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平瀬温泉郷平瀬温泉郷瀬温瀬瀬瀬温泉温温平平平平平平平平平平平平平平瀬瀬瀬瀬瀬瀬瀬瀬温温温温温温泉泉泉郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷 西赤尾町西赤尾町西西西西西西西西西西西西西西西西赤赤赤尾尾尾尾尾尾町町町町町町町町町町町町町町 上梨上梨上上梨梨梨梨梨梨産世界遺産世界遺産産産産産産産
荻町合掌荻荻町町合合掌掌造り造造造りり集落集集集落落落

世界遺産世界遺産世世世世
相倉合掌相相相相倉倉合合掌掌造り造造造りり集落集集集落落落落落落

産世界遺産世界遺産産産産産産産
菅沼合掌菅菅菅菅沼沼合合掌掌造り造造造りり集落集集集落落落落落落

北北北

北北北

岩岩瀬瀬エエリリアア
（（２２ココーースス））

笹笹津津エエリリアア
（（55ココーーススス））

猪猪谷谷エエリリアア
（（55ココーーススス））

富富富富富富 ーールルルルル
岩瀬浜駅周辺辺辺

科学博物館館館

駅 幌入幌幌入入
あああいいいののの里 里里里里

道の道道の駅駅駅
宙宙宙
スカイスカイ

ドドドーームムム神岡神神岡岡

道道道のの駅駅駅
宙宙宙
スカイススカイ

ドドドーームムム神岡神神岡岡

飛飛飛騨・騨騨・世界生活世世界界生生活活
文文文文化化化セセセンンタタターー

ノーベル賞受賞者5名ゆかりの歴史・文化
スポットを繋ぎます



白川口白川口口

白川口白川口口

白川口白川口口

水戸水戸野野ししだだれれ桜桜

笹平高原笹平高原原

佐見川峡佐見川峡

大山白山神社大山白山神社

富士山富士山
ここどどももののくくにに

浅間大社浅間大社

山中湖山中湖

忠忠ちちゃゃんん牧場牧場

白白糸の糸の滝滝

忍野八海忍野 海八海

富士山富士山
樹樹空空のの森森

田貫湖田貫湖湖

河口湖河口湖

道道のの駅駅
「「すすすばばばししりり」」

駅駅
「朝霧高原」高原」

富岳風穴富岳風穴

。自転車で富士山を一

周するサイクリングルートもあります。



（篤（篤姫姫、、龍馬伝）龍馬馬伝）
下田市 爪木崎木崎崎

）（龍馬伝））
伊伊
江川江江川

大瀬崎海岸大

三島市三島市
三嶋大社三

伊伊豆の豆の国市国市 伊豆市伊豆市
ネネルルルル

西伊豆町町
黄金崎海岸岸

下田市下田市
ペペペリリーロローローードド

松崎町松崎町
雲見海岸雲見海見海岸

熱海梅園熱 雛雛雛雛 りりり
南伊豆町南伊豆町
菜菜ののの花花

東名高速道路東名高速道路路
富士富富富富士川川ススママーートトICICC

東名高速道路東名
清水IC清

東名高速道路東名
静岡IC静

お休みおおおお休み処処処処処
（蒲原宿）（（（蒲原宿））

久能山東照宮宮

静岡浅間神社社

東海道広重広広広広広重重重重重重
美術館館
（由比宿）由比宿（（（（（由由由由由比比比比比宿宿宿宿宿）））））

日日本平動物園本平動 園物園

丸子宿丸子宿
「「ととろろろろ汁」汁」

薩埵峠薩埵埵峠 清水港清清清水港//エエスススパパパルルルスススス
ドドリリーームムププララザザザ

静岡県立静

宇宇津ノ津ノ谷谷峠峠・・
明明明治治治のののトトンンネネルル

市など様々な方々の協力を
得て、道路サインの設

を進め、散策マップや見
境美化などの「まち磨き」
置、ベンチ等の塗り替、環

ます。
所情報発信も充実してい

自治会、活動団体、ビル管理
会社等の企業、国、県、

伊豆月ケ瀬

⽇本平久能⼭
スマートIC

52

断

道

⾃
道

中

⾞

横部

また、ナショナルサイクルルートに認定された太平洋岸自転車道
もこの道と重なっているのでサイクリングも楽しめます。



富士山富士山
静岡空港静静岡空港港

家家山山のの
桜桜桜桜桜桜桜トトンンネネルルととSLSLLLL

フフォォーーレレななかか
かかかわわねね茶銘館茶銘館館 井川湖井川湖 奥大井音戯奥大井音戯

ののの郷郷郷 川根温泉川根温泉 富士山富士山
静岡空港静静岡空港港 瀨戸瀨戸戸 津津津津々崎々崎崎崎崎

弁天弁天
三三三ヶヶ日日駅駅駅駅
タタタタタターーミミナナルルルルルル

寸座寸座
海岸海岸

省中国浙江省省江省省省
友好記念公園公園園園園園友友友友友友好好記記念公記念念公公園公園園園園園園

気賀駅気賀駅
タタタタターーミミナナルルルルル

佐久米佐佐佐久米米米米
海岸海岸 のののの家家家家 礫島礫島島

渚渚渚渚渚渚渚園園園園園園タタタタタタ－－ミミミミミミミミミナナナナルルルルルルルル

浜名湖浜名湖
ベベイイスストトリリーートト

タタタタ ミミミミミミミミナナナナナナルルルルルル

舘山寺舘山寺
タターーミミナナルル

村村村村村村村村村村櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛

伊伊
野鳥海岸野野鳥

ササササンンンンンンビビビビビビビビ チチチチ

みみみみををををつつつつつくくくししししし橋橋橋橋

舘山寺舘山寺
タターーミミナナルル

気賀駅気賀駅
タターーミミナナルル

KADODE OOIGAWA

アーズなど子供から大人まで楽

むことができます。  自分が茶葉
買って、体験して」  たっぷり楽し

しめる施設です。

になって製茶工場を巡る緑茶ツ

WA」では、大井川流域の緑茶・農
業・観光を「飲んで、食べて、

新東名「島田金谷IC」降りてすぐに
あります「KADODE OOIGA

スマート

（公財）浜松・浜名湖ツーリズムビューロー ／〒430-0933　浜松市中区鍛冶町100-1

⽇本平久能⼭
スマートIC

（一部ターミナルを除く）

遊覧船

浜名湖遊覧船



建設

伊良湖岬灯台伊良湖岬岬灯台台

メメメメロロンン・・いちいちごご狩狩りりりササンンテテパパルルクク
たたはははらら

渥美郷土渥美郷土
資料館資 館料館

「道の駅」伊良湖
クリスタルポルト 恋恋路ヶ路ヶ浜浜浜

蔵王山展望台蔵王山展望望台台

田田田原原ままつつりり会館会館館館

日日出出のの石門石門

田原市博物館田原市博物館

田原市博物館田原市博物館

「「「道の道の駅駅」」ああかかばばねねねねね
ロロロココスステーテーシショョンン

「「道の道の駅駅」」
田田田田原原めめっっくくんんはははううすすすすす

シシェェルルママよよししごご

太平洋
ロングビーチ

恋恋路ヶ路ヶ浜浜浜

押川大滝押川大滝

稲武郷土資料館稲

どど

旭高原元気村旭高原元気村

（旭郷土資料館）（旭

奥矢作温泉郷奥
（笹（笹

香嵐渓香嵐渓

足足足助助ののままちち並並みみみみ

白鷺温泉白鷺温泉温泉

旧三河広瀬駅旧三河広瀬駅駅

豊田市民芸館豊田市民芸館

猿投温泉猿投温泉温泉

東東東東海海
豊田勘八IC豊豊

東東東東海海
豊田勘八IC豊豊

東東東東海海
豊田勘八IC豊豊

地域資源を活用した環境共生まちづ
くり「たはらエコ・ガーデン

シティ構想」の主要プロジェクトの一
つで、 遊休農地に菜の花を

栽培管理することで沿道景観を創出
します。保育園・小学校から

企業へとネットワークは広がりみせて
います。 栽培した菜の花か

ら種を収穫、  菜種油にして利

用する活動を展開していま

す。  そこには環境と共生する

豊かで持続可能な地域づくり

という基本理念が貫かれてい

ます。

上郷



志摩市は全域が伊勢志摩国立公園に含まれる自然豊かな地域です。広く海に面していることか
ら、海の幸に大変恵まれ、古くから朝廷や神宮に食料を献上していた「御食国（みけつくに）」として
知られています。
　 志摩半島には、海沿いの集落を通る「ゆうやけパール街道」と、 三本の橋が架かる国道260号が
あり、半島を周遊するルートになっています。国道260号に架かる「志摩大橋」は、 別名「志摩パール
ブリッジ」と呼ばれ、その名のとおり真珠色に輝く全長234ｍのアーチ橋です。 真珠は、 志摩市が誇
る特産品で、英虞湾では、真珠の養殖が盛んに行われています。また、ゆうやけパール街道には、海
女小屋体験施設があり、地元の海女さんから、、海女漁や海の話を聞きながら、お食事ができます。
　志摩市の風景街道は、真珠筏が浮かぶ英虞湾の景色や、海女小屋体験を楽しむことができる、
地域資源を活かした景観街道です。

英虞湾（あごわん）は真珠養殖発祥の地

真珠養殖場で、真珠取り出し体験やアクセ
サリー作り体験、魚釣り体験ができます。

海女小屋体験施設　さとうみ庵

ゆう
パー

やけ

道

ル
街

サイクリングを楽しむ
電動アシスト自転車やクロスバ

イク、 電動キック

ボードのレンタルができます。
　また、地域住民はもち
ろん観光客にも、ルート

を楽しんでもらえるよう
定期的に美化活動をお

こなっています。

（金毘羅山からの眺望）

頭頭
こうべのみやよもこうべのみやよもううじじんんじじゃゃ

之宮四方神社神神社

「世界遺産」」

「世界遺産」「「

「「道の道の駅」駅」
ママンンボボウウウ

「世界遺産」「世界遺産」
花花ののの窟窟窟

いわやいわや

熊野古道地域熊野古道地域域
セセセンン 里里里里

「世界遺産」「世界遺産」
馬越馬越

「「道の道のの
ウミウミ

丸山丸山
千枚田千枚田田

三重県立熊野古道道道三三三三三重県立熊野古道野古道道道道

「世界遺産」産」

湯の湯の口口
温泉温泉泉

トトトト

創人人
らら ぶぶ

野倶楽部楽部部部

三三つつのの橋橋

三三つつのの橋橋

金毘羅山金毘羅山

真真珠の珠のの里里里

潮仏潮仏

海女小屋体験・
海女資料館

御座白浜御座白浜
海水浴場海水浴海水浴場場

ああづづりり浜浜

三重県　県土整備部　都市政策課
一般社団法人東紀州地域振興公社

／                                  津市広明町13番地

海女小屋体験施設
さとうみ庵

（一社）志摩スポーツコミッション（一社）志摩スポーツコミッション
観光案内所観光情報

志摩市阿児町鵜方3098-22

志摩市阿児町鵜方1670-2

志摩市阿児町鵜方2944-254レンタルサイクル



長谷寺長谷寺

玉城IC玉城IC

ああぶらぶらやや

斎宮歴史斎宮歴史
博物館博物館

旧細川邸旧細川邸
ややななせせ宿宿宿

おお
おおかかげげ横丁横横丁

名張藤堂家邸跡名名張藤堂家邸跡跡

伊勢神伊勢神宮・宮・内宮内宮

中央道飯中央道飯田田田ＩＩＣＣ

三遠南三三遠 動車道車道道

中央道飯中央道飯田田田ＩＩＣＣ

ししららびびそそ高原高原原

「「道の道道のの駅」駅」」
遠山遠山山郷郷郷かかかぐぐぐららのの湯湯

ししししららびびそそ高原高原原原原

下下栗の栗のの里里里

下下栗の栗のの里里里

下下栗の栗のの里里里

中央道飯中央道飯田田田ＩＩＣＣ

中央道飯中央道飯田田田ＩＩＣＣ

「道の道道の駅」駅駅」」
遠山遠山山郷郷郷かかぐぐららののの湯湯湯湯湯湯湯

動車車道道道道道道

×※

※当面の間全面通行止め

道の駅遠山郷



元善光寺元善光寺飯飯田田田ＩＩＣＣ

りりりりんんごご並木並並木木木 大西公園大西公園飯飯田田田ＩＩＣＣ 松松川川ＩＩＣＣ

九十九谷九十九谷
森林公園森林公園 秋葉路飯飯田田田ＩＩＣＣ 松松川川ＩＩＣＣ

瑠璃寺瑠璃寺

美術博物館美美美 塩の塩の里里

大西公園大西公園

蘭蘭ミミュュー
ジジジアアアムムム

開善寺開善寺 大池高原大池高原

豊丘交流研修豊豊豊丘交流研修修修
セセセセセセンンタターーだだいいちちちちち

夕夕立峠立峠
パパパパノノパパパ ララママ公園公園園園

清流苑清流苑 松川IC松川IC

天龍峡天龍峡 分杭峠分杭峠
三遠南信三三三遠遠遠
自自動車道動
天龍龍天天天天天龍龍龍

伊伊那那ＩＩＣＣ

台城公園台城公園 地蔵峠地蔵峠松川IC松川IC 松松川川ＩＩＣＣ



伊伊伊北北北ＩＩＣＣＣ 赤赤赤そそそばばばののの里里里里里 みみみはははららららしししし
フフファァァームムム 羽広温泉羽羽広広温温泉泉羽広広温泉 伊伊伊伊伊那那那那那ＩＩＣＣＣＣ 伊伊伊那那ＩＩＣＣ



中津川IC中中中津川IC

中津川IC中中中津川IC

伊那IC伊那IC

中津川IC中中中津川IC

馬籠宿馬籠宿宿

「大桑」桑」

木曽川川川
ららら」」」」

「木曽福島」」」」

妻籠宿妻籠宿宿

寝寝覚ノ覚ノ床床

曽曽曽曽ののの

木曽木曽馬の馬のの里里里 伊那IC伊那IC

桃介橋桃介橋 中津川IC中中津川IC

赤沢美林赤沢美林 中津川IC中中津川IC

かかわわわ」」」」」 塩尻IC塩尻尻IC

分杭峠伊伊那那ＩＩＣＣ

高遠城址高遠城址
公園公園伊伊那那ＩＩＣＣ

鹿嶺高原鹿嶺高原高原

みみははららしし
フファァーームム

高遠城址高遠城址
公園公園

羽広温泉羽広温泉
みみみみははららししのの湯湯湯湯湯

さくらの湯 伊伊那那ＩＩＣＣ

伊伊那那ＩＩＣＣ

分杭峠
（ ）

「信州そば発祥の地」伊那
　でそばをご堪能ください

高遠町は江戸時代に活躍し
た「高遠石工」のふるさと

意志

タカトオ

タカトオ ザクラ 分杭峠
（ゼロ磁場）

高遠
さくらの湯




	一式
	P00風景街道_表紙out
	P01-02out
	P03-04out
	P05-06out
	P07-08out
	P09-10out
	P11-12out
	P13-14out
	P15-16out
	P17-18out
	P19-20out
	P21-22out
	P23-24out
	P25-26out

	P11-12out
	P15-16out



