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仙台

種差海岸遊歩道の基点でもあるビュースポット。まるで砦
のような雰囲気を持つ展望台からは太平洋が一望でき
る。周辺には遊歩道が整備され、6月中旬～7月中旬に
かけて咲き乱れるハマナスなどを眺めながらの散策もおす
すめだ。また、展望台ふもとにある売店ではソフトクリーム
が人気。

　葦毛崎展望台
岬の展望台から太平洋を望む

国の天然記念物に指定されているウミネコの繁殖地。島
の入口には真っ赤な鳥居があり、商売繁盛と海の守り神
として蕪嶋神社が祀られている。繁殖期の3～8月は数万
羽のウミネコが島を埋め尽くし、運が良ければ？「ウミネコ
爆弾」と言われる糞に当たることも。そのため糞除けの傘も
無料貸出している。

　蕪島
ウミネコが舞う信仰の島

1775年創業の酒蔵。青森県の米と酵母、地元の仕
込み水にこだわり、主力ブランドである芳醇旨口
タイプの「陸奥八仙」と、辛口の「陸奥男山」を造っ
ている。酒蔵見学も行っており、文化庁登録有形
文化財や八戸市景観重要建造物に指定された6つ
の建造物は必見。試飲も可（有料）。

八戸酒造
港町の日本酒文化を知る

荒 し々い磯浜や白砂と松原など、さまざまな表情を見せる
海岸線が蕪島から階上町までの約14kmにわたって続
く。代表的な景観として知られる種差天然芝生地は、波
打ち際まで天然の芝生が広がり、開放感抜群。初夏か
ら秋にかけては季節の花々が彩りを添える。国の名勝に
指定されている。

　種差海岸
変化に富んだ海岸線が続く

高さ200mの断崖と荒波の浸食で形成された大小さま
ざまな奇岩、怪石、洞窟が約8kmにわたって続くダイナ
ミックな海岸線。晴れた日だけでなく、断崖が靄（もや）に
隠れる雨天時の景色も息をのむ美しさ。展望台から断
崖直下まで736段の階段があり、波打ち際まで下りること
ができる。

　北山崎
日本一と称される壮大な海岸線

宮古を代表する景勝地。江戸時代、宮古の霊鏡和尚
が「さながら極楽浄土のごとし」と感嘆したことから名付け
られた。鋭くとがった白い流紋岩が林立し、松の緑、岩肌
の白、海の群青が美しいコントラストを描く。季節ごとに表
情が移り変わり、冬に雪化粧をした景色も風情がある。

　浄土ヶ浜
極楽のような美しい海岸

大小260ほどの島 が々浮かぶ松島。その景観の美しさを
間近で見ることができるのが、松島湾クルージングだ。発
着は、JR松島海岸駅近くの乗船所。コースは約50分で
さまざまなルートがあり、双子島、千貫島などユニークな形
の島 を々巡る。ベレー帽をかぶりタバコをくわえているよう
な形の「仁王島」は必見。

　松島遊覧船周遊コース
松島観光ならマストのアクティビティ

約300年の歴史と伝統を誇る八戸地方最大のお祭
り。町の安泰や豊作を祈願し、豪華絢爛な27台の
山車絵巻をはじめ、神輿、虎舞、神楽などの神社行
列が一斉に中心街を練り歩く姿は圧巻。国の重要
無形文化財に指定されているほか、平成28年12月
にはユネスコ無形文化遺産に登録された。

八戸三社大祭
青森を代表する祭りの一つ

畳敷きの日本情緒あふれる屋形船で八戸港を遊
覧。漁港や工業港など刻々と変わる港の風景はも
ちろん、蕪島の近くではウミネコの餌付けも楽し
める。10名以上のグループには料理付きプランが
人気。八戸港の夜景とともに地元の新鮮な魚介類
や野菜を使った料理と地酒が味わえる。乗船のみ
のプランもあり。

　八戸屋形船新井田丸
屋形船で八戸港を遊覧

巨釜の「折石」は、波の浸食でできた高さ16m幅3mの
大理石の石柱。荒 し々く白波が立つ海の中にダイナミッ
クにそびえる。半造でも、岩の上でトドが体を休めていたと
いう「トド岩」や、浸食によって岩に開いた穴に海水が流
れ込む「トンネル岩」など、たくさんの奇岩が見られる。

　巨釜半造
リアス式海岸の力強い景観美

JR女川駅から海に向かって整備されたレンガみ
ちに沿って、飲食店、ミニスーパー、小売店など35
のショップが並ぶ商業施設。最も海に近い建物
は、「ハマテラス」という名の観光物産施設。鮮魚
や水産加工品の販売や、旬の魚介類が食べられる
飲食店などが並び、海を見ながら買物や食事が楽
しめる。

　シーパルピア女川
女川駅前の観光物産拠点

「仮面ライダー」「サイボーグ009」を描いた萬画
家・石ノ森章太郎の作品を展示・紹介。館内ではオ
リジナルアニメの上映や、歴代仮面ライダーのマ
スク、原画などを展示する。宇宙船のような建物
は川の中州にあり、地形がニューヨークのマン
ハッタンに似ていることから「マンガッタン」と
呼ばれる。 

　石ノ森萬画館
石ノ森章太郎のミュージアム

牡鹿半島の突端にある離島「金華山」の中腹にあ
る神社。約1270年前に日本ではじめて金が産出し
たことを祝して創建された神社であり、金運、開
運の神として信仰を集めている。「3年続けて参拝
すると一生お金に不自由しない」と言われてお
り、多くの参拝客が訪れる。

金華山黄金山神社
金運、開運の神として有名

瑞巌寺

1609年に伊達政宗が5年の歳月をかけて完成させ
た伊達家の菩提寺。国宝である本堂内部の各室を
飾る、復元模写された壮麗な襖絵や、伊達家関連
の資料を展示している宝物館などが見学できる。
日曜や祝日には、ボランティアによる境内の英語
ガイドも行われる。

政宗が完成させた伊達家の菩提寺

海上安全や安産守護、武運長久の神として信仰さ
れる。境内は小高い丘の上にあり、国指定重要文
化財の本殿や拝殿のほか、松島湾を一望する景色
も見られる。門前町と境内を結ぶ202段の表参道
も趣深い。5月上旬頃には、花弁が約40～50片もあ
る大輪の鹽竈ザクラが咲くことでも有名。

鹽竈神社
奥州一之宮として信仰を集める

仙台を400年前に治めた戦国武将・伊達政宗の居
城跡。再建された石垣が往時をしのばせる。本丸
跡には伊達政宗の騎馬像が立ち、仙台市中心部の
街並みも一望できる。仙台市観光シティループバス
「るーぷる仙台」の利用が便利。

仙台城跡
伊達政宗の騎馬像が街を見守る

9,900㎡の延床面積に約100基の水槽群を持ち、日
本はもとより世界の個性的な生き物を展示。三陸
の海を再現した巨大水槽や、ペンギンやオタリア
とのふれあい体験、イルカやアシカのパフォーマ
ンスなど、見どころも充実している。水族館の裏
側を飼育スタッフと探検するバックヤードツ
アーも人気

　仙台うみの杜水族館
多彩な海の生き物に出会える

東日本大震災を知り学ぶための場であるととも
に、津波により大きな被害を受けた仙台市東部沿
岸地域への玄関口としての役割を担う。震災被害
や復興状況を伝える常設展と、地域の暮らし・記
憶を通して震災を伝える企画展のほか、震災を語
り合うワークショップや周辺を巡るフィールド
ツアーも実施。

　せんだい3.11メモリアル交流館
震災の記憶を未来へ、世界へ

福島県浜通り北部の3つの神社による祭礼で、国
の重要無形民俗文化財に指定。毎年7月末の土・
日・月曜の3日間にわたり、甲冑を身にまとった騎
馬武者が戦国時代絵巻を繰り広げる。ハイライト
は2日目、雲雀ヶ原祭場地で行われる甲冑競馬と
神旗争奪戦。勇壮な姿で疾走する騎馬武者の迫力
に圧倒される。

相馬野馬追
500余騎の騎馬武者が疾走する

琥珀の産地として有名な久慈市にある琥珀専門
の博物館。世界各国の琥珀をはじめ、巨大原石や
昆虫入り琥珀、工芸品など、琥珀の歴史や魅力を
紹介。注目は岩手県で発掘された約8,700万年前、
世界初・世界最古の「鳥類羽毛の後羽（こうう）」化
石。琥珀採掘やアクセサリー作り体験（有料）もで
きる。

　久慈琥珀博物館
日本唯一の琥珀の博物館

ガイドの案内で防波堤に上り、田老地区の災禍の
記録や教訓を学ぶ1時間のコース。高さ17mを超す
大津波が4階まで襲った「たろう観光ホテル」６階
から撮影した貴重な津波映像は津波の威力を見
せつける。避難路を歩き、奇岩そびえる山王岩を
見学する2時間コースもある。予約制。

　学ぶ防災
田老地区で防災を学ぶ

日本三大鍾乳洞の一つに数えられ、国の天然記念物に
指定されている。洞内の総延長は知られているところで
3,600m。そのうち700mを公開中。悠久の歴史が生みだ
した鍾乳石や世界有数の透明度を誇る青い地底湖な
ど、地球の神秘を体感できる。途中にはハート型に見える
空間もある。

　龍泉洞
幻想的な景色が広がる巨大鍾乳洞

釜石湾を一望する高台に立つ高さ48.5mの魚籃観
音像。手に魚を抱く魚籃観音は人々を救うために
様々な姿となって表れる三十三観音の一つ。中に
展望台がありリアス海岸を眺められるほか、三十
三観音と七福神を祀っている。外には「恋人の聖
地」に選ばれた「願いの鐘」もある。

　釜石大観音
半島に立つ大観音像

碁石海岸は大船渡湾に突き出た末崎半島の東南
約6kmにわたる。小型漁船に乗り、時に波しぶきを
浴びながら奇岩や巨岩、断崖が続く海岸を巡るク
ルージングは迫力満点。波の浸食により３つの穴
が開いた「穴通磯」をくぐり抜けると幸せになれ
るとも言われている。団体は前日まで要予約。

　碁石海岸穴通船
スリリングな船旅に出発

陸前高田の過去、現在、未来がわかるツアー。メイ
ンコースでは専門のコーディネーターの案内で
奇跡の一本松や震災遺構である旧道の駅TAPIC、
防波堤工事など復興現場の最前線を見学する。所
要約90分。予約制。最小催行人員10名。

　マルゴト陸前高田復興最前線ツアー
陸前高田の過去・今・未来を知る

釜石市根浜海岸の近くにあり、三陸の海の幸を味
わえる旅館として評判。東日本大震災では２階ま
で津波被害に遭ったが、10カ月後に営業を再開。
津波に襲われながらも奇跡的に助かった宿の女
将が、毎日宿泊客に向けて津波の経験と教訓、釜
石への想いを語る。

　宝来館（震災学習プログラム）
大津波について女将が語る
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自 然 景 観

創建は842年、東北開拓・産業開発の大神として創建
され、現在は衣食住の神 を々祀る。平泉の奥州藤原
家、仙台藩主伊達家などの要人から篤い崇敬を受け
た。境内には社殿や唐門の他に、全国でも珍しい馬専
門の博物館「馬事博物館」があり、馬具や彫刻など、馬
に関する歴史資料が展示されている。

竹駒神社
日本三稲荷に数えられる神社

歴 史 文 化

津波浸水エリアをバスで巡る

　語り部バス

約800種13万点の生物を展示する水族館。2～4階
に吹き抜ける大水槽では、トンネルを通りながら
マイワシやカツオの迫力ある泳ぎを観察できる。
熱帯アジアを再現したコーナーや、トドなどの大
型ほ乳類、深海生物の展示コーナーのほか、チン
アナゴなどを展示する「サンゴ礁の海」コーナー
も人気だ。

　アクアマリンふくしま
自然を体感できる水族館

体験・アクティビティ

東日本大震災で被災した三陸鉄道は被災地の復
興のシンボルとして2014年4月に全線開通した。
「震災学習列車」は沿線の現状を見て、聞いて、感
じて防災を学ぶスタディツーリズム。被災状況が
わかる場所に一旦停車または徐行運転をしなが
ら、三陸鉄道社員または沿線住民が車内で震災の
状況などを案内する（予約制）。

　三陸鉄道震災学習列車
列車に乗って学ぶ東日本大震災

町内の家屋が津波の被害を受けた南三陸町。語り
部バスは、その津波の爪痕を見学し、震災風化の
防止と防災意識を高めてもらうことを目的とし
ている。バスツアーは約60分で、浸水エリアを視
察。地元ガイドも同乗し、自身の体験談や震災か
ら得た教訓を伝える。英語や中国語（繁体字）での
ガイドも可能。予約制。

東日本大震災の大津波で約7万本ともいわれる高
田松原が流失したが、奇跡的に1本だけが残り、
「奇跡の一本松」と呼ばれ親しまれてきた。その後
海水の影響で枯死したため、震災を後世に伝える
モニュメントとして保存されている。日没から
21:00頃まで毎日ライトアップされる。

　奇跡の一本松
陸前高田の復興のシンボル

東日本大震災時、児童や教職員、地域住民が避難
し、2階まで津波が押し寄せた荒浜小学校を震災
遺構として公開。校舎内では地震発生から避難、
津波襲来、救助に至るまでの経過を写真や映像で
展示し、津波の威力や脅威を伝えている。屋上か
らは今もなお進む復旧・復興工事の様子を見るこ
とができる。

　震災遺構仙台市立荒浜小学校
被災時のありのままの姿で建つ

復興ツーリズム

JR鮫駅より徒歩約5分 ＪＲ八戸線鮫駅より徒歩約40分 JR種差海岸駅より徒歩約5分 三陸鉄道田野畑駅より車で約10分 

JR盛岡駅よりバス、三陸鉄道小本駅よりバス JR宮古駅より車で約10分 JR気仙沼駅より車で約30分 JR松島海岸駅より徒歩約5分

JR陸奥湊駅より徒歩約15分 JR久慈駅より車で約10分 JR・三陸鉄道釜石駅からバスで約10分 JR・三陸鉄道盛駅より車で約30分

JR女川駅より徒歩約1分 JR石巻駅より徒歩約12分 JR中野栄駅より徒歩約15分 常磐自動車道いわき湯本I.Cより車で約20分、JR泉駅よりバス

JR・三陸鉄道釜石駅から車で約20分 JR大船渡線BRT「奇跡の一本松駅」より徒歩約1分北リアス線：久慈駅⇔田野畑駅／南リアス線：盛駅⇔釜石駅 三陸鉄道北リアス線　田老駅より徒歩約19分

大船渡線BRT　奇跡の一本松駅より徒歩1分 気仙沼線BRT　陸前戸倉駅より送迎バス約3分 仙台市地下鉄東西線荒井駅構内 仙台市地下鉄東西線荒井駅よりバス

JR陸奥湊駅より徒歩約5分 女川港より船で約35分、または鮎川港より船で約20分開催日：7月31日~8月4日／JR本八戸駅より徒歩約8分 JR松島海岸駅より徒歩約5分

JR本塩釜駅より徒歩約15分 JR仙台駅よりバス JR岩沼駅より徒歩約20分 開催日：７月最終土曜日から３日間／JR原ノ町駅より徒歩約25分
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至 北海道

至 東京

「種差海岸」をはじめとする変化に富んだ
海岸線はトレッキングで人気。
酒蔵見学や屋形船、横丁めぐりなど、
街歩きも色々楽しめます。

八戸・階上エリア

「北山崎」「浄土ヶ浜」などリアス海岸の
ダイナミックな景観が見どころ。
様々なアクティビティでアドベンチャー気分
が満喫できます。

久慈・宮古エリア

復興へ新たな街づくりが進むエリア。
教訓を次世代につなぐプログラムも豊富です。
自然、食、文化等、街ごとに異なる個性が楽しめます。

釜石・大船渡・陸前高田エリア

日本屈指の漁港を抱える漁業エリア。
ここで味わう新鮮な魚介のおいしさは格別です。
「石ノ森萬画館」猫の島「田代島」など
ユニークな見どころも満載。

気仙沼・南三陸・石巻エリア

仙台城跡から伊達政宗の騎馬像が見守る東北最大の都市「仙台」で、
買物や街歩きを満喫したら、少し足を延ばして日本三景「松島」へ。
島々が織り成す絶景や史跡巡りが楽しめます。

仙台・塩釜・松島エリア

東北の空の玄関口「仙台国際空港」があるのは
名取・岩沼。亘理・山元では「はらこ飯」や「ほっき飯」といった
名物料理や「いちご狩り」も楽しめます。

名取・岩沼・亘理・山元エリア

騎馬武者たちが割拠する勇壮な「相馬野馬追」で知られるのが南相馬エリア。
東北太平洋沿岸の南端にあたるいわきには「アクアマリンふくしま」
「スパリゾートハワイアンズ」など、遊べる施設が揃っています。

南相馬・いわきエリア

写真提供:瑞巌寺
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