佐 渡 観 光マップ
佐渡おすすめスポットへ、
行くっちゃ！観れっちゃ！楽しめっちゃ！

ドンデン山（タダラ峰）Dondenyama

正式名称はタダラ峰ですが、
3つの山を合
わせた高原一帯をドンデン山と呼んでい
ます。様々な花が咲き、放牧牛も姿を見せ
ます。
ハイキングやトレッキングもでき、
自
然を楽しめる人気のスポットです！

❶大野亀 Oonogame

二ツ亀と並んでミシュラン・グリーンガイド・
ジャポンに二つ星として掲載されている
大野亀。
トビシマカンゾウが50〜100万
本群生しており、黄色い花が咲き乱れる
5月下旬〜6月上旬が見頃です。

❷二ツ亀 Futatsugame

ミシュラン・グリーンガイド・ジャポンに二
つ星として掲載されています。
まるで2匹
の亀が並んでいるように見えます。透明
度の高い水を求めて夏には多くの人が海
水浴に訪れます。

❷
❶ ●
●
佐渡金山 Sado Kinzan

約400年の歴史を持つ日本最大の金山で
相川鉱山関係遺跡が
「佐渡金山遺跡」
とし
て国の史跡に指定されています。
江戸金山
絵巻
（宗太夫坑）
コースでは、
人形を使って
当時の採掘作業を忠実に再現しています。

佐渡奉行所跡 Sado Magistrate Site

北沢地区施設群 Kitazawa Flotation Plant

東洋一の浮遊選鉱場と謳われる金銀抽出
施設の跡地です。直径50mのシックナー
（泥鉱濃縮装置）
など、様々な施設あるそ
の風景はまるで映画の1シーンのようです。
廃墟好きの方にもオススメです！

1603年に建てられた佐渡奉行所。
1942
年の火事によって全てが焼失しましたが、
1994年に再度国の史跡に指定され、
保存
整備が進められ、
2000年に
「役所」
や
「白洲」
などの司法・行政の場が復元されました。

京町通り Kyomachi Street

相川金銀山と奉行所を結ぶメインストリー
トで、
「時鐘楼」
のある下京町から中京町、
上京町へと続きます。
かつては鉱山関係者
の住居や多くの商店が軒を並べた通りは、
今もなおその趣を感じることが出来ます。

Ishina
❸大佐渡石名天然杉 Oosado
natural cedar

石名天然杉は佐渡の強風と霧にもまれ、
こ
のような形になったと言われています。大
佐渡山地の天然杉林を楽しめる遊歩道が
整備され、一周一時間ほどの遊歩道では
樹齢200〜400年の天然杉を楽しめます。

❸
●
弁慶のはさみ岩 Benkei no Hasamiiwa

大きな岩と岩の間に、
すっぽりと挟まった岩。
弁慶が鬼と力比べをして投げたという一説
もあります。
「落ちない」
岩にあやかり、
受験
生などが落ちないように願掛けにくる人も。
はさみ岩越しに沈む夕日を眺めてみては？

尖閣湾 Senkakuwan Bay

大佐渡スカイライン Osado Skyline

●
ドンデン高原ロッジ

金井町から相川町にかけて尾根伝いに
延びる全長30㎞の大佐渡スカイライン
はパノラマの景色を四季を通じて楽しめ
ます。売店と展望デッキのある交流セン
ター「白雲台」
からの眺望は見事です。

国定公園、
日本渚百選に選定されていて
峡尖美はフィヨルドにも勝るとも劣らな
いと言われています。
絶景が楽しめる展望
台や海中を見られるグラスボートなどが
あり、
映画のロケにも使われています。

●
●

国分寺 Kokubun Temple

佐渡最古のお寺で、741年に聖武天皇の
詔で建立されました。雷火、火災で焼失
し、現在のものは1674年に再建されま
した。火災を免れた本尊の木造薬師如来
（国の重要文化財）
を安置されています。
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加茂湖

⓴尾畑酒造 Obata sake brewing

尾畑酒造は全国燗酒コンテスト2017お
値打ち熱燗部門・最高金賞受賞した
「真
野鶴」
の醸造元です。酒蔵見学ができ、試
飲試食販売も行なっています。
お酒の他
にもお菓子や酒粕も販売しています。

❹加茂湖 Lake Kamo

佐渡アウトドアベース
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妙宣寺 Myosen Temple

佐渡配流の日蓮に仕え、
法華経信者となっ
た遠藤為盛
（阿佛房日得上人）。
1278年、妻の千日尼と共に自宅を寺と
して開基しました。佐渡唯一の五重の塔
は国の重要文化財に指定されています。

❺トキのテラス Toki's Terrace

2019年夏オープン！野生のトキの観察
場所です。約10mの屋上まで階段であが
ると、東の両津湾から西の真野湾まで、
ト
キの餌場になっている広大な田んぼ、生
息する国仲平野が一望できます。
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大膳神社 Daizen Shrine

加茂湖は古くから歌にも読まれている、
風
光明媚で新潟県内一大きい湖です。湖面
に浮かぶ筏は牡蠣の養殖をしており、年
間約300トン水揚げされています。
この牡
蠣は癖が少なく食べやすいと評判です。

佐渡最古の茅葺屋根の能舞台です。国仲
四所の御能場の一つです。格式の高い舞
台として能以外には使わせなかったと言
われています。
また日輪が絵描かれている
舞台としても珍しく、
貴重な能舞台です。
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Nishimikawa
⓲佐渡西三川ゴールドパークSado
gold park

⓰お料理 あなぐち Anaguchi-tei

西三川砂金山にある佐渡西三川ゴールド
パークは、
上杉謙信の軍資金として大いに
役立った金山です。砂金採り体験や資料
の展示、売店等あります。
ついつい熱中し
てしまう砂金採り体験はいかがですか？

千石船船主の家だった建物を活用した
「あ
なぐち亭」
では、
千石船で越前から運ばれた
笏谷石の敷石や庭園が見られます。
佐渡食
材を使用したミニランチコースや、
佐渡のほ
かにないデザートもお楽しみいただけます。

⓳佐渡歴史伝説館 Sado historical museum

drum experience
⓱佐渡太鼓体験交流館 Sado
interchange hall

ハイテクを駆使して800年前の佐渡にタ
イムスリップ。
佐渡の歴史や伝説を等身大
のロボットが分かりやすく説明してくれる、
大人も子供も楽しめるミュージアムです。
お土産の売店やお食事処もあります。

鼓童文化財団が運営する
「鼓童村」隣接
エリアの高台にあります。
佐渡産の木材を
使用した温かみの溢れる建物で、太鼓体
験をはじめ、
さまざまな体験ができる施設
です。
手作の大太鼓も設置されています。

⓮宿根木 Shukunegi

島の最南端にある、
海に向かって開かれた
集落です。江戸時代〜明治時代にかけて
北前船稼業として発展。板壁の民家100
余棟が密集する町並みは重要伝統的建
造物群保存地区に選定されています。

⓯佐渡小木海岸 Sado Ogi coast

佐渡島の南部に位置する佐渡小木海岸は
古い火山活動により形成された変化に富む
景観で、
国の天然記念物とされている名勝で
す。
モーターボートで巡るエメラルドグリーン
の海はたらい舟発祥の地でもあります。

佐渡上陸後の世阿弥が立ち寄り
「金島書」
に記したゆかりの地。奈良の長谷寺を模
して建立され、境内には牡丹の花が多く
あり、
「花の寺」
としても有名です。
毎年5月
中旬には
「ぼたんまつり」
が開催されます。

⓬たらい舟 Washtub boats

佐渡と言えばたらい舟！漕ぎ手は地元の
お母さんで、
たらい舟体験もできます。上
手に漕げたら免許証
（有料）
も貰えます。
入り組んだ岩礁と透明な水面を体験して
みてはいかがですか？

⓭矢島・経島 Yajima and Kyojima

矢島は良質の矢竹の産地で、源頼政がヌ
エ退治に使った物が矢島で作られたもの
だと言われています。経島は佐渡に流さ
れた日朗が読経して一夜を明かしたこと
から命名したと言われています。

❿岩首昇竜棚田 Iwakubi Shoryu Tanada

岩首地区の標高350mを超える山間に
大小様々な形の460枚もの棚田があり、
天空に昇る龍のように連なっているます。
澄んだ空気とおいしい水で育てる棚田米
は絶品です。

⓫蓮華峰寺 Rengebu Temple

空海（弘法大師）が開基したといわれる
古刹です。金堂・弘法堂・骨堂のほか、境
内の16もの堂宇伽藍が国の有形文化財
に登録されています。7,000株の紫陽花
も見どころの一つです。

❻トキの森公園

Tokinomori park

トキの森公園には
「トキ資料展示館」
と
「ト
キふれあいプラザ」
があります。
ふれあいプ
ラザでは間近にトキを観察することができ、
資料展示館では保護増殖、
野生復帰の取
り組みなどの資料を展示しています。

❼根本寺 Konpon Temple

かつては、
国仲
（佐渡の中央に位置する）
地
域の死人の捨て場所だったと伝えられてい
ます。
日蓮聖人ゆかりの寺、
日蓮宗霊跡として
知られており、
「祖師堂」
や
「本堂」
など、
約1万
7千坪の境内に、
堂宇29棟が建ち並びます。

❽清水寺 Seisui Temple

「せいすいじ」
と読み、
京都から布教に来た
賢応法師により808年開基。京都清水寺
を模した
「救世殿
（ぐぜでん）
」
があり、
本尊
も京都清水寺と同じく千手観世音菩薩で
す。
「佐渡七福神巡礼コース」
の一つです。

