
地図 http://goo.gl/maps/IQ9ZH

名称 男鹿半島の最北端　北緯40度モニュメント

写真添付

場所 男鹿市北浦入道崎地内

紹介文
日本海が一望でき「大地」と「海」と「空」がダイナミックに出会う景観を体験させてくれる。ま
た、北緯40度の北京、マドリード、ニューヨークなどの異国の地へのロマンをかき立ててくれ
る。日本海へ沈む夕日。時間を刻むにつれて真っ赤に色を変えていく様は感動もの。

種別 ④自然眺望 データＮＯ 32

ふりがな おがはんとうのさいほくたん　ほくい４０どもにゅめんと



地図 http://goo.gl/maps/8MCQ6

名称 寒風山からの八郎潟と日本海

写真添付

場所 男鹿市脇本富永地内

紹介文
男鹿半島のランドマークで、標高は355mとそれほど高くないが、山全体が美しい緑の芝生
に覆われており、周囲の眺望は抜群。天気が良ければ鳥海山、太平山、能代火力発電所
などを見ることができ、すばらしい。

種別 ④自然眺望 データＮＯ 33

ふりがな かんぷうざんからのはちろうがたとにほんかい



地図 http://goo.gl/maps/28UHB

名称 桜島海岸

写真添付

場所 男鹿市戸賀加茂青砂地内

紹介文
ここは男鹿で数少なくなった松の木が崖の縁まで生い茂っていて、陸と海が織りなす変化
に富んだ景観美にふれることができます。

種別 ④自然眺望 データＮＯ 34

ふりがな さくらじまかいがん



地図 http://goo.gl/maps/adXB1

名称 荘厳なたたずまいの五社堂

写真添付

場所 男鹿市船川港本山門前地内

紹介文
ブナやナラに囲まれて建つ五社堂には、５体のなまはげが祀られ、中央堂内厨子は国の重
要文化財に指定されています。鬼が築いたといわれる天然石の階段も見ものです。

種別 ①建築物・工作物 データＮＯ 35

ふりがな そうごんなたたずまいのごしゃどう



地図 http://goo.gl/maps/IQ9ZH

名称 入道崎・鹿落とし

写真添付

場所 男鹿市北浦入道崎地内

紹介文
寒風山の雄姿が海面にくっきり浮かんで見えます。右手には切り立つ断崖「鹿落とし」が
迫っています。この岬名は江戸時代に畑を荒らした鹿を農漁民がここまで追い込み、退治
したことからきています。

種別 ④自然眺望 データＮＯ 36

ふりがな にゅうどうざき・ししおとし



地図 http://goo.gl/maps/UaJPE

名称 船越海岸

写真添付

場所 男鹿市船越一向地内

紹介文
秋田港から天王そして生鼻崎の脇本城と男鹿半島南部までの景観が格別です。

種別 ④自然眺望 データＮＯ 37

ふりがな ふなこしかいがん



地図 http://goo.gl/maps/8MCQ6

名称 雲海（寒風山山頂より眞山本山を望む）

写真添付

場所 男鹿市脇本富永地内

紹介文
ヤマユリを撮りに行き、偶然雲に出会いシャッターを押しました。年に一回あるかないかの
偶然に出会うことができました。

種別 ④自然眺望 データＮＯ 38

ふりがな うんかい（かんぷうざんさんちょうよりしんざんほんざんをのぞむ）



地図 http://goo.gl/maps/P7HUN

名称 男鹿の棚田

写真添付

場所 男鹿市内

紹介文
なまはげライン沿いに見える棚田。四季折々の風景が楽しめる。最初に見たときはびっくり
した。

種別 ④自然眺望 データＮＯ 39

ふりがな おがのたなだ



地図 http://goo.gl/maps/G3s0U

名称 五城目北ノ又　ネコバリ岩

写真添付

場所 南秋田郡五城目町馬場目沢国有林内

紹介文
清流の中にある高さ約6ｍの巨岩の上に、何本もの巨木が根を張って、あたかも小さな森
のように立っています。その木々の根が波のように張って、しまいには地面とつながってい
ることから「ネコバリ（根古波離）岩」と名付けられました。映画「釣りキチ三平」での、渓流
シーンのロケ地として知られています。

種別 ④自然眺望 データＮＯ 41

ふりがな ごじょうめきたのまた　ねこばりいわ



地図 http://goo.gl/maps/G3s0U

名称 新緑の中の日本の原風景（五城目町北ノ又）

写真添付

場所 南秋田郡五城目町北ノ又地内

紹介文
「日本のこころの原風景」ここにありと感じられる農村の田植え頃の風景である。映画「釣り
キチ三平」の「三平の家」にもかやぶき民家が選ばれた。とにかくホッとする瞬間がたまらな
い。

種別 ④自然眺望 データＮＯ 43

ふりがな しんりょくのなかのにほんのげんふうけい（ごじょうめまちきたのまた）



地図 http://goo.gl/maps/LeyDR

名称 三倉鼻公園からの夕日

写真添付

場所 南秋田郡八郎潟町真坂三倉鼻地内

紹介文
男鹿半島の新山と寒風山がちょうど重なって見えるところで、八郎湖に映る夕日もきれい
だ。

種別 ④自然眺望 データＮＯ 44

ふりがな みくらはなこうえんからのゆうひ



地図 http://goo.gl/maps/Hbx7B

名称 錦秋の法体の滝

写真添付

場所 由利本荘市鳥海町百宅地内

紹介文
紅葉の時期に撮影。展望台より撮影したが、ちょうど太陽の傾きで全体が紅葉に染まる形
になりました。

種別 ④自然眺望 データＮＯ 49

ふりがな きんしゅうのほったいのたき



種別 ④自然眺望 データＮＯ 51

ふりがな ひおうぎあやめとちょうかいさん（やしまはらいがわ）

地図 http://yahoo.jp/yx0AeR

名称 ヒオウギアヤメと鳥海山（矢島祓川）

写真添付

場所 由利本荘市鳥海山五合目祓川地内

紹介文
鳥海山や草紅葉が見事な標高1,180ｍの祓川・竜ヶ原湿原。竜ヶ原湿原は環境省が選定し
た日本の重要湿地５００の一つ、鳥海山の登山ルート･矢島口の車道終点、五合目･祓川に
ある高層湿原です。駐車場から５分ほど歩くと祓川ヒュッテやキャンプ場､展望台などがあ
り、湿原はヒュッテのすぐ前です。珍しい植物も含め、多くの高山植物が見られます。湿原
の散策路を進むと冷泉の湧く池があり、昔は登山者が祓川神社に祈願してここで身体を浄
めて登山したといいます。



種別 ④自然眺望 データＮＯ 52

ふりがな ほうじょうのうみ（みのりのあきとゆりこうげんてつどう）

地図 http://goo.gl/maps/aF80m

名称 豊饒の海（稔りの秋と由利高原鉄道）

写真添付

場所 由利本荘市東鮎川地内　由利高原鉄道沿線

紹介文
由利高原鉄道鮎川駅を発った列車「おばこ号」は、稲穂が揺れる圃場の只中を進む。「稔
り」の季節をこれほど見事に魅せてくれる景観は他にないだろう。地元の鉄道と季節の情景
が融合しており、絵のような景観が広がっている。



種別 ④自然眺望 データＮＯ 53

ふりがな きょうめんにうつるれいほうちょうかい（おおやちいけ）

地図 http://goo.gl/maps/H3ZSq

名称 鏡面に映る霊峰鳥海（大谷地池）

写真添付

場所 由利本荘市南由利原地内

紹介文
カヌーの練習場所としての大谷地。早朝の静けさの中で国体開催を待つプラットホーム（カ
ヌー）。感じてた沼に引き込まれそうな雰囲気で鳥肌が立ちそうでした。



種別 ④自然眺望 データＮＯ 54

ふりがな ししがはなしつげんの「でつぼ」

地図 http://goo.gl/maps/buiGO

名称 獅子ヶ鼻湿原の「出つぼ」

写真添付

場所 にかほ市象潟町横岡中島台地内

紹介文
中島台レクリエーションの森から遊歩道を40分ほど歩くとあります。別名「熊の水のみ場」。
豊富な水量と、多種多様のコケ類が密生しています。



種別 ④自然眺望 データＮＯ 56

ふりがな もとたき

地図 http://goo.gl/maps/AmqBK

名称 元滝

写真添付

場所 にかほ市象潟町関地内

紹介文
幅30mの岩肌一帯から湧き流れ落ちる伏流水は、マイナスイオンたっぷりで涼感満点で
す。斜面に張り付いたコケの緑と飛沫の白が目に鮮やかに映ります。



種別 ④自然眺望 データＮＯ 57

ふりがな なそのしらたき

地図 http://goo.gl/maps/QT4sW

名称 奈曽の白滝

写真添付

場所 にかほ市象潟町小滝字奈曽沢大ヒド地内

紹介文
国指定天然記念物。伝統芸能チョウクライロ舞で知られる金峰神社の石段を下りると現れ
ます。高さ26m、幅11mある滝は水の豊かさを実感させてくれます。



種別 ④自然眺望 データＮＯ 58

ふりがな はるのちょうかいさん

地図 不明

名称 春の鳥海山

写真添付

場所 にかほ市象潟町地内

紹介文
田植え時期、田に水が張られた水面に、影鳥海を見ることができます。



種別 ④自然眺望 データＮＯ 59

ふりがな ちょうかいさんとしょかのにかほこうげん

地図 http://goo.gl/maps/OhLcr

名称 鳥海山と初夏の仁賀保高原

写真添付

場所 にかほ市仁賀保高原地内

紹介文
鳥海山の裾野、標高500mに広がる広大な草原。南に鳥海山、西に日本海と360度の大パノ
ラマが広がり、大自然を満喫できます。



種別 ④自然眺望 データＮＯ 91

ふりがな しろいせかいちかしの「ふじくらすいげんち」

地図 http://yahoo.jp/rXq32f

名称 白い世界近しの「藤倉水源地」

写真添付

場所 秋田市山内字上台地内

紹介文
四季を通じて訪れる地で、いまも昔と変わらず流れる水の音、鳥のさえずりなど、無言で先
人たちの努力を今に伝えるこの地を次代へ引き継ぎたい遺産だと思う。（Ｈ１９、１０月百周
年、国の重要文化財）



種別 ④自然眺望 データＮＯ 93

ふりがな ふのしのたきふうけい

地図 http://yahoo.jp/DTrFv5

名称 伏伸の滝風景

写真添付

場所 秋田市河辺岩見字鵜養地内

紹介文
「伏伸の滝」は、新緑時は清涼感に包まれ、秋は鮮やかな紅葉に彩られ、冬は水墨画を思
わせる風情を漂わせています。



種別 ④自然眺望 データＮＯ 94

ふりがな うようしゅうらくのせきのあるふうけい

地図 http://goo.gl/maps/2xj0t

名称 鵜養集落の堰のある風景

写真添付

場所 秋田市河辺岩見字鵜養地内

紹介文
今では環境の整備や安全対策などにより堰に蓋をされ、ほとんどが見られなくなった堰の
風景である。鵜養集落では、それぞれの家の前を堰が流れ、現在も野菜などの洗い場とし
て利用され生活に密着している。



種別 ④自然眺望 データＮＯ 95

ふりがな たかおさんからのながめ

地図 http://goo.gl/maps/2SD6u

名称 高尾山からの眺め

写真添付

場所 秋田市雄和女米木字高麗沢７６－１地内

紹介文
高尾山荘からの眺めは、田園風景と曲がりくねった雄物川が広がり、遠くには奥羽山脈を
見ることができます。春は新緑にあふれ、秋には田んぼが黄金色に染まり、季節ごとに情
緒があります。



種別 ④自然眺望 データＮＯ 210

ふりがな はるのしぜんさんさくどう

地図 http://goo.gl/maps/oj7S8

名称 春の自然散策道

写真添付

場所 秋田市添川　旭川堤防右岸

紹介文
旭川の清流、添川の河川公園の堤に咲く桜。



種別 ④自然眺望 データＮＯ 349

ふりがな みさきかいがん

地図 http://goo.gl/maps/mSLQX

名称 三崎海岸

写真添付

場所 にかほ市象潟町小砂川三崎地内

紹介文



種別 ④自然眺望 データＮＯ 350

ふりがな なそけいこく

地図 http://goo.gl/maps/sk7ew

名称 奈曽渓谷

写真添付

場所 にかほ市象潟町字横岡地内

紹介文


