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道の駅
川俣

道の駅
ふくしま東和

道の駅
安達

道の駅
はなわ

道の駅
ならは

住所：福島県いわき市久之浜町田之網
問い合わせ先：TEL 0246-22-7477【いわき市観光物産課】　

ルート全体の魅力向上の取り組み

　福島県双葉郡広野町から相馬
郡新地町の国道6号で、相双地
区の中学校、高校生、青年会議
所、商工会議所、PTA、地域住
民など総勢約2,000名が参加し
、12地区で約40kmの区間にわた
り、清掃活動を実施しました。

　未来を担う子供たちがまちづく
りや地域づくりへの参画を促すこ
とを目的にフォーラムを開催しま
した。相双地域に加え、千葉、茨
城、宮城、岩手県から高校生にも
参加していただき、ワークショッ
プ、パネルディスカッションなど
で意見交換し、交流を深めること
ができました。

　国道6号久保前交差点(双
葉町)で約40名が参加し、
花植えのボランティア活動
を実施しました。信号待ち
のドライバーへの憩いにも
なっています。

　地元高校生と他県の高校
生による現地調査を実施し
ました。普段、地元では気
づかない地域の資源も他地
域の住民から見るとすばら
しい資源であることが再認
識されました。

合わ 先 【 わき市観光物

　国道6号沿いに広がる
太平洋。夕焼けに染ま
る海や霧の風景も魅力
的です。

　かつての陸前
浜街道の面影が
残っています。

　夏には緑の中を、秋には黄金色になる
田園風景に抱かれた常磐自動車道はきれ
いな里山風景です。

　海上の弁天岩には対岸から朱塗りの橋
が架けられています。
　日の出は美しく、初日の出は多くの人
が訪れる絶景スポットです。

魅力向上の取り組み



ルート全体の魅力向上の取り組み

おとぎ話いろいろ

鶴の恩返しの物語鶴の恩返しの物語
泣いた赤おにの物語泣いた赤おにの物語
振袖地蔵の物語振袖地蔵の物語
白石女敵討の物語　...etc白石女敵討の物語　...etc

ルート沿線の地域資源と魅力を向上させるための取り組み

所在地：山形県南陽市漆山2025-2
お問い合わせ先：TEL 0238-47-5800(夕鶴の里)

所在地：山形県東置賜郡高畠町安久津
お問い合わせ先：0238-52-5990(社務所)

所在地：山形県東置賜郡高畠町大字一本柳2110
お問い合わせ先：TEL 0238-52-3838(記念館)

所在地：宮城県刈田郡七ヶ宿町滑津
お問い合わせ先：TEL:0224-37-2177(町産業振興課)

所在地：白石市小原字上台
お問い合わせ先：TEL 0224-22-1321(市商工観光課)

所在地：宮城県白石市益岡町1-16
お問い合わせ先：TEL.0224-22-1321(市商工観光課)



道の駅
象潟 

道の駅
にしめ 

道の駅
雁の里せんなん 

道の駅
おがち 

道の駅
東由利 

道の駅
おおうち 

道の駅
岩城 

道の駅
さんない 道の駅

十文字

道の駅
協和

道の駅
なかせん 道の駅

かみおか 

道の駅
てんのう 

道の駅
しょうわ 

道の駅
あきた港 

道の駅
五城目 

道の駅
あに 

道の駅
かみこあに 

道の駅
ことおか 

道の駅
ふたつい 

道の駅
みねはま 

道の駅
はちもり

道の駅
大館能代空港 

道の駅
ひない 

道の駅
たかのす 

道の駅
かづ 

道の駅
雫石あねっこ 

道の駅
錦秋湖

道の駅
鳥海 

道の駅
やたて峠 

道の駅
いかりがせき 

ルート全体の魅力向上の取り組み

菅江真澄の足跡をたどりながら地域の歴
史資源を活かした観光活性化に取り組ん
でいます。

200年前に描かれた菅江真澄の絵画をテーマ
としたコンテストや写真展を実施し、観光
スポットの紹介に役立ってます。

秋田県内の「道の駅」でパネル展示や、観光
シーズンにボランティアガイドが見どころ紹
介や道案内をしています。

場所：秋田県男鹿市

ルート沿線の地域資源と魅力を向上させるための取り組み



「桑折宿」奥州・羽州街道まつり

魅力向上の取り組み

魅力向上の取り組み

街道を活かしたまちづくりフォーラム

第１回奥の細道ウォーキング ホタル広域連携

ルート沿線の地域資源と魅力を向上させるための取り組み

住所：福島県伊達郡桑折町字陣屋１２
問い合わせ先：TEL 024-582-5507【桑折町文化記念館】

約120haにも及ぶ桃園。4月中
旬には、桃の花が一斉に開花
し、まさに桃源郷のような景
観を醸し出してくれます。

住所：福島県伊達郡桑折町大字伊達崎字大畑向地内

住所：福島県伊達郡桑折町字上町４
問い合わせ先：TEL 024-582-3129【桑折町生涯学習課】

住所：福島県伊達郡桑折町字北町７－１

問い合わせ先：TEL 024-582-6007【桑折御蔵】

住所：福島県伊達郡桑折町谷地字追分１

問い合わせ先：TEL 024-582-3129【桑折町生涯学習課】

住所：福島県伊達郡桑折町字新町３２

問い合わせ先：TEL 024-582-3129【桑折町生涯学習課】

H22年度に土木学会選奨土木遺産となった
「西根堰」は、松尾芭蕉が歩いた奥の細
道でもあり、これを活かした事業展開を
実施するため、地元観光協会と合同で地
域資源・歴史的資源の発掘を行いました

おもてなし処・観
光案内の場として
、女性がボランテ
ィアで運営してい
ます。「桑折さん
ちのだんご汁」が
おいしいです。

明治時代に建てら
れた蔵を改装して
作った、町民や 
来町する方々へ情
報を発信するアン
テナショップです
。

復元整備により、
道標と東屋、江戸
期に現存した道標
などが設置され、
当時の様子を思い
描くことができま
す。

歩いて楽しめる賑わい
のあるまちづくりを進
めるため、フォーラム
を開催しました。街道
の街並み・賑わいづく
り、高畠町・七ケ宿町
との交流によるまちづ
くりなどの報告や公園
が行われました。

伊達氏十五代晴宗
が米沢城に移る際
に伊達氏の居城で
あった西山城から
移築されたものと
伝わっています。

奥州街道と羽州街道
の分岐にある宿場町
として栄えた桑折宿
。歴史的背景をテー
マに、街道沿線各地
の名産品ＰＲなどの
イベントを実施して
います。

ルート全体の魅力向上の取り組み

桑折町はゲンジボタルの名所で、
街道で繋がり同じくホタルの名所
である宮城県七ヶ宿町・山形県高
畠町と連携し、魅力的な観光資源
の創出に取り組んでいます。

道の駅
川俣

道の駅
ふくしま東和



芸人

ルート沿線の地域資源と魅力を向上させるための取り組み

ルート全体の魅力向上の取り組み

魅力向上の取り組み

魅力向上の取り組み

    宮古、明日へ

2011年3月11日の東日本大震災でこのルートの一部を構成していた宮古市の鍬ヶ崎地区は甚大な被害を
受け消失しました。鍬ヶ崎地区は旅芸人が長期に滞在し、当時の食や生活の記録を残した場所で、
現在でも当時の雰囲気を味わうことができる地域でした。
『宮古』は慶長16年（1611年）の大津波で宮古村がすべて流失後に、元和元年（1615年）藩主 南部利直に
よる新しい都市計画のもとに作られた沿岸の主要な街です。そして、その後宮古は繰り返される津波にも
負けず、発展し続けてきた歴史を持つ街でもあります。
秋田岩手風景街道づくり協議会では、再び復興へ動き出した宮古のみなさんと一緒に、新たな魅力ある
エリアとして『宮古』のまちづくりに取り組んでいきます

道の駅
やまびこ館 

道の駅
区界高原 

道の駅
はやちね 

道の駅
紫波 

道の駅
石鳥谷 

道の駅
東和 

道の駅
みやもり 

道の駅
遠野風の丘 

道の駅
くずまき高原 

道の駅
石神の丘 

道の駅
にしね 

（小岩井農場一本桜）

住所：岩手県岩手郡雫石町丸谷地３６－１
問い合わせ先：TEL 019-692-4321

住所：岩手県宮古市門馬田代

住所：岩手県盛岡市上の橋

住所：岩手県宮古市平津戸

地域資源を活か
し、歴史をめぐ
る新しい旅のテ
ーマを提供する
ための運動を展
開しています。

日本最大級の民間総合農場で、場内には旧街道
が通っており、一本桜などの見所が沢山ある空
間として訪れる人々を癒しています。

秋田街道・宮古街道など脇街道の起
点となっていた盛岡市内では、当時
の盛岡藩の城下町の雰囲気を感じる
ことができます。

地域資源を活か
し、歴史をめぐ
る新しい旅のテ
ーマを提供する
ための運動を展
開しています。



記録では8百年前の堀河天皇が歌に
詠まれた名木。昭和38年に枯損した
が、親木から接木して現存し、国の
天然記念物指定を受けています。

所在地：宮城県塩竃市一森山

所在地：塩竃市本町、西町

所在地：宮城県塩竃市一森山

ルート全体の魅力向上の取り組み

魅力向上の取り組み

ルート沿線の地域資源と魅力を向上させるための取り組み





　「青森エントランスロード」は青森県青森市の主要地方道青森浪岡線や青森荒川停車場線を含む　「青森エントランスロード」は青森県青森市の主要地方道青森浪岡線や青森荒川停車場線を含む
青森空港から青い海公園に至る総延長約１３ｋｍの青森県を代表する県の顔となるルートです。こ青森空港から青い海公園に至る総延長約１３ｋｍの青森県を代表する県の顔となるルートです。こ
のルートからは八甲田連峰の山々や青森平野の田園風景、陸奥湾など美しい景観を眺望できます。のルートからは八甲田連峰の山々や青森平野の田園風景、陸奥湾など美しい景観を眺望できます。
地域の人々が「誇り」を持ち、訪れる人々に「青森らしさ」を感じさせる「県の顔」となる景観づ地域の人々が「誇り」を持ち、訪れる人々に「青森らしさ」を感じさせる「県の顔」となる景観づ
くりを目指しています。くりを目指しています。

道の駅
浅虫温泉

魅力向上の取り組み

ルート全体の魅力向上の取り組み

緑豊かな丘陵地の景観を
主体としています。八甲
田連峰や陸奥湾、青森市
街までの広がりのある景
色など優れた景観資源を
眺望できる箇所が多く存
在します。

道の駅
なみおか道の駅

つるた

ねぶた祭りを観ながら休憩でき
るスペースを 提供しました。
大好評です！

イルミネーション・街灯・まち
灯りのコラボが完成！
通りを鮮やかに彩ります。

沿道住民・事業者・行政
など協働による清掃・花
卉植栽やまち歩きを行っ
ています。

田園景観を主体としています。
沿道に建築物がないため、広々
とした田園景観を前景として市
街地まで眺望できます。

青森市中心部の発達
した市街地景観が形
成されており、道路
の景観も整備されて
います。青森港や青
い海公園等のウォー
ターフロントを眺望
できます。

ルート沿線の地域資源と魅力を向上させるための取り組み



散歩道に利用されている点検道を手入れしています。

定期的に危険木の点検処理を行い、
空き地には樹木を植えています。

道の駅
区界高原 

並木の中には今では珍しくなったヤマユリやオニ
ノヤガラ(ラン)などの野草が保全されています。 子どもや学生も参加し、リスやネズミの食

べ跡を調べています。

道の駅道の駅駅駅駅駅道の駅駅道の駅駅駅駅駅の駅の駅駅
界高区界高原区界高原 区界界高区界界区界高高高原原原区区界界界高高原

魅力向上の取り組み

ルート全体の魅力向上の取り組み

魅力向上の取り組み

道の駅
区界高原 

道の駅
くずまき高原 道の駅

石神の丘 

道の駅
にしね 

道の駅
雫石あねっこ 

ルート沿線の地域資源と魅力を向上させるための取り組み







フォーラム等の開催

住所：岩手県北上市本石町２丁目 住所：岩手県北上市立花　北上市立公園

住所：岩手県北上市諏訪町

ルート全体の魅力向上の取り組み

フォーラムの開催や先進地学習会、まちづくりセミナーといった
活動を通じて、｢広瀬川まちづくり倶楽部｣と地域住民が協働
しながら今後の地域づくり計画を検討しています。

道の駅
区界高原 

道の駅
はやちね 

道の駅
紫波 

魅力向上の取り組み

魅力向上の取り組み

4月から12月までの、毎月5のつく日に
「よってげ市」を開催しています。

大道芸や、5月から10月まで毎週土曜日18:00
から野外ライブの開催を行っています。

景観資源である展
勝地周辺には、陣
ヶ丘から眺めるさ
くら並木、みちの
く民俗村、北上夜
曲碑もあり観光の
名所となっており
ます。

この万世橋界隈は飲食店が立ち並ぶ夜の賑わ
いの中心であり、夜の待ち合わせ場所として
親しまれています。

広瀬川せせらぎ
緑道一角には、
公園と水遊びが
できる水源地が
あり、夏には子
どもたちの水遊
びの場となって
います。

毎月１回、地域住民、店舗従業員などに
より清掃活動を行っています。

詩歌の森公園は、子ども
たちの広場や日本現代文
学館、市立図書館が隣接
して市民に広く親しまれ
ています。

ルート沿線の地域資源と魅力を向上させるための取り組み

道の駅
種山ヶ原 

道の駅
みやもり 

道の駅
遠野風の丘 

道の駅
みずさわ 

道の駅
やまびこ館 

道の駅
みやこ 

道の駅
東和 



魅力向上の取り組み

ルート全体の魅力向上の取り組み

散策地づくりの取り組み

　「日本海パークライン」は、山形県鶴岡市温海地域～新潟県村上市までの海岸線の道路を中心と　「日本海パークライン」は、山形県鶴岡市温海地域～新潟県村上市までの海岸線の道路を中心と
したエリアで、地域内の連携と観光資源の掘り起こし、観光誘致の他、自然、歴史、文化、温泉としたエリアで、地域内の連携と観光資源の掘り起こし、観光誘致の他、自然、歴史、文化、温泉と
いった魅力を発信し、植生や町並みを生かした地域づくり・まちづくりに取り組んでいます。いった魅力を発信し、植生や町並みを生かした地域づくり・まちづくりに取り組んでいます。

あつみ温泉あつみ温泉あつみ温泉あつみ温泉あつみ温泉

瀬波温泉瀬波温泉瀬波温泉瀬波温泉瀬波温泉

笹川流れ笹川流れ

～与謝野晶子歌碑の設置～

村上の町屋村上の町屋村上の町屋村上の町屋

瀬波温泉

魅力的なみちづくりの取り組み

「葉月橋通り」 魅力向上の取り組み

ルート沿線の地域資源と魅力を向上させるための取り組み

村上クリーン作戦

日本海パークライン日本海パークライン 東北ー第14号東北ー第14号

地域おこしの取り組み
～笹川流れの民宿活性化～

瀬波温泉

あつみ温泉

笹川流れ

山形県

新潟県

鶴岡市

村上市 山形市

道の駅
笹川流れ 

道の駅
朝日（まほろば

村上の町屋

日本海

岩船港

瀬波温泉を訪れた歌人・与謝野晶
子が詠んだ歌の歌碑が、シロアリ
などの被害で傷んだため、歌碑の
再建を実施しました。

講師を招いた勉強会や、地域資源を活かした
「お散歩マップ」の作成等を行いました。

新潟県北部の中心地として栄えてきた城下町、
村上市。その面影は、曲がりくねった路地や昔
ながらの町名にも色濃く残っています。また、
四季折々の味覚も魅力で、中でも秋の鮭料理は
絶品。

住所：山形県鶴岡市

海・山・川の自然に恵まれた開湯１千年の歴史
をもつ東北屈指の名湯です。街は、温海岳の山
麓に抱かれ、清流温海川沿いの静かな環境の中
にあり、古くから文人墨客が訪れ、歌碑などが
多くあります。

見事な景観を誇る延長11kmの笹川流れ。海水
浴をはじめ、釣りやキャンプ、そして遊歩道
を散策したりお楽しみメニューがいっぱい。

住所：新潟県村上市

日本海の情緒あふれる
景観に加え「瀬波温泉
」は村上地方の旅の拠
点としても有名です。
また、四季折々の味覚
も魅力で、中でも「地
酒」や「村上牛」、秋
の「鮭料理」は絶品。

住所：新潟県村上市

住所：新潟県村上市

観光客などが多く訪れる、花見やゴ
ールデンウィークの前に「観光地ク
リーン作戦」を実施しています。

歩道と車道の段差をなくし、2車線を一方通
行に変更しています。また、車道を蛇行させ
、道路内に休憩施設を設けることで、車のス
ピードを抑制し、温泉客や住民が安心してそ
ぞろ歩きを楽しめるようになりました。









山桜の自然公園と
して知られており
、毎月４月下旬に
なると公園内にあ
る2,000本の山桜
が咲きます。

パネルディスカ
ッションでは、
東北新幹線の開
業効果、風景街
道の地域資源で
特に磨きをかけ
ていること、観
光客等への情報
発信について意
見交換が行われ
ました。

「日本風景街道　東北新幹線全線開業記念フォーラム」

「道から発信！魅地の上北」

▲「十和田奥入瀬浪漫街道」、　「奥州街道と縄文のみち」、
　「黄花紅の東むつ湾ルート」の３ルートの連携で開催されました。
　【平成23年3月4日開催】

住所：青森県六戸町犬落瀬柴山
問い合わせ先：TEL 0176-55-3111【六戸町観光協会】　

住所：青森県十和田市西二番町１０－９
問い合わせ先：TEL 0176-20-1127　

住所：青森県七戸町字天王１２－１
問い合わせ先：TEL 0176-51-6100【七戸町商工観光課】　

十和田湖・奥入瀬渓流は日本を代表する
景勝地で、四季折々の美しい景色を楽し
めます。

幹周り6.01m、樹高30.2m、推
定樹齢400年の木で「森の神」
とも呼ばれています。
この木は、幹の途中から３本
に分かれていることから神聖
視され、伐採されずに残った
と思われます。

日本百名山の一つ
で、映画や小説で
有名な八甲田山は
北八甲田と南八甲
田の連山の総称。
雄大なパノラマ景
観は絶景です。

魅力向上の取り組み

ルート全体の魅力向上の取り組み

ガイド養成をしてボランティアガイド
ウォークをしています。

国道沿いに植物栽培

ルート沿線の地域資源と魅力を向上させるための取り組み

【写真はLED30万個のイルミネーション】

天王神社で毎年５月中旬～下旬に開催され
ます。約５００本のつつじが境内に咲き誇
り、夜はライトアップが施され幻想的な空
間を作り出します。

【コスモス】

【ひまわり】

【菜の花】

山桜の自然公園と
して知られており
、毎月４月下旬に
なると公園内にあ
る2,000本の山桜が
咲きます。

　十和田奥入瀬浪漫街道は、新幹線七戸十和田駅を起点として国道4号、45号、102号、394号を含む　十和田奥入瀬浪漫街道は、新幹線七戸十和田駅を起点として国道4号、45号、102号、394号を含む
総延長約120kmのルートです。総延長約120kmのルートです。
　このエリアは自然景観の豊かな所で、十和田湖、奥入瀬渓流、八甲田連峰などの自然資源と十和　このエリアは自然景観の豊かな所で、十和田湖、奥入瀬渓流、八甲田連峰などの自然資源と十和
田市立新渡戸記念館や十和田市現代美術館などの歴史・文化資源があります。また、ルートのビュ田市立新渡戸記念館や十和田市現代美術館などの歴史・文化資源があります。また、ルートのビュ
ーポイントの選定・整備や美しい道づくりのために草花の植栽活動を展開し、誰もが風景の美しさーポイントの選定・整備や美しい道づくりのために草花の植栽活動を展開し、誰もが風景の美しさ
に感動するルートづくりを目指しています。に感動するルートづくりを目指しています。
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