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２ 馬仙峡 

■男神岩・女神岩（展望台） 

国内最大級の夫婦岩。展望台から

の眺めは絶景 

https://goo.gl/nQRCLS  

■明神ケ淵 

男神岩の浮気に悲しんだ女神岩が

身投げしたという伝説のある淵 

https://goo.gl/WkwVyK   

■大崩崖 

荒々しい岩肌が見所。太古の

海底火山隆起の跡とも 

https://goo.gl/z2XK0u   

 

 
 

 

３ 折爪岳 

■折爪岳山頂展望台 

標高 852m の折爪岳山頂付近。太

平洋側と内陸部両方の眺望が可能 

https://goo.gl/RXwZbJ 
 

■折爪岳森林公園 

自然公園センター、もりの学び舎

など自然学習エリア。ヒメボタル

散策もこちらから 

https://goo.gl/2e2YEm  
 

■折爪五滝（オドデ様の像） 

折爪岳中腹にある連続する５つの

滝。それぞれに名前あり。 

https://goo.gl/YZDCvc  

 

 
 

 

４ 稲庭岳 

■稲庭岳（登山口） 

標高1,078mの二戸地域の最高峰。

四季折々の美しさを体感 

https://goo.gl/XCGv2C  

■岩誦坊 

謎の和尚伝説が残る霊泉。ミネラ

ル分が豊富 

https://goo.gl/EexIRj  

 

５ 奥中山高原 

 

６ 雪谷川フォリストパーク 

■雪谷川ﾌｫﾘｽﾄﾊﾟｰｸ 

風車と 15 万本のチューリップ園

が壮観。５月上旬～中旬が見ごろ 

https://goo.gl/fLf1Ky  

■まちかど煉瓦館 

高い煙突が印象的な旧醤油工場 

https://goo.gl/4ZfCC4 

 

■煉瓦の旧酒蔵 

ジャズライブ等も行われる旧酒蔵 

https://goo.gl/oaguK5 
 

■県立軽米高校 

人気マンガ「ハイキュー！！」の

烏野高校のモデルとされる学校 

https://goo.gl/ilIrni  

 

■奥中山高原 

西岳の東側山麓に広がる高原。レ

タス、乳製品等の一大生産地 

https://goo.gl/VEsMkd   

■高森高原観光天文台 

標高 762mの場所にある天文台。

H25“星の見やすさ日本一”に 

https://goo.gl/Wg48Af   
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７ 天台寺 

 

８ 御所野遺跡 

 

９ 鳥越観音堂 

 

10 奥州街道１ 

 

11 奥州街道２ 

 

12 東北本線物語 

 

  

■天台寺 

古代最北の仏教の中心寺院。７月

上旬～下旬のあじさいが見事 

https://goo.gl/0A5uJx  

 

■御所野縄文公園 

世界遺産登録を目指す縄文遺跡。

学界の定説を覆す焼失家屋跡出土 

https://goo.gl/XzPfwO   

 

■鳥越観音堂 

鳥越山の断崖の洞窟ににそびえる

観音堂。慈覚大師創建伝説あり。 

https://goo.gl/VxpxHv   

■もみじ交遊舎 

鳥越名産の竹細工の技術伝承施

設。販売のほか製作体験も可能 

https://goo.gl/JAtL07  

■御堂・馬羽松一里塚 

盛岡から 10番目の一里塚。両塚が

現存（国指定史跡） 

https://goo.gl/xeRt5  

■旧中山一里塚 

畑の中に残る一里塚。西塚のみ現

存。（国指定史跡） 

https://goo.gl/5cLxB1  

■小繋一里塚（ヨノ坂入口） 

奥州街道屈指の難所「ヨノ坂」入

口から約 1.5km。西塚のみ現存 

https://goo.gl/v0mX9y 
 

■川底一里塚（旧街道入口） 

旧街道入口から 600m。往時の街

道の面影を色濃く残す。両塚が現

存。（国指定史跡） 

https://goo.gl/U06kX 
 

■浪打峠 

交叉層が美しい奥州街道随一の名

所。400m先に浪打峠一里塚あり。 

https://goo.gl/KVBSTb  

■旧朴舘家住宅 

江戸時代末期に建てられた県内最

大規模の茅葺住居 

https://goo.gl/4JPqdw  

■蓑ケ坂（入口） 

奥州街道一の難所。駕籠立場から

の眺望は絶景 

https://goo.gl/UT45pw  

 

 

■十三本木峠 

標高 450mの旧東北本線最高地点。

かつては三重連の SLが運行 

https://goo.gl/ONx3ko   

■鳥越トンネル 

入口３つで出口が２つの謎のトン

ネル。東北本線随一の難工事箇所 

https://goo.gl/XOkw0v  
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13 密  銭 

 

14 雑穀の里 

 

15 浄法寺漆 

 

16 二戸地域の食（※関連ホームページ） 

 

17 二戸地域のまつり 

 

18 座敷わらし 

 

  

■軽米町歴史民俗資料館 

たたら製鉄炉剥ぎ取り断面、密銭

の枝銭などを展示(12 月～３月は

冬季休館） 

https://goo.gl/2DJEAl 
 

■玉川鉄山跡 

江戸時代後期の八戸藩「大野六ケ

鉄山」の一つ。その奥には「せせ

らぎの森」という森林体験施設も 

https://goo.gl/C9aeYT 
 

■アワ・ヒエ畑（二戸高原農場） 

雑穀の無農薬栽培を行っている日

本有数の農場 

https://goo.gl/1tBQPJ   

■軽邑工房 

毎月２の付く日に「かっけ」「へっ

ちょこだんご」等の雑穀料理を提供 

https://goo.gl/3jtKkb  

■滴生舎 

漆器の製造・販売を行っている浄

法寺漆の殿堂。漆絵付体験も可能 

https://goo.gl/JipVsJ   

 

 

■二戸ぶっとべ 

ぶっとべが食べられる店とマップ

を掲載 

https://goo.gl/ZkUDgW   

■ﾌﾙｰﾂ観光ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾏｯﾌﾟ 

フルーツ収穫体験ができる主な農

園とマップを掲載 

http://goo.gl/EGRgg6  

■似鳥八幡宮神社 

２月中～下旬に行われる炎の祭典

「サイトギ」の舞台となる神社 

https://goo.gl/SeZ0zD 
 

■高清水稲荷神社 

8 月 16 日に行われるわら人形とせ

んべいのまつり「福田人形まつり」

の中心となる神社 

https://goo.gl/FAheuh 
 

■戸田地区（戸田小学校） 

10 月上旬に開催される戸田かぼち

ゃ祭りのメインイベント会場 

https://goo.gl/fkytTM 
 

■枋ノ木神社 

巨大な金勢様を祭る神社。８月に

とっこまつり、９月に金勢様まつ

りを開催 

https://goo.gl/uEvg9i 
 

■亀麿神社 

「緑風荘」敷地内にある亀麿を祀

る神社。宿泊者が連名で寄進 

https://goo.gl/qzjWUo   
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19 伊加古 

 

20 九戸政実 

 

 

21 相馬大作 

■蝦夷塚 

蝦夷の英雄伊加古を偲んで建てら

れた塚。伊加古ゆかりの石とされ

る。 

https://goo.gl/FFqWfn 
 

■アイヌ壇 

朝廷軍との戦闘で犠牲となった蝦

夷を祭る塚 

https://goo.gl/5nEau9 
 

■垂柳の滝 

４段に流れ落ちる美しい滝。脇に

は水神様の祠あり。 

https://goo.gl/S1SNhL  

■大萩野の藤 

大萩野公民館隣の庭いっぱいに広

がる見事な藤。５月上～中旬が見頃 

https://goo.gl/AP3TLA  

■九戸城跡（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞﾊｳｽ） 

戦国末期の北奥の英傑、九戸政実

の居城。東北最古の石垣も残存 

https://goo.gl/iAoYJ7   

■九戸神社 

九戸氏代々の戦勝祈願社。「政実」

の名が記された棟札を保管 

https://goo.gl/D3Qsyl   

■政実公首塚 

斬首された政実の首を、家臣が密

かに持ち帰り葬ったとされる塚 

https://goo.gl/AUMX7V   

 

 

■相馬大作演武場(兵聖閣)跡 

北方警護を想定し、門弟の鍛錬を

目的に作られた演武場跡。道が非

常に狭いので注意  

https://goo.gl/qOnZkD 
 

■二戸歴史民俗資料館 

相馬大作の紙の大砲を展示。ほか

にも相馬大作関連資料や日本最古

の酒自動販売機などを展示 

https://goo.gl/wwIfp4 
 

■相馬大作の墓（龍岩寺） 

墨田区回向院にあった相馬大作の

墓を大作ゆかりの龍岩寺に安置し

たもの 

https://goo.gl/lJ0Rdb 
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