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ユネスコエコパークって聞いたことがあるかな？
ユネスコエコパークとは自然と人がともに生きていくことを目的として活動している世界のモデル地域のことだよ。
ユネスコエコパークではエリアを下のような３つの地域にわけて活動をすすめているよ。

　今（2021年）日本には10か所あり、白山ユネ
スコエコパークはそのなかの一つになるよ。
　白山ユネスコエコパークの中心には白山（高さ
2,702m）があって山頂周辺を核心地域、それを
取り囲む広大なブナ林を緩衝地域、その周りに広
がる山村を移行地域にしているんだ。
　白山周辺は、日本の高さ2,500m以上にある山
の一番西に位置し、世界で最も赤道に近い沢山雪
が積もる地域の一つだよ。
　花の白山とも呼ばれるように、高山植物が沢山
咲く様子が人気をあつめているよ。
　白山ユネスコエコパークは、４つの県の７つの市村にまたがっていて白山の自然や文化の価値を守り伝える人々が、
それぞれの地域でさまざまな取り組みや活動を行っているよ。
　７つの市村の紹介をみてみよう。
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いままでもこれからもそのままの姿が残るように
きびしく管理して守られているエリアです。

人が生活し、自然を大切にして、未来まで失わずに
続けることができる発展を実現するエリアです。

核心地域を守るために、教育・研修・
エコツーリズムが行われているエリアです。
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核心地域　かくしんちいき

緩衝地域　かんしょうちいき
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高い山であること

世界でも特に沢山雪が積もる地域であること

高い山にだけ生える植物が沢山あること

多くの動物や植物が生きられるブナの林が広くあること

山の恵みを生かした暮らしを守り伝えてきたこと

白山の雪解け水が4つの大きな川をつくる元となっていること

大きな神社があり、人々の支えとなってきたこと

白山の恵みを活かし、大切に守ってきた人々がいること
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南砺市
富山県

　南砺市では五箇山エリアが白山ユネスコエコパークに
登録されています。五箇山は古くから白山を信仰対象と
する修行の場としてひらかれ、中世には浄土真宗が広ま
りました。
　大笠山（1,821ｍ）登山口の「桂湖」は、ボートやカ
ヌーが楽しめ、湖畔にはオートキャンプ場やコテージが
整備されており、多くの方に親しまれています。
　平成７年（1995年）に「相倉」と「菅沼」の合掌造
り集落が白川郷とともにユネスコの世界文化遺産に登録
されました。「合掌造り」とは、日本有数の豪雪地帯で
知られる白川郷や五箇山地方に特徴的に見られる急傾斜
のかやぶき屋根の民家のことです。
　また、「五箇山は民謡の宝庫」ともいわれ「こきりこ
唄」や「麦屋節」など、古くから受け継がれてきた数多
くの民謡があります。
このように、五箇山は合掌造りの家を守り、そこに住み
ながら山里の伝統と文化を今も大切に受け継いでいま
す。
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Q大笠山の登山口にあり、キャンプ、ボート、
カヌーで親しまれている湖の名前は？

五箇山は民謡の宝庫といわれていますが
どんな民謡がありますか？

ユネスコの世界文化遺産に登録されている
相倉・菅沼集落の特徴的な造りの民家は
どうよばれていますか？
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　白山市は、石川県で一番広い市です。南側には白山があ
り、夏山シーズンになると毎年多くの人が訪れます。白山
市内では、白峰エリアと尾口・中宮エリアという２つのエ
リアがユネスコエコパークのエリアに登録されています。
　白峰エリアは、白山の北西側にあります。ここは雪が沢
山降る場所で、特徴的な建物を見たり、文化を知ることが
できます。白峰の集落は、国の重要伝統的建造物群保存地
区に指定されています。また、毎年２月には集落一帯に雪
だるまや雪像が造られる「雪だるままつり」が開催されま
す。
　尾口・中宮エリアは、
主に尾添川沿いにありま
す。エリア内には白山市
と白川村を結び、豊かな
自然のなかを通り抜ける
白山白川郷ホワイトロー
ドがあります。また、中
宮温泉や一里野温泉があ
るほか、冬にはスキー、
雪の無い季節は広いブナ
林でトレッキングなどを
楽しめます。

Q白峰で親しまれている毎年２月に行われる
お祭りで、お家の前に沢山並ぶものは
何でしょう？

白峰の集落は、国からどんな場所として
指定されているでしょう？

白山市の尾口・中宮と白川村を結んでいる
道を何というでしょう？
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Q 　岐阜県白川村は白山の東側に位置し山々に囲まれており、
村全体が白山ユネスコエコパークに登録されています。
　平成７年（1995年）に、富山県南砺市の「菅沼・相倉合
掌造り集落」と共に、「白川郷合掌造り集落」が世界ユネス
コ文化遺産に登録され、多くの観光客が訪れる観光地となり
ました。
　また、「白山白川郷ホワイトロード」や、白山国立公園大
白川園地があり、白川村の自然を感じることができます。
　白山白川郷ホワイトロードは全長33.3kmの、白川村と白
山市を結ぶ有料道路です。道中には、白川郷を眺めることが
できる「白川郷展望台」や、三方岩岳への登山道が整備され
ている「三方岩駐車場」などがあります。
　白山国立公園大白川園地は、白山のふもとに、ブナの原生
林や白川村の名前の由来とされる白水の滝、エメラルドグ
リーンに輝く白水湖といった、大自然が広がっている国立自
然公園です。
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「白川郷合掌造り集落」と
「菅沼・相倉合掌造り集落」が
ユネスコ世界遺産に登録されたのは
何年でしょうか？

「白山白川郷ホワイトロード」の全長は、
何kmでしょうか？

白山国立公園大白川園地にあるものの中で、
白川村の名前の由来とされている
滝の名前はなんでしょうか？
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高山市

Q 　高山市は日本一面積が広い市で、その広さは東京都と
同じくらいです。白山ユネスコパークに登録された荘川
町は、高山市の西側に位置しています。
　春には「荘川桜」や「ミズバショウ」、夏には「ササ
ユリ」、秋には「そば」が美しい花を咲かせます。冬に
は沢山の雪が降り、六廐地区では本州で最も低い気温が
観測されるなど豊かな自然に恵まれた地域です。
　「荘川桜」は約５００年も生きている２本の大きな木
で、御母衣ダムができるときに湖の底に沈んでしまうこ
とを無念に思った人たちの希望で展望台に移植され、今
でもきれいな花を咲かせています。
　山中峠の「ミズバショウ」は、二ホンジカやイノシシ
などに食べられて少なくなったので、荘川小学校の児童
たちが大学の先生と協力して守ろうと取り組んでいま
す。
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御母衣ダムができるときに沈むはずだった
桜は何桜と呼ばれているでしょうか。

本州で最も低い気温が観測されたのは、
何という地区でしょうか。

ミズバショウの花が少なくなってしまった
のは、何に食べられたからでしょうか。
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勝山市
福井県
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平泉寺白山神社の境内は
一面緑色をしています。
なぜでしょうか？

勝山で見つかる恐竜化石は
何年前の恐竜でしょうか？

勝山市北谷町の冬の
伝統的な保存食はなに？
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　勝山市は、白山の南西に位置しており、市の東部が白山ユネス
コエコパークに登録されています。エリア内には、自然、文化、
歴史を満喫できるスポットが沢山あります。
　平泉寺白山神社はきれいなコケの絨毯に覆われた境内が有名で
す。この神社（当時は白山平泉寺というお寺だった）は鎌倉時代
から室町時代にかけて白山へのお参りの拠点の一つとしてとても
栄えていました。
　池ヶ原湿原やミチノクフクジュソウ群生地では、貴重な植物や
動物の生息環境を守るために、地域に暮らす人たちが積極的に保
全活動を行っています。現在の生き物だけでなく、太古の生き物
についても知ることができます。北谷町杉山にある恐竜化石発掘
現場からは、約１億２０００万年前の地層から恐竜をはじめとす
る多くの化石が見つかっており、当時の生き物の暮らしぶりも少
しずつ分かってきています。
　勝山市北谷町は、勝山市の中でも特に雪の多いエリアです。雪
深い冬の伝統的な保存食として「鯖の熟れ鮨し」が生まれまし
た。谷地区のブナ林は集落を雪崩から守るための保安林として、
伐採が禁じられ守られてきました。小原地区では、豪雪に耐えら
れるように建てられた
太い柱や厚い土壁の伝
統的な民家が残されて
います。
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ばっさい　　きん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おはら　　　　　　　　　　ごうせつ　　　た

　　　　　　　　　　　た

　　　　　　　　あつ　　つちかべ

　　　　　　　みんか　　　のこ

　ふくいけん

ク イ
ズ

①コケに覆われているので
②１億2000万年前
③鯖の熟れ鮨し

こ
た
え

まほろば（白山平泉寺の総合案内施設） 恐竜化石発掘現場

ミチノクフクジュソウ
群生地

白山と九頭竜川

平泉寺白山神社の境内

北谷町小原集落
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そうごうあんない　し　せつ きょうりゅう　かせき　はっくつ　げんば

ぐんせい　ち　

はくさん　　　くずりゅうがわ

へいせん　じ　はくさんじんじゃ　　けいだい

きただにちょう　おはら　しゅうらく



Q 　大野市は、日本百名山のひとつである荒島岳など白山に
つながっている山々に囲まれた盆地で、福井県の東の玄関
口として県外のお客さんを迎え入れています。
　白山ユネスコエコパークのエリアには阪谷地区、五箇地
区、和泉地区が登録されています。各地区には、六呂師高
原や刈込池、九頭竜湖などの観光名所があり、キャンプや
スキー、魚釣りやカヌーなど、自然を体全体で感じられる
遊びや、星空、桜、紅葉など、美しい景色を見ることがで
きます。また、大野市には、水が湧き出る場所が沢山あり
ます。地形が盆地で、地下が水がめのような構造になって
いるので、山に降った雨や雪が地面の下に浸み込んで湧き
出しているのです。冬は温かく、夏は冷たく感じ、きれい
な水でとてもおいしいです。

Q❶
❷

❸

大野市は福井県のどこにあるでしょうか。

大野市にある日本百名山に数えられている
山はなんという山でしょうか。

湧き水が豊かな大野市の地形は？

　おおのし　　　　ふくいけん

　　　　　　　　　　　　　にほん　ひゃくめいざん　　　　

　わ　　　　　　　ゆた　　　　　　　　　　　　　ちけい
　

　

大野市
福井県

　　　おおのし　　　　　　にほん　ひゃくめいざん　　　　　　　　　　　　　　あらしまだけ　　　　はくさん

　　　　　　　　　　　　　　やまやま　　かこ　　　　　　　ぼんち　　　　　ふくいけん　　　　　　　げんかん

ぐち　　　　　　けんがい　　　
　　

　　　　　　　　　　むか　　　い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さかだに　ちく　　　　ごか

　　　　　いずみ　　　　　　　とうろく　　　　　　　　　　　　　　かく　　　　　　　　　　　ろくろし　こう

げん　　かりこみいけ　　　くずりゅうこ　　　　　　　かんこうめいしょ

　　　　　　　　さかなつ　　　　　　　　　　　　　　　　　しぜん　　　からだぜんたい

　　　　　　　　ほしぞら　　さくら　　こうよう　　　　　　　　　　　　　けしき

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わ　　　　　　　ばしょ　　　たくさん

　　　　　　　ちけい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 こうぞう

　　　　　　　　　　　　　　　ふ　　　　　　　　　　　　　　じ　めん　　　　　　　し　　　こ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つめ

　ふくいけん

ク イ
ズ

①東
②荒島岳
③盆地

こ
た
え

御清水

刈込池

九頭竜湖

荒島岳と越美北線

六呂師高原

　おしょうず

かりこみいけ

　くずりゅうこ

あらしまだけ　　　えつみほくせん

　ろくろしこうげん



Q 　郡上市は、日本のほぼ真ん中にあり、面積の約９０％
が森林です。大日ヶ岳といった山々や、長良川や石徹白
川などの美しい川をはじめ、自然がいっぱいで、自然と
ともに生活しています。
　郡上市の北部にある白山ユネスコエコパークのエリア
では、春夏には、すずしい気候をいかした野菜のほか、
牛乳やチーズなどもつくられています。また、１０か所
のスキー場があり、冬にはスキーやスノーボードなどで
多くの方が来てくれます。
　長良川は、日本を代表する川で、源流は郡上市にあり
ます。「清流長良川の鮎」として世界農業遺産にもなっ
ています。このほか、古くから、長滝白山神社や白山中
居神社など、白山の神様や歴史を伝える神社が多くあ
り、行事やお祭りなどが受けつがれています。

　　　ぐじょうし　　　　　にほん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めんせき　　やく

　　　　　　　　　　　　だいにち　が　たけ　　　　　　　　やまやま　　　　　ながらがわ　　　　いとしろ

がわ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しぜん

　　　　　　　　　　　ほくぶ　　　　　　　はくさん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きこう　　　　　　　　　　　やさい

ぎゅうにゅう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　だいひょう　　　　　　　　　　げんりゅう

　　　　　　　　せいりゅう　　　　　　　　あゆ　　　　　　　　せかいのうぎょう　いさん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ながたきはくさんじんじゃ　　はくさんちゅう

きょじんじゃ　　　　　　　　　　　　かみさま　　　れきし　　　つた　　　　　　

　　　　ぎょうじ

Q❶
❷

❸

郡上市のスキー場はいくつ？

郡上市や岐阜県内を流れる
日本を代表する川の名前は？

長滝白山神社とともに白山の
歴史を伝える神社はどこ？

　ぐじょうし

　　　　　　　　　ぎふ　けんない　　なが

　にほん　　　だいひょう

ながたきはくさんじんじゃ　　　　　　　　はくさん

　れきし　　　つた

郡上市
岐阜県
　ぎふけん

ク イ
ズ

①10か所
②長良川
③白山中居神社

こ
た
え

高鷲
夫婦滝（長良川最上流の滝）

高鷲
大日ヶ岳（あやめ沢湿原より望む）

高鷲
スキー場

高鷲
春まちにんじん

白鳥
長滝の延年

白鳥
長滝白山神社

たか　す

　めおとだき　　　ながらがわ　さいじょうりゅう　　たき

たか　す

だいにち　が　たけ　　　　　　　　ざわしつげん　　　　のぞ

たか　す

たか　す

　　

しろとり

ながたき　　えんねん

しろとり

ながたきはくさんじんじゃ



いしかわけん

石川県

ぎふけん

岐阜県

南砺市

白川村

高山市

白山市

勝山市

大野市

郡上市

なんとし

しらかわむら

たかやまし

はくさんし

かつやまし

おおのし

ぐじょうし

ふくいけん

福井県

とやまけん

富山県

東
海
北
陸
自
動
車
道

と
う
か
い
ほ
く
り
く
　

じ
　

ど
う
し
ゃ
ど
う

御
母
衣
湖

み
ぼ
ろ
こ

手
取
湖

て
ど
り
こ

桂湖
かつらこ

あいのくらがっしょうづく　　しゅうらく

すがぬまがっしょうづく　　しゅうらく

はくさんしらかわごう　　　　　　　　　　　　　　

みち　　えき　　ひ　だ　しらかわ

はくさんこくりつこうえん

おおじらかわえん　ち　

五箇山IC

白川郷IC

飛騨清見IC

荘川IC

白鳥IC

ごかやま

しらかわごう

ひだきよみ

しょうかわ

ひるがの高原
スマートIC

　　　　　　　　　　　　　こうげん

高鷲IC
たかす

しろとり

白 山
はくさん

標高2,702m
ひょうこう

日本
にほん

304

360

360

156

156

158

156

158

157

157

157

しらかわごうがっしょうづく　　しゅうらく

ハクサンフウロ ハクサンチドリ ハクサンコザクラハクサンイチゲ

高山植物
こうざんしょくぶつ

ふく　い　けんりつきょうりゅうはくぶつかん

みち　　えき　きょうりゅうけいこく　　　　　　　　

へいせん　じ　はくさんじんじゃ

刈込池
かりこみいけ

ふく　い　けん　し　ぜん　ほ　ご　　　　　　　　　

はくさんちゅうきょじんじゃ

だいにち　が　だけ

　あ　み　だ　が　たき

ながたきはくさんじんじゃ

はくさんちょうりゅう　じ　

はくさんぶん　か　はくぶつかん

みち　　えき　はくさんぶん　か　　　さとながたき

せいりゅう　ながら　がわ　　　　　　　　　　

　　　　　　　　おおすぎ

　　　　　　　　こうげん

九頭竜湖
くずりゅうこ

あらしまだけ

みち　　えき　　くずりゅう　

県境

市境

けんきょう

しきょう

きた

北

ひがし

東
にし

西

みなみ

南

いち　の　せ　　　　　　　　　　　　　　　　　

いしかわけんりつはくさん　　　　みんぞく　し　りょうかん

くにせんてい

しらみねじゅうようでんとうてきけんぞうぶつぐん

　ほ　ぞん　ち　く　

はくさんこうざんしょくぶつえん

いしかわけんはくさん　し　ぜん　ほ　ご 　　　　　　　　

ちゅうぐうてん　じ　かん

いしかわけんはくさん　し　ぜん　ほ　ご 　　　　　　　　

　　　　　　やまかんさつしゃ

みち　　えき　 せな　

うば　が　たき

は　く　　　   さ　ん

マップ

しょうかわざくら

むまや

みち　　えき

さくら　　さと　しょうかわ

　　　　　　さとしょうかわ

ぐんせい　ち　

やまなかとうげ

　　　　　　　　　　　　ぐんらく

庄
川

し
ょ
う
が
わ

長
良
川

な
が
ら
が
わ

九頭竜川
くずりゅうがわ

手
取
川

て
ど
り
が
わ

ツキノワグマ

イヌワシ

ニホンカモシカ


