
■■■■主主主主なななな半島資源半島資源半島資源半島資源

【自然・景観資源】
名　称 写　真 所在地 特　徴 備　考

菊ヶ丘運動公園 五所川原市

　テニスコート、野球場、体育館を主体とした運動公園で、園内には図書館、歴史民俗資
料館等の公共施設があり、さらに国重要文化財の「旧平山家住宅」にも隣接するなど、
市民のシンボル的公園となっています。
　また、花菖蒲の名所としても有名で、毎年7月上旬には、「ごしょがわら花菖蒲せせらぎ
まつり」が開催されています。（写真左：園内に咲く花菖蒲、写真右：旧平山家住宅）

■交通アクセス
JR五所川原駅から車で約10分
■関連ウェブサイト
五所川原市ホームページ
http://www.city.goshogawara.lg.jp/
◎お問い合わせ先
五所川原市役所建設部公園管理課
青森県五所川原市字柳町57-7
TEL：0173-34-9555、FAX：0173-34-9566

県立芦野公園 五所川原市

　五所川原市金木町の中心部から北へ約1kmにある自然公園。80万㎡ほどの広大な園
地には日本さくら名所100選に選ばれた約1,500本の桜と老松が湖畔に広がる景勝地で
す。特に桜は津軽半島でも屈指のもので毎年4月下旬～5月上旬にかけて行われる金木
桜まつりは多くの人出で賑わいます。また、ここ芦野公園は太宰治ゆかりの地で、誕生
日である6月19日には「太宰治生誕祭」が毎年行われています。
　園内には、太宰治文学碑や太宰治像、津軽三味線発祥之地碑のほか吊橋、浮橋、児
童動物園、家族で遊ぶふれあい広場、オートキャンプ場などがあり、地域の行楽地として
親しまれています。そして公園の中を走る津軽鉄道、昔ながらの小さな駅、のどかな風景
が訪れる人々を一段と和ませてくれます。

■交通アクセス
津軽鉄道芦野公園駅下車
■関連ウェブサイト
五所川原市ホームページ
http://www.city.goshogawara.lg.jp/
◎お問い合わせ先
五所川原市役所建設部公園管理課
青森県五所川原市字柳町57-7
TEL：0173-34-9555、FAX：0173-34-9566

唐川城跡展望台
からかわじょうし

五所川原市

　唐川城跡は中世この地を支配した安東氏が築城した十三湖の北岸に位置する標高
160mの山城跡です。この城跡展望台からの一大パノラマは絶景であり、眼下に牧場（緑
の絨毯）が広がり、岩木山、岩木川、津軽平野、十三湖、日本海（七里長浜）、八甲田連
峰、白神山地を一望することができます。

■交通アクセス
津軽鉄道中里駅から車で約30分
■関連ウェブサイト
五所川原市ホームページ
http://www.city.goshogawara.lg.jp/
◎お問い合わせ先
五所川原市役所経済部観光物産課
青森県五所川原市字岩木町12
TEL：0173-35-2111、FAX：0173-35-3617

ベンセ湿原 つがる市

　6月中旬のベンセ湿原は、ニッコウキスゲが咲き乱れて、一面が黄色に染まります。7月
になるとノハナショウブの大群生で一帯は黄色から紫色へ変り、訪れる人々の目を楽し
ませてくれます。1983年、「未来に残したい日本自然100選」に選定されています。

■交通アクセス
JR木造駅から車で約20分
■関連ウェブサイト
つがる市ホームページ
http://www.city.tsugaru.aomori.jp/
◎お問い合わせ先
つがる市役所経済部商工観光課
青森県つがる市木造若緑61-1
TEL：0173-42-2111、FAX：0173-42-3069
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■■■■主主主主なななな半島資源半島資源半島資源半島資源

【自然・景観資源】
名　称 写　真 所在地 特　徴 備　考

七里長浜
し ち り な が は ま

つがる市

　名の通り七里（約28km）ある七里長浜は、鯵ヶ沢町から十三湖まで続く長大な砂浜で
す。永遠に続くかと思わせるほど美しい砂浜からは広大な日本海を眺めることができま
す。また釣りも盛んで、多くの釣り人が訪れています。

■交通アクセス
ＪＲ木造駅から車で約20分
■関連ウェブサイト
つがるブランドホームページ
http://www.tsugarubrand.jp/index.html
◎お問い合わせ先
つがる市役所経済部商工観光課
青森県つがる市木造若緑61-1
TEL：0173-42-2111、FAX：0173-42-3069

平滝沼公園
ひらたきぬま

つがる市

　平滝沼公園は家族連れや小学校の遠足で賑わいを見せます。低地にありながら、日
本海の風が吹き寄せるため、まるで高原にいるような心地よさを感じます。5月には園内
が見事な桜でいっぱいになります。
　また、西側にある平滝沼は屏風山地帯の湖沼群で最大の沼であり、冬にはワカサギ釣
りが楽しめます。

■交通アクセス
ＪＲ木造駅から車で約20分
■関連ウェブサイト
つがるブランドホームページ
http://www.tsugarubrand.jp/index.html
◎お問い合わせ先
つがる市役所経済部商工観光課
青森県つがる市木造若緑61-1
TEL：0173-42-2111、FAX：0173-42-3069

呑
ど ん

龍
りゅう

岳
だ け

展望台
て ん ぼ う だ い

つがる市

　美しい海岸線など津軽国定公園指定の景勝地を持つ車力地区では、呑龍岳の展望台
がその景勝を最も良く眺望することができるところです。遠浅の海岸が七里も続く七里長
浜や、砂丘育ちの屏風山メロンで知られている屏風山、十三湖、さらに遠くは権現崎まで
一望でき、その雄大な景観は圧巻です。呑龍岳展望台に登り、辺り一面を見渡すと雄大
な日本海と津軽半島が眼下に広がります。

■交通アクセス
ＪＲ木造駅から車で約35分
■関連ウェブサイト
つがるブランドホームページ
http://www.tsugarubrand.jp/index.html
◎お問い合わせ先
つがる市役所経済部商工観光課
青森県つがる市木造若緑61-1
TEL：0173-42-2111、FAX：0173-42-3069

高野
た か の

崎
さき

（津軽国定公園）

今別町

　奇岩、怪岩が至るところに突き出している迫力のある景勝地「高野崎」。晴れた日には
竜飛岬、下北半島、遠くは北海道の眺望が素晴らしいロケーションです。

■交通アクセス
JR津軽線今別駅から車で約20分
■関連ウェブサイト
今別町ホームページ
http://www. town.imabetsu.lg.jp/top.php
◎お問い合わせ先
今別町役場企画課
青森県東津軽郡今別町大字今別字今別167
TEL：0174-35-3012、FAX：0174-35-2298
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■■■■主主主主なななな半島資源半島資源半島資源半島資源

【自然・景観資源】
名　称 写　真 所在地 特　徴 備　考

大倉岳・赤倉岳・
袴腰岳

（蓬田三山）
蓬田村

　登山道は整備され歩きやすく、山野草や動物、山菜の散策も楽しめます。ヒバ林、ブナ
林を縫い抜け山頂に立てば、北は津軽海峡、北海道。東は下北半島、陸奥湾。南は八
甲田、津軽平野。西は十三湖、日本海と大パノラマが広がります。日帰り登山には最適
です。
（所要時間：約3時間30分）

■交通アクセス
JR津軽線蓬田駅から車で約30分（要四輪駆動、
大型車は通行不可）
■関連ウェブサイト
蓬田村ホームページ
http://www.vill.yomogita.lg.jp/
◎お問い合わせ先
蓬田村役場産業振興課
青森県東津軽郡蓬田村大字蓬田字汐越1-3
TEL：0174-27-2111、FAX：0174-27-3255

黒滝 蓬田村

　黒滝の遊歩道手前までは車で行くことができ、そこから歩いて約40分、落差11メートル
の荘厳な滝で、その迫力はまさに絶景！必見の価値有り！

■交通アクセス
JR津軽線瀬辺地駅から車で約30分（要四輪駆
動、大型車は通行不可）、 駐車場から徒歩で約
40分
■関連ウェブサイト
蓬田村ホームページ
http://www.vill.yomogita.lg.jp/
◎お問い合わせ先
蓬田村役場産業振興課
青森県東津軽郡蓬田村大字蓬田字汐越1-3
TEL：0174-27-2111、FAX：0174-27-3255

龍飛崎

（津軽国定公園）

外ヶ浜町

　♪ごらんあれが竜飛岬　北のはずれと・・・♪石川さゆり「津軽海峡・冬景色」で歌われ
ている、青森県津軽半島最北端の地。「風の岬」、そして日本三大潮流「龍飛潮流」など、
厳しい自然環境を目の当たりにすることができます。
　また、龍飛崎には、世界に誇る偉業・青函トンネルの記念館や小説「津軽」の一文を刻
んだ「太宰治文学碑」をはじめ、川柳作家「川上三太郎句碑」、幕末の思想家「吉田松陰
碑」など、「碑の岬」として知られています。

■交通アクセス
JR津軽線三厩駅から車で約30分
■関連ウェブサイト
外ヶ浜町ホームページ
http://www.town.sotogahama.lg.jp/
龍飛岬観光案内所ブログ
http://ameblo.jp/tappikankou/
◎お問い合わせ先
外ヶ浜町役場産業観光課
青森県東津軽郡外ヶ浜町字蟹田高銅屋44-2
TEL：0174-31-1228、FAX：0174-31-1229

松前街道 外ヶ浜町

　江戸時代に松前藩(北海道)の大名が行列をなして江戸へ向かった松前街道の松並木
や、外国船の侵入を守った平舘台場跡(県指定文化財)などがあり、歴史的にも意義深い
灯台周辺は、現在も海水浴場や道の駅、オートキャンプ場などがあり、町の観光名所と
して行楽客を楽しませています。

■交通アクセス
JR津軽線蟹田駅から車で約40分
■関連ウェブサイト
外ヶ浜町ホームページ
http://www.town.sotogahama.lg.jp/
◎お問い合わせ先
外ヶ浜町役場産業観光課
青森県東津軽郡外ヶ浜町字蟹田高銅屋44-2
TEL：0174-31-1228、FAX：0174-31-1229
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■■■■主主主主なななな半島資源半島資源半島資源半島資源

【自然・景観資源】
名　称 写　真 所在地 特　徴 備　考

さい沼 外ヶ浜町

　人里離れた山間の森の中にひっそりとたたずむ神秘的な沼で、モリアオガエルやハコ
ネサンショウウオ、クロサンショウウオ、ヒダリマキモノアライガイなど、貴重な自然動植
物の宝庫であり野生動物保護地区に指定されています。
　また、東北自然歩道があり、ハイキングコースとしても最適。

■交通アクセス
青森市から車で50分で東北自然歩道入口到着
さい沼までは、東北自然歩道から徒歩で1時間30分
■関連ウェブサイト
外ヶ浜町ホームページ
http://www.town.sotogahama.lg.jp/
◎お問い合わせ先
外ヶ浜町役場産業観光課
青森県東津軽郡外ヶ浜町字蟹田高銅屋44-2
TEL：0174-31-1228、FAX：0174-31-1229

くろくまの滝 鰺ヶ沢町

　赤石川支流、日本の滝百選に選ばれた「くろく まの滝」は高さ85m、幅15mと県内屈指
の規模 を誇る滝です。

■交通アクセス
JR鯵ヶ沢駅から車で約50分、駐車場から徒歩で
約15分
■関連ウェブサイト
鰺ヶ沢町ホームページ
http://www.town.ajigasawa.lg.jp/
◎お問い合わせ先
鯵ヶ沢町役場観光商工課
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字本町209-2
TEL:0173-72-2111、FAX:0173-72-2374

白神の森遊山道
ゆうざんどう

鰺ヶ沢町

　この地域の一帯は、藩政時代から田圃の水を確保するために地元の人々に大切に守
られてきた「田山」です。ここから白神山地の世界遺産登録地域までは約20㎞の距離が
ありますが、世界遺産登録地域とほぼ同じブナ林を観察することができます。広さは、東
京ドーム約40個分、遊歩道が整備され、季節ごとに咲く山野草や樹齢200年を超えるブ
ナも存在します。

■交通アクセス
JR鯵ヶ沢駅から車で約30分
■関連ウェブサイト
鰺ヶ沢町ホームページ
http://www.town.ajigasawa.lg.jp/
◎お問い合わせ先
白神の森遊山道「くろもり館」
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字深谷町字矢倉山1-
26
TEL:0173-79-2009

十二湖
（津軽国定公園）

深浦町

　津軽国定公園「十二湖」を代表する名湖である「青池」は、十二湖の33の湖沼の中でも
一番人気で、青インクを流し込んだように真っ青な湖水を湛えています。じっと見ている
と、吸い込まれそうなほど美しく神秘的。陽光と見る角度によって千変万化する幻想の世
界が広がります。面積975㎡、最大深度9m。

■交通アクセス
JR十二湖駅から車で約15分
■関連ウェブサイト
深浦町ホームページ
http://www.town.fukaura.lg.jp/
◎お問い合わせ先
深浦町役場観光課
青森県西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢84-2
TEL:0173-74-2111、 FAX:0173-74-4415
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■■■■主主主主なななな半島資源半島資源半島資源半島資源

【自然・景観資源】
名　称 写　真 所在地 特　徴 備　考

白神山地「白神岳」
（世界自然遺産）

深浦町

　広大な白神山地の中で「白神」の名がつく山は、最高峰の「向白神岳（標高1,250m）」と
主峰「白神岳（標高1,235m）」の二山のみ。白神山地の象徴的な山である「白神岳」は、
200万年前頃からの海底隆起によって形成されました。山頂からは、核心地域の雄大な
景色を見ることができ、白き神々の座を背にできることは、この上ない幸運といえます。
　JR五能線白神岳登山口駅からの登山道があります。

■アクセス
JR白神岳登山口駅下車
■関連ウェブサイト
深浦町ホームページ
http://www.town.fukaura.ｌｇ.jp/
◎お問い合わせ先
深浦町役場観光課
青森県西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢84-2
TEL:0173-74-2111、 FAX:0173-74-4415

中央アップルモール 板柳町

　市街地に不足する歩行空間・憩いと集いの空間を確保するため、ふるさとセンターから
約2.1kmの区間を整備した緑道で、「りんごの路・水の道、歴史と文化の途」をテーマに
「日本一のりんごの里づくり」を目指した自然のミュージアムです。

■交通アクセス
JR板柳駅から徒歩で約5分
■関連ウェブサイト
津軽なび
http://www.tsugarunavi.jp
◎お問い合わせ先
板柳町役場建設課
青森県北津軽郡板柳町大字板柳字土井239-3
TEL：0172-73-2111、 FAX：0172-73-2120

津軽富士見湖
（廻堰大溜池）

鶴田町

　津軽富士見湖（廻堰大溜池）は、春の増水期には1,100万ｔ（東京ドーム9杯分）（かんが
い面積393ha）の貯水量を有し、このうち木造新田地方の補給用水として566万ｔ（補給面
積6,500ha）をかかえ、水深約7m、満水面積281.28ha（東京ドーム60個分）と県内でも人造
湖としては最も大きな貯水湖であり、西津軽一円の農業にとって欠くことのできない重要
な役割を果たしています。周囲11kmのうち堤の延長4,178.44m、堤高7.08mは他に例がな
く、ことに堤長に関しては日本一であります。そのうえ大溜池の中に壮大な岩木山を映す
様はまさに『津軽富士見湖』の愛称どおり”美”そのものです。

■交通アクセス
JR陸奥鶴田駅から車で約15分
■関連ウェブサイト
鶴田町ホームページ
http://www.town.tsuruta.aomori.jp/
◎お問い合わせ先
鶴田町役場産業観光課
青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字早瀬200-1
TEL：0173-22-2111、 FAX：0173-22-6007

鶴の舞橋 鶴田町

　岩木山の雄大な山影を湖面に美しく映す津軽富士見湖。
　その伝説に満ちた優美な湖面に美しい姿を映す鶴の舞橋。
　全長300mのこの橋は、三連太鼓橋では日本一長い木橋であり、そのぬくもりたっぷり
の優しいアーチは、鶴と国際交流の里・鶴田町の魅力となっています。

■交通アクセス
JR陸奥鶴田駅から車で約15分
■関連ウェブサイト
鶴田町ホームページ
http://www.town.tsuruta.aomori.jp/
◎お問い合わせ先
鶴田町役場産業観光課
青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字早瀬200-1
TEL：0173-22-2111、 FAX：0173-22-6007
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【自然・景観資源】
名　称 写　真 所在地 特　徴 備　考

大沢内
おおざわない

ため池 中泊町

　大沢内ため池は、餌場とするサギやキジ等を多く見かけることができます。水域はヒ
シ、エゾノミズタデ等の大群落、周辺にはブナやミズナラを中心とした自然林があります。
遊歩道に沿って森の中を歩いていくと、思いがけない自然の面白さがいっぱい。遊歩道
散策で疲れたら、平成の名水100選に選ばれた湧つぼのおいしい水を飲みながらベンチ
で一休み。みんなで楽しめる公園です。

■交通アクセス
津軽鉄道大沢内駅から徒歩で約10分
■関連ウェブサイト
中泊町ホームページ
http://www.town.nakadomari.lg.jp/
◎お問い合わせ先
中泊町役場水産観光課
青森県北津軽郡中泊町大字小泊字小泊488
TEL：0173-64-2111、 FAX：0173-64-3722

権現崎
ごんげんざき

（津軽国定公園）

中泊町

　中泊町の西端、日本海に悠然と突き出た標高229mの崎。漁業が盛んな小泊地域のシ
ンボルであり、北と南に一基ずつ灯台を備え、崎のいただきには豊漁と漁師の無事を祈
る神社が建立されています。頂上からは、北海道・岩木山･十三湖などの壮大なパノラマ
景色を楽しめます。

■交通アクセス
津軽鉄道津軽中里駅から車で約40分
■関連ウェブサイト
中泊町ホームページ
http://www.town.nakadomari.lg.jp/
◎お問い合わせ先
中泊町役場水産観光課
青森県北津軽郡中泊町大字小泊字小泊488
TEL：0173-64-2111、 FAX：0173-64-3722
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