
 

北海道・スキートリップ 

2021年2月20日～23日 

メンバー：Ｔ野・Ⅰ崎・Ｈ口・Ｙ科・Ｔ村Ⅿ・Ｔ村Ｅ・Ａ原・Ｔ山・Ｙ井 

 

去年の楽しさに味をしめて再び計画したキトウシ森林公園家族村の豪華ケビンをベースにした北海道

スキートリップ！！何と今年はメンバーが9人に膨らみ大人気のツアーとなった。それにしても、大人に

なってもワクワクドキドキはあるものだ。いい年をしてまるで小学生の遠足のように指折り数えて出発の

日を待っている自分がいる。ところがギッチョン、コロナ禍で緊急事態宣言が出て、予約した飛行機は欠

航になり、2/19の出発は会社の早退を余儀なくされ、さらに、当初、19日の宿泊を予定していた「新千歳

空港温泉」がこれまたコロナの影響で、休業していることが判明、急遽、千歳市内に格安のホテルを予約

して事なきを得たが、この辺りの情報と宿の手配はＴ村Ｅさんによるもの・・・。Ｅさん、ファインプレ

ーです！！ 

ホテルまでは空港から送迎バスがあり、ホテルにはチャーターしたレンタカーがすでにデポされていた。

このホテルは大浴場もあり、1泊￥2700と格安で12畳の和室で宴会もでき、コンビニが目の前にあり、い

つもこの価格で泊まれるなら新千歳空港温泉よりもむしろお奨めだ。 

そのホテルの名は「ホテルグランテラス千歳」という。来年の事を考えて覚えておいて損はないだろう。

https://breezbay-group.com/hgt-chitose/access/shuttle.html 

 

2/20 

朝、起きると何と季節外れの雨が降っている。

気温も東京とさほど変わらない。まあ、山に行

けばきっと雪に変わっているだろう・・・。「す

き家」で朝食を採って、群馬から遠路はるばる

車でやって来るⅠ崎さんを待つと、ほぼ予定通

りやってきて合流に成功。さらに、岩見沢ＳＡ

で現地参加のＹ井さんと合流しメンバー全員が

揃った。まずは、今日登る予定の音江山を目指

す。 

 

■写真上 チトカニウシ山頂に立つ！！ 

■写真下 チトカニの霧氷の疎林！！ 

 

「雨は山が近づいても♪雪には変わらないオ

ォォ♪♪」と頭の中で山下達郎が歌っている・・・。

入山地の深川ＩＣに着いても相変わらずの雨で

ある。せっかく北海道まで来て雨の山はさすがに

勘弁なので、標高の高い旭岳ロープウェイスキー

場に行ってパウダーを滑ることを思いつき、転進

を決定する。我ながらナイスアイデア！！と自画

自賛したが着いてみるとロープウェイは強風の

ため運転見合わせ、付近は吹雪模様でホワイトア

ウト、歩いて登ったスキーヤー達が皆、雪だるま

のようになって帰還するのを見て、我々節度ある

大人達はモチベーションが思い切り低下。もはや

万策が尽き本日は停滞と相成った。であればラーメン♪ラーメン♪と旭川ラーメン村を目指し、それぞれ

好みのラーメン屋に入店し、北海道ラーメンを堪能。久しぶりの梅光軒の味噌ラーメン！！Ｔ村Ⅿさんが

細い体でスープを一気に飲み干すのを見て、つい調子に乗って自分もスープを飲み干しそうになるのをグ

https://breezbay-group.com/hgt-chitose/access/shuttle.html


 

ッとこらえて、何とかわずか数滴残すことができた。 

さて、今回リザーブしたケビンは去年より1ランク上の2階建てのケビンだ。寝室と宴会部屋が完全に分

かれているので使いやすい。食材を仕入れて楽しく宴会、薄着でもポカポカの快適なケビンで明日に備え

る。 

 

2/21  冬路山 

昨日、悪天で停滞したので長々と書いてき

たが、ここからが山行報告である。どこの山

に行くにもアプローチが60～70㎞位あるので

1時間半～2時間位はかかる。ということでこ

のツアーの朝は早い。4:00に起床し、それぞ

れ好きなものを電子レンジでチンしたり、ト

ースターで焼いたり、お湯をかけたりして

各々好みのものを食し、5:30ケビンを出発。

食材さえあれば何でも調理できる設備のある

ケビンは非常に快適だが、ただ一つ、トイレ

が一つしかないのが大きな欠点だ。9人の朝の

お務めを短時間で一つのトイレで済ますのは

かなり厳しい。プレッシャーを感じると出る

ものも出なくなり体によくない。最低ふたつ

は欲しいところだ。 

今日は、去年快適だった坊主山～犬牛別山

を目指す。途中、雪の塊を踏んだらレンタカ

ーの前輪の泥除けとバンパーの一部が欠けて

外れる、というトラブルもあり焦ったが、何

とかほぼ予定通りに坊主山の入山口にあるゴ

ミ処理場に着いた。しかし、困ったことに雪

が多くて駐車スペースがない。道も狭く、ち

ょっと路肩に駐車していけるような状況では

ない。すると先程すれ違った除雪作業車が現

れる。上手くすれば雪を掻いてスペースを作

ってくれないかと思い、「スイマセン、ここに

車止めて山に行きたいんですがいいです

か？」と聞いたところ「駐車場でもないのに

止められるわけねーだろう！！何考えてるん

だ！！」と一喝され、顔をよく見るとかなり

怒っている。もしかしたらローカルルールが

あるのかもしれないし、相手が言っているこ

とも正論なので、ここはスゴスゴ引き下がる

しかなかった。 

 

■写真上 雪降る冬路山の森。 

■写真中 冬路山山頂。去年背丈より高いと

こにあった道標が足元にある。 

■写真下 さあ、雪風呂祭りの始まりだい！ 

さあ、どうしよう？のんびりしてると今日も登れなくなるので、ここから近くて、間違いなく車を停め

られる駐車場がある冬路山に即決して気を取り直して取付きに向かう。冬路山は幌加内側の江丹別峠の登

り口にある駐車スペースから取付くことができる。去年も来ているのでルートは明確、トレースはなかっ



 

たが迷うとこもなく脛ラッセルで登って行く。去

年は最終日にここに来たので、時間に制約があっ

たが今日はフルに1日かけて遊べるので楽しみだ。 

美しいな疎林の森をゆっくりと約2時間も登れ

ば冬路山山頂に着く。去年、頭の上にあった山頂

標識が今年は足元にある。おそらく去年よりも2ｍ

位は雪が多いのだろう。 

さて、まずは南東面を落とすことに・・・。去

年はすぐ沢に出てしまって100ｍ位しか落とせな

かったので、少し南に寄ってから滑降を開始する。

昨日が季節外れの高温だったこともあり、雪は重

くスキーの滑りは今一つ。それでも傾斜が急にな

ると重いながらも均一な雪なので快適に滑れ、標高

差約200ｍ落す。登り返しはラッセルがきつく、傾

斜が急なとこは結構大変。途中から登りのトレース

があり楽になった。 

2度目の山頂からは前回行けなかった北斜面を滑

る。雪が一気に軽くなり、板が走り最高に気持ち良

い！！傾斜が落ちるまで標高差は150ｍそこそこだ

ったがこれぞ北海道！！パウパウの雪風呂状態を

満喫する。そして再び登り返し3度目の山頂。とき

おり薄日が差し近くの山や幌加内の雪原が望めて

気持ちが良い。 

ラストは登って来た北西斜面！！ここも気持が

良いのは標高差150ｍ位だが北面同様雄たけびが

上がる。3本滑って今日は満足。421ｍピークまで

少し推進滑降があるが、そこから再び疎林の快適

滑降で車のデポ地に戻った。 

 

■写真上 上・中上・中下 全部、雪風呂パウパ 

     ウ！！天気は悪いけどお祭りだい！！ 

■写真下 3回目の山頂は雪が止み日が射してき   

    た！！ 

 

冬路山は標高625ｍの幌加内の里山である。ただ、

スキーのポテンシャルはなかなかのもので、山頂

から標高差200ｍ前後の快適斜面が四方八方に広が

っている。今回は前日が麓では雨が降る悪条件だっ

たので東斜面や南斜面は雪が重く、快適とまではい

かなかったが、北斜面や北西斜面は、それでも非常

に快適なパウダーが残っていた。普通なら‐10℃以

下が当たり前の地である。その条件であれば、きっ

と全方向に超快適な滑降が楽しめるであろう。アプ

ローチも短く、安心して車を停めることのできる駐

車場もあり、標高が低い疎林の山なので、多少条件

が悪くても楽しむことができるのが良い。また、東

面からもアプローチできるし、江丹別峠から稜線歩



 

きを楽しむことも出来る。さらに、稜線続きにシラッケ山という冬路山と標高が同じ625ｍの山があり、

ここも北西面と南面にまとまった斜面がありそうで興味を引く。低山にもかかわらず、というか低山だか

らこそなかなか魅力の尽きない山域だ。 

さて、今日は、スーパーで買出しをしてケビンで自炊。Ａ原さんが厨房に入りびたりで美味しい料理を

何種類もふるまってくれた。 

アリガトウ、Ａ原さん！！ 

すみません、メインのキムチ鍋は自分は意識が飛んでいて食べそびれましたが・・・。 

 

■コースタイム 

駐車場（7:45）～（9:50）冬路山（10:15）～南東斜面滑降～（11:21）冬路山（11:40）～北面滑降～（12:50）

冬路山（13:00）～（13:38）駐車場 

2/22 チトカニウシ山 

朝、しっかり晴れて冷え込んで気温は－11℃。

絶好のアタックチャンスだ。チトカニウシ山は北

見峠からアプローチする標高1445ｍの北海道の山

スキー名山だ。北見峠の先はもう遠軽、つまり「道

北」である。「道北」という響きは同じ北海道でも

郷愁というか、極寒というか、高倉健というか、

まあ明らかにそう簡単に行けない「遠隔地」のよ

うな感じがするのは自分だけだろうか？。去年は

キトウシからここは遠すぎて「ちょっと無理かな

ー」と思って計画すらしなかったがよくよく調べ

てみると、高速道路現で現地近くまで行けて思っ

たより時間がかからないことがわかり、今回のメ

インで考えていた。そして天気も味方してくれ、

幸運にも絶好のタイミングでエントリーすること

ができた。昨日と同様5:30にケビンを出発。下道

を愛別ＩＣまで行き、無料区間の高速道路を浮島

ＩＣまで走れば北見峠はもうすぐそこであった。

7:00には北見峠の駐車場に着く。（距離は長いが時

間的には幌加内に行くのとさほど変わらない。） 

早くもこれから行くチトカニウシ山が美しい姿

を見せていて最初から登高意欲がわく。準備して

7:40出発。最初は登るというより緩くアップダウ

ンしながらチトカニに近づいていく。今日もトレ

ースはなく自分たちでルートを選んで行く。 

 

■写真上 チトカニの登りは最初は穏やか。 

■写真中 道北の名山「天塩岳」が近い！！ 

■写真下 チトカニ山頂目指して疎林の森を行く。 

 

最初の鉄塔のある950ｍのピークは左側を巻く

と記録にあるが、しばらく歩いて行くと左下に電

柱のある林道が見え、少し降りてこの林道を行く。

思った通り950ｍピークを無理なく巻けて、なおも

しばらくほとんど傾斜のない森歩きが続く。今日

の条件だと、この辺りは帰りもシール歩行で戻る

ことになるだろう。このだらだらが結構長く続く。



 

歩き始めて約1時間半でようやく登りらしい

登りとなり、気持ちの良い疎林を登って行く。

やがて辺り一面霧氷の森！！青空に白が映

えてこの世のものとは思えないほど素晴ら

しい世界！！さらに、辺りの景色も絶景であ

る。大雪連山や東大雪の山々、さらに意外に

近くに道北の名峰、天塩岳の白銀のピラミダ

ルな山容を惜しげもなく見せてくれる。風も

ほとんどなく、歩いていると汗ばむほどでこ

れ以上ないスキー登山だ。登っている霧氷の

森は、適度な疎林で帰りが楽しみで仕方がな

い。チトカニの白いドームがどんどん近づい

てくる。1250ｍを越え、顕著な尾根を登って

行くと、さすがに北側は風が強く雪が硬いの

で、主に南側の斜面を拾いながら登って行く。

ここはクトー必携と記録に書いてあったが、

条件が良かったのでクトーなしで山頂まで

登ることができ 10:50、ついに山頂に到

着！！絶景だがやはりさすがに山頂、風が強

くのんびりできる雰囲気ではない。それでも

写真を撮ったり準備をしたりして登頂の余

韻を楽しむ。11:20滑降開始。 

最初はカリカリなので慎重に滑るが、南側

を絡めればすぐに快適に滑れるようになる。

さすがに南斜面は日が目いっぱい当たって

いるので雪は少し重いが、ロケーションが素

晴らしくそれを差し引いても快適な滑降で

ある。あまりに気持が良すぎて写真を撮るの

も忘れて夢中で滑り降りると1000ｍ台地ま

ではあっという間だった。 

 

■写真上 大雪連山をバックに登る。 

■写真中 左から有明山・比麻良山・アンギ

ラス・中央にニセイカウシュペ山・さらに大

雪連山が続く大パノラマ！！ 

■写真下 チトカニのピークが近づいてき

た！！ 

 

ここからしばらくは傾斜がないのでシー

ルを付けて歩くが、パウダーと湿雪が交互に

現れシールは下駄状態、スキーは重いわ、走

らないわ、の二重苦で鬱陶しいことこの上ない。たまらず途中でシールワックスを塗るといくらかマシに

なって鉄塔のある950ｍピークを目指す。950ｍピークからは再びシールを外して最後のお楽しみ。ここも

南面なので雪は多少重いが傾斜があるので快適に落ちていき、標高差150ｍはほんのひと滑り、林道に降

り立つ。後は再びシールをつけて林道をダラダラと20分も歩けば、国道に飛び出し駐車場はすぐそこであ

った。 

チトカニウシ山は、斜面が南向きなので雪質ではちょっと分が悪く、また、少し間延びする区間があっ

て効率の良い滑降が楽しめるわけではないが、何といっても「登った感」が最高！！そして天気に恵まれ



 

たので北の絶景を思う存分楽しめ、今回の

メインに相応しい素晴らしい山行だった。

条件が良く、体力があれば山頂付近のバー

ン（東面と南面）を滑ることも出来るよう

であるが、我々にはピストンで充分、とい

うかこれで良かったと思う。なんて云う

か？チトカニウシ山は私にとっては、昨日

登った冬路山のような「滑るために登る

山」ではなく「登頂がメインで滑りも楽し

める山」という感じなのだ。これでまた、

北の山に一つ登ることができた、それが何

よりなのだ。 

さて、今日の帰りは北の回転ずしの名店

「トリトン」で寿司を買うメンバーと、旭

川の唐揚げの名店「すみません、名前忘れ

ました。」で唐揚げを買って帰るメンバー

と別れてケビンに戻り、寿司と唐揚げで宴

会を楽しんだとさ。 

 

■コースタイム 

北見峠駐車場（7:40）～（10:50）チトカ

ニウシ山（11:20）～（13:00）950ｍピー

ク（13:30）～（13:35）林道～（14:05）

北見峠駐車場 

 

■写真上 チトカニ山頂！！ 

■写真中 ひと滑り終えて！！ 

■写真下 天塩岳をバックに！！ 

 

 

2/23 富良野岳ジャイアント尾根 

 あっという間に最終日である。いつかこ

の辺りで1ヶ月くらいウィークリーマンシ

ョンでも借りて滑りまくってみたいもの

である。定年後にぜひ実現したい夢だが果

たしてその時に山スキーを楽しむ体力が

残っているかどうか・・・心配である。 

 今日の予報は晴天は期待できず、あいに

くの雪模様だ。昨日は晴天のもと「山」を

楽しんだので今日は北海道らしいパウダ

ーを楽しんで帰ろう！！ということで、北

向きで標高も高く雪質に定評のある富良

野岳ジャイアント尾根に行くことにして

5:30にケビンを出発。約1時間半のドライブで十勝岳温泉と吹上温泉の分岐にある駐車スペースに到着。

100ｍ程車道を戻って川に降りて仮橋で2回水流を渡って尾根に取り付く。ここは人気ルートなのでトレー

スはバッチリ高速道路だ。ただ、今日はやたらとシールが滑る。昨日下駄になったのでワックスを塗った

のが理由かと思ったらメンバー全員よく滑るというのでそれが原因ではないようだ。雪面に均等に力が加

わるように注意しながら登って行く。天候は雪模様だが、樹林帯の中は全く問題ない。ただ標高が1300ｍ



 

を越えると、木々がまばらとなって視界も

悪く風も強い。これ以上登っても面白くな

さそうなので1400ｍ付近を今回の終了点と

してベベルイ沢に向かって滑ることにする。 

 斜面も雪質も素晴らしい！！ただ残念な

ことに先行シュプールで斜面がギタギタで

今一つで会心の一本というわけにはいかな

かった。これでは帰れない。 

 ベベルイ沢を渡るところから再び登り返

す。不思議なことに今回はシールが全く滑

らず快適に登れる。先程登った時に、尾根

沿いに良いスペースがあり、あまり滑られ

ていなかったのを確認していたので、今度

はこちらを滑るつもりで登って行く。時間

の制限もあるので1350ｍ付近を終了点にし

て狙っていた斜面を滑るとこれが最高！！

軽くて浮いて雪煙を巻き上げ、雪風呂とい

うより雪のミストを浴びて滑るようで、標

高差は200ｍそこそこだがベベルイ沢合流

点まで今回のツアーで最高の滑りが堪能で

きた。イヤイヤ満足満足！！ 

 ここからも快適にスキーは走り車デポ地

まではあっという間。目論見通り午前中に

下山できたので吹上温泉でゆっくり汗を流

して新千歳空港に戻ることにする。久しぶ

りに吹上温泉に来たが、ここの温泉はお湯

も広さもロケーションも最高！！今回は毎

日ケビン近くにあるトロン温泉を利用して

いたが、正直普通の大風呂という感じで温

泉らしさは全くなかったのだがここは違う。

ほのかに香る温泉臭が何とも良いのだ。し

っかり温泉を楽しんで千歳に向かった。帰

路は高速が通行止めになっていたりしてオ

ール下道！！長かった！！ 

 

■写真上 川を渡ってジャイアント尾根に

取り付く。 

■写真中 厳寒の森を登る。 

■写真下 吹雪でも楽しい！！ 

 

最後は時間が押してきて結構忙しかったが、

何とか間に合い、かろうじてラーメンを食

べる時間もあったのでまあ、良しとしよう。 

 ジャイアント尾根は標高も高く北向きなのでピークには立てないがパウダーを楽しむには非常に良い

ところである。まさに「滑りを楽しむための山」である。ただ、非常にメジャーで多くの人が入山するの

でいかに踏まれていないスペースを見つけるかが楽しさのキーになる。多くの人が滑った後は、どんなに

パウダーでも楽しくない。ただ、尾根の左右両方に良いスペースがあるのでポテンシャルは高いエリアで

ある。キトウシベースでパウダーを楽しみたいときは、気温が低い時は幌加内（冬路山周辺）、気温が高



 

い時はジャイアント尾根が良いだろう。去年

楽しめた坊主山～犬牛別山も入山できれば

楽しいが、駐車スペースが不安定で、記録を

読むとスノーモービルが走りまくっている

という記録もあるので少し足が遠のくかも

しれない。 

 

■コースタイム 

駐車スペース（7:30）～1400ｍ付近～ベベル

イ沢滑降～トレース合流～1350ｍ付近～尾

根の右側の斜面滑降～トレース合流～

（11:45）駐車スペース 

 

■写真 森の妖精ホリホリ？！！ 

  

去年味をしめたキトウシベースのスキートリップ、今年も最初は季節外れの雨などでどうなることかと

思ったが、終わってみれば非常に楽しかった。いろいろな役割を一人が頑張るのではなく、メンバーが率

先して自分ができることに対して動いてくれたことで本当に心地良い時間であった。 

 もちろん、来年も実施したいと思っている。2年連続でキトウシに来たので、来年は新得辺りをベース

のして日勝峠周辺の山（ペケレベツ岳が第一候補、熊見山も良さげ）や、然別湖周辺の山（西と東のヌプ

カウシヌプリ山）、それに南富良野のパウダー自慢の山（タケノコ山）などに行ってみたいと思っている

ので、ぜひまたご一緒できたらと思います。 

 最後にご一緒したメンバーの皆さん、有り難うございました！！こんな報告が書けるのも皆さんのおか

げです。また、宜しくお願いいたします！！ 

 では、また来年・・・。 

 

 


