぞう せん

《イベント》Events
◎塩の道開き（問合せ/ 根知地区公民館）

岡構造線」
や糸魚川の塩を信州に運んだ
「塩の道」
に沿って走る
4月29日
Apr 29

Salt Trail Opening Hike

7月上旬

◎雨飾山山開き（問合せ/ 根知地区公民館）
Mt. Amakazari Opening Climb

小滝駅

Early Jul

Kotakigawa Jade Gorge (70 min walk)
（小滝駅から徒歩40分、車15分）冬季見学不可

◉Ride on the Geopark Train

Takanami-no-Ike Pond (2 hr walk)

明星山と高浪の池

4月下旬
Late Apr

Opening of Takanami-no-Ike Pond

4月下旬

◎ヒスイ峡フィッシングパーク オープン祭り
Jade Gorge Fishing Park
（問合せ/ 小滝地区公民館）

Late Apr

Opening Festival

イワナ・マス祭り 8月中旬・10月下旬
Trout & Char Festival

Mid Aug & Late Oct

◎まるごと小滝ウォーキング（問合せ/ 小滝地区公民館）
Kotaki Complete Walking

平岩駅

通じて北アルプスの山々や、多くの清流が織りなす美しい景色

鉄道の旅をお楽しみください。

◎高浪の池（小滝駅から車20分）
《イベント》Events
◎高浪の池オープン（問合せ/ 小滝地区公民館）

き どう しゃ

鉄道です。単線をゆっくりと走る気動車の車窓からは、四季を

を見ることができます。他ではなかなか味わえないジオパーク

Kotaki Station

《見どころ》Sightseeing
◎小滝川ヒスイ峡<学習護岸、明星山展望台>

11月上旬
Early Nov

The JR Oito Line follows the
Itoigawa-Shizuoka Tectonic
Line (ISTL) and the Salt Trail,
running through the heart of
the Itoigawa Geopark. Its
single track weaves across
the Himekawa River, carefully
traversing the entirety of the
beautiful Himekawa Gorge on
a journey deep into the
Japanese Alps.

糸静線に沿って走る大糸線と国道148号
Oito Line, Route 148 and ISTL.

Hiraiwa Station

《見どころ》Sightseeing
◎蓮華温泉、白池 6月下旬（7月中旬～ 10月上旬まで平岩駅から路線バス運行）

〈お問い合わせ〉Information

Renge Hot Springs & Shiraike Pond (Bus service from Jul to Oct)

《イベント》Events
◎木地屋の里 たけのこ祭り…6月下旬、きのこ祭り
Kijiya-no-Sato Bamboo Festival (Early June) & Mushroom Festival (Mid Oct)

■ 糸魚川市ジオパーク推進室
10月中旬

いと
と せん

〒941-8501
新潟県糸魚川市一の宮1-2-5

JR西日本

Himekawa Gorge
(Oito Line)

ジオパーク鉄道の旅

だい だん そう

Fossa Magna Park (Exposed Fault and Massive Pillow Lava)
（根知駅から徒歩10分）冬季見学不可
10 min walk from Nechi Station, closed in winter

こく

（大糸線）

Kubiki Ono Station

《見どころ》Sightseeing
◎史跡「塩の道」のウトウ（頸城大野駅から徒歩30分）

けい

姫川渓谷

Late Jan

Itoigawa Monkfish Festival (Itoigawa Station)

◎糸魚川けんか祭り（天津神社）

かわ

■Itoigawa City
Geopark Promotion Office
1-2-5 Ichinomiya
Itoigawa, Niigata 941-8501

TEL.025-552-1511 FAX.025-552-7372
URL http://geo-itoigawa.com/ E-mail geopark@city.itoigawa.lg.jp
2018年9月作成(10,000)
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This is the only point in Itoigawa where trains can pass each other on the Oito
Line. The nearby Fossa Magna Park features an exposed section of the
Itoigawa-Shizuoka Tectonic Line. Further up Nechi Valley are Mt. Amakazari and
Itoigawa Seaside Valley Ski Area.
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Nagano Prefecture sits just across the river from this station. In summer and
autumn the station is often used by mountain climbers and hikers to access the
Japanese Alps, while bathing at the nearby Himekawa Hot Springs is popular
year-round.
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About an hour hike along the nearby Kotaki River lies the Kotakigawa Jade
Gorge, where jade was first rediscovered in Japan in 1938. One of the
centerpieces of the Itoigawa UNESCO Global Geopark, the area is protected
as a National Natural Monument.
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⬇ここからは長野県 Nagano Prefecture Stations
北小谷駅 長野県最初の駅
Kita Otari Sta.

中 土 駅 大糸南線の終着駅
Nakatsuchi Sta.

南小谷駅 この駅から南がJR東日本
Minami Otari Sta.

52 156と、３両とも塗装が異なりファンの人
ろうきゅうか

気を集めました。なお、キハ52は老朽化にと
もない、2010
（平成22）年3月のダイヤ改正で
全車がキハ120になりました。キハ52車両は、

キハ52とレンガ車庫

現在、糸魚川駅のジオステーション ジオパル
で展示されています。

This train serviced the Oito Line from early 1960s until 2010. Popular among
train enthusiasts, one of the aging cars was saved and restored. It is now on
display in Itoigawa Station.

