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資料調査結果 

１．地域環境資源 
１）自然環境 

■地域の主な自然資源 
区分 位置記号 名称もしくは位置 所在市町村名 概要 

火山地形 KZ1 太良駒ヶ岳 

（火山群） 

藤里町 標高： 1157ｍ 

 KZ2 田代岳 

（火山群） 

大館市 茶臼岳：1085ｍ 烏帽子岳：1133ｍ 雷岳：1020ｍ

田代岳：1177ｍ  

 KZ3 十和田火山地 

（火山群） 

小坂町 鹿角

市 十和田市

平川市 新郷

村 

立惣部山569.3ｍ 藤沢森841.5ｍ  大母屋526.4ｍ

馬神689.1ｍ 小母屋510.0ｍ 月日山549.4ｍ 御鼻

部山1010.8ｍ  岩岳879.9ｍ 十和田山1053.8ｍ 

御倉山689.9ｍ 三ツ岳1159.4ｍ 大駒ケ岳1144ｍ 

高山724.9ｍ 十和利山990.9ｍ 七森793.3ｍ 平森

559.6ｍ 止ヶ崎747.0ｍ 赤岩740.0ｍ ドコノ森

803.7ｍ 烏帽子460.0ｍ 大黒森719.3ｍ 猿ヶ平

678.6ｍ 雷針森874.0ｍ 朝日奈岳719.8ｍ 

 KZ4 森吉山 

（火山群） 

北秋田市 向岳1454ｍ 一ノ腰1264ｍ  石森1308ｍ  カン

バ森 1187ｍ  ヒバクラ岳1326ｍ 小池ヶ原1280

ｍ 立ヶ森 1031ｍ 

 KZ5 焼山 

（火山群） 

鹿角市  

仙北市 

焼山1356m  黒石森1231.2m 柴倉岳1202m 

 KZ6 掬森高原 

（火山性高原） 

北秋田市 標高：1015ｍ 火砕流台地 

 KZ7 田代平・熊取平 

（火山性高原） 

鹿角市 標高：650ｍ 長径8.0km 短径6.5km 面積36.5㎢ 

 KZ8 安比高原 

（火山性高原） 

鹿角市 標高：1100ｍ 長径3.0km 短径2.5km 面積2.5㎢ 

 KZ9 一ノ目潟 

（マール） 

男鹿市 標高：140ｍ マール 長径1.3km、比高53ｍ 

 KZ10 二ノ目潟 

（マール） 

男鹿市 標高：140ｍ マール 長径0.5km 比高100ｍ 

 KZ11 三ノ目潟 

（マール） 

男鹿市 標高：120ｍ マール 長径0.5km 比高75ｍ  

 KZ12 戸賀湾 

（火口） 

男鹿市 爆裂火口 

 KZ13 寒風山（姫岳） 

（火口） 

男鹿市 標高：320ｍ 火口 長径0.4km 比高80ｍ 

 KZ14 ヒバクラ岳 

（カルデラ） 

北秋田市 標高：1320ｍ 爆発カルデラ。外周長2km 

 KZ15 十和田 

（カルデラ） 

小坂町 鹿角

市 十和田市

標高：794.5ｍ 長径23.0km 短径1.5km 

山岳地形等 S1 崩山 深浦町 標高：939ｍ 十二湖の好展望地 

 S2 向白神岳 深浦町 標高：1243ｍ 白神山地の最高峰 

 S3 白神岳 深浦町 標高：1235ｍ 原生林、樹海 

 S4 糠森 八峰町 標高：208ｍ 長径0.5km 短径0.4km 比高128ｍ 

（非火山性孤峰） 

 S5 薬師山 八峰町 標高：315ｍ 長径0.8km 短径0.8km 比高215ｍ 

（非火山性孤峰） 

 S6 真瀬岳 八峰町 標高：987ｍ 青森県の県境山地にまたがり，日本最

大のブナの原生林のある白神山地の西部に位置する。

原生林、樹海 

 S7 母谷山 八峰町 標高：275ｍ 長径0.8km 短径0.7km 比高155ｍ 

（非火山性孤峰）  
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山岳地形等 S8 二ツ森 藤里町 標高：1086m 

日本最大のブナ原生林，白神山地への入口 

 S9 駒ヶ岳 藤里町 標高：1158ｍ早春山腹に駒の勇姿が現れる。 

 S10 真山・本山・毛無

山 

男鹿市 標高：567m、715.2m、677m 奇習なまはげ柴灯まつり

が行われる信仰の山(真山）。 

 S11 房住山 三種町 標高：409.2m 出羽山系の修験修行の山 

 S12 高丘山 能代市 標高：126m 市街地や米代川を一望できる 

 S13 七座山 能代市 標高：287m 天然秋田杉の原生林に覆われる。 

権現座、烏帽子座、箕座、三本杉座、柴座、大座、松

座のﾋﾟｰｸを持つ山。  

 S14 茂谷山 能代市 標高：247.7ｍ 長径0.7km 短径0.5km 比高120ｍ

（非火山性孤峰） 

 S15 竜ヶ森 北秋田市 標高：1049.8ｍ 長径2.1km短径1.2km 比高249.8ｍ

（非火山性孤峰） 

 S16 男神山 大館市 標高340ｍ 長径0.9km 短径0.8km 比高220ｍ 白

沢の北に位置（非火山性孤峰） 

 S17 女神山 大館市 標高280ｍ 長径0.7km 短径0.4km 比高160ｍ 白

沢の北に位置（非火山性孤峰） 

 S18 大山 大館市 標高375ｍ 長径0.8km 短径0.5km 比高200ｍ （非

火山性孤峰）  

 S19 城ヶ森 大館市 標高：316ｍ 長径1.1km、短径0.7km。比高196ｍ （非

火山性孤峰） 

 S20 獅子ヶ森 大館市 標高：225ｍ 長径1.1km、短径0.9km。比高125ｍ （非

火山性孤峰） 

 S21 達子森 大館市 標高：207ｍ 長径0.8km 短径0.5km 比高107ｍ 

（非火山性孤峰）  

 S22 長者森 大館市 標高：216ｍ 長径0.8km 短径0.8km 比高116ｍ 板

戸の東に位置する（非火山性孤峰）  

 S23 高森 大館市 標高：482ｍ 長径0.9km 短径0.9km 比高242ｍ 二

ッ屋の東に位置する（非火山性孤峰）  

 S24 鞍掛山 大館市 標高：484ｍ 長径1.4km短径1.1km 比高284ｍ （非

火山性孤峰）  

 S25 三哲山 大館市 標高：393ｍ 長径1.3km、短径1.1km 比高233ｍ 沢

尻の南に位置する（非火山性孤峰）  

 S26 高森 大館市 標高：498ｍ 長径0.8km 短径0.7km 比高258ｍ 軽

井沢の南に位置する（非火山性孤峰）  

 S27 大森山 小坂町 標高：455ｍ 長径0.8km 短径0.5km 比高155ｍ 

（非火山性孤峰）  

 S28 亀田山 小坂町 標高：295ｍ 長径1.2km 短径0.9km 比高115ｍ 

（非火山性孤峰）  

 S29 茂谷山 鹿角市 標高：361ｍ 長径0.8km 短径0.8km 比高200ｍ 

（非火山性孤峰） 

 S30 東ノ森 鹿角市 標高：691ｍ 長径0.8km 短径0.7km 比高130ｍ 

（非火山性孤峰）  

 S31 西ノ森 鹿角市 標高：755ｍ 長径1.1km 短径0.8km 比高235ｍ 

（非火山性孤峰）  

 S32 戸倉森 鹿角市 標高：630ｍ 長径0.9km 短径0.6km 比高110ｍ ヒ

ョウモンチョウが見られる（非火山性孤峰） 

 S33 黒森山 鹿角市 標高：545.9ｍ 長径1.5km 短径1.2km 比高245ｍ

（非火山性孤峰）  

 S34 三ノ岳 鹿角市 標高：618ｍ 長径0.8km 短径0.6km 比高178ｍ 

（非火山性孤峰）  

 S35 五ノ宮嶽 鹿角市 標高：1115ｍ 長径2.0km 短径1.2km 比高315ｍ 

（非火山性孤峰）  
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山岳地形等 S36 高毛戸 鹿角市 標高：875.5ｍ 長径0.8km 短径0.6km 比高255ｍ

（非火山性孤峰）  

 S37 前森 鹿角市 標高：736ｍ 長径0.5km 短径0.4km 比高196ｍ 

（非火山性孤峰）  

 S38 後森 鹿角市 標高：825ｍ 長径0.8km 短径0.6km 比高165ｍ 

（非火山性孤峰）  

 S39 畚岳 鹿角市 標高1577ｍ 吊鐘を伏せた様な形の山。 

（断崖・岩壁等） S40 日本キャニオン 深浦町 標高：200ｍ 延長：1.5km 比高：60ｍ地質：流紋岩

質角礫凝灰岩 

 S41 きみまち阪 能代市 巨岩・奇岩の重なり合う。 

樹木が生い茂り、桜、つつじ、紅葉の名所。 

 S42 石の塔 大館市 高さ約24ｍ、周囲約74ｍの巨石。眼の神様として信仰

されている薬師山神社の御神体とされている。 

（岩脈） S43 赤島 男鹿市 赤島付近の岩脈 延長0.1km 地質：粗粒玄武岩 

（風穴） S44 寒風山風穴 男鹿市 姫岳噴火口内に位置 

 S45 小又風穴 北秋田市 粗粒玄武岩の柱状節理がよく発達し頂上から西側 

一帯はかつて崩壊した玄武岩の岩片が堆積して 

崖錐となり風穴地帯を形成している。 

 S46 長走風穴 大館市 国見山西側斜面一体のところどころで噴き出す。 

標高166mの低地でありながら高山植物が群生する。国

の天然記念物。 

河川地形等 KS1 追良瀬川原流 

（原生流域） 

深浦町 3608ha 地域の大部分は森林でおおわれており、その

ほとんどはブナ林である。局部的にはキタゴヨウ林、

ヒメヤシヤブシ－タニウツギ林が形成されている。

 KS2 赤石川原流 

（原生流域） 

鯵ヶ沢町 4484ha 地域の大部分は森林でおおわれており、その

ほとんどはブナ林である。 

 KS3 暗門川原流 

（原生流域） 

西目屋村 2106ha 地域の大部分は森林でおおわれており、その

ほとんどはブナ林である。 

 KS4 粕毛川上流部 

（原生流域） 

藤里町 2900ha ブナの純林地帯であり、亜高木層として、ホ

ウノキ、ヤマモミジ、トチ、ミズナラなどがわずかに

混生し、林床はヒメアオキ、チシマザサなどに被われ

ている。 

 KS5 粒様川上流部 

（原生流域） 

北秋田市 1230ha ブナ林が大半で、急傾斜地には針葉樹が見ら

れる。 

 KS6 藤琴川 

（自由蛇行河川）

藤里町 延長：1.6km 巾：45ｍ 屈曲数：7  

 KS7 三種川 

（自由蛇行河川）

三種町 延長：2.5km 巾：15ｍ 屈曲数：5 

 KS8 種梅川 

（自由蛇行河川）

能代市 延長：3.2km 巾：10ｍ 屈曲数：6  

（峡谷・渓谷） KS9 郷坂沢峡谷 西目屋村 標高：180ｍ 延長：2.0km 巾：上80ｍ下30ｍ 深さ：

100ｍ 十字峡  

 KS10 中村川峡谷 鯵ヶ沢町 標高：360ｍ 延長：7.8km 巾：上170ｍ下80ｍ 深

さ：60ｍ S字峡 

 KS11 赤石峡谷 鯵ヶ沢町 標高：340ｍ 延長：22.5km 巾：上220ｍ下320ｍ 深

さ：80ｍ S字峡 

 KS12 追良瀬峡谷 深浦町 標高：580ｍ 延長：17.4km 巾：上140ｍ下210ｍ 深

さ：80ｍ S字峡 

 KS13 笹内峡谷 深浦町 標高：600ｍ 延長：8.7km 巾：上190ｍ下240ｍ 深

さ：120ｍ S字峡 

 KS14 西股沢、朝日股沢

峡谷 

西目屋村 標高：530ｍ 延長：7.5km 巾：上160ｍ下260ｍ 深

さ：120ｍ S字峡 

 KS15 目屋渓 西目屋村 岩木川上流の渓谷。田代地区から暗門の滝間。 

延長24km 
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（峡谷・渓谷） KS16 真瀬渓谷 八峰町 真瀬川峡谷，三十釜，黒滝，松倉などが連なる。 

延長13km 

 KS17 峨朧峡 藤里町 標高：300ｍ 延長：約1.0km 巾：上下200ｍ 深さ：

100ｍ S字峡・十字峡 

 KS18 藤里峡 藤里町 延長3km 県立自然公園指定の素波里峡谷、藤琴峡谷

等。貴重な白神山地のブナ原生林で覆われる。 

 KS19 太良渓谷 藤里町 延長2km 

大小さまざまな滝や奇岩怪石の連続する渓谷。 

 KS20 常磐渓流 能代市 延長5km 付近に大柄の滝がある。 

 KS21 小又峡 北秋田市 延長：2km 巾：上200ｍ下10ｍ 深さ：80ｍ S字峡

 KS22 赤水渓谷 北秋田市 延長：4km ノロ川源流部の一つ。 

なだらかな一枚岩板のＵ字渓谷。  

 KS23 桃洞渓谷 北秋田市 延長3km ノロ川の源流部。 

桃洞滝（女滝）、7段の滝、中滝、男滝がある。 

 KS24 立又渓谷 北秋田市 延長2km 一の滝、二の滝、幸兵衛滝の順に名瀑群が

連続する比高300ｍの渓谷である。 

 KS25 大川目渓流 大館市 茶臼岳西麓を流れる。延長：5.2km 巾：上15ｍ下15

ｍ 深さ：1～2ｍ S字峡 

 KS26 岩瀬川渓流 大館市 延長：1.3km 巾：上15ｍ下15ｍ 深さ：2ｍ S字峡

 KS27 長木川渓谷 大館市 小雪沢下流。延長：1.4km S字峡 緑地環境保全地域

スギ天然林  

 KS28 湯瀬渓谷 鹿角市 標高：150ｍ 延長：10km 巾：上100ｍ下20ｍ 深さ：

100ｍ+ S字峡 

 KS29 夜明島渓谷 鹿角市 標高：250ｍ 延長：11.5km 巾：上200ｍ下10ｍ 深

さ：100ｍ  

 KS30 大錠渓谷 上小阿仁村 標高：200ｍ 延長：1.0km 巾：上500ｍ下500ｍ 深

さ：80ｍ  

（滝） KS31 郷坂の滝 西目屋村 落差または比高：30ｍ 滝口巾：5ｍ 滝つぼ：有 

 KS32 乳穂ヶ滝 西目屋村 落差または比高：11ｍ 滝口巾：2ｍ 滝つぼ：有 

 KS33 くろくまの滝 鯵ヶ沢町 落差または比高：75ｍ 滝口巾：15ｍ   

滝つぼ：有 「日本の滝100選」 

 KS34 暗門滝 西目屋村 落差または比高：105ｍ 滝口巾：15ｍ 滝つぼ：有

 KS35 白滝 深浦町 落差または比高：100ｍ 滝口巾：5ｍ 滝つぼ：有

 KS36 アイコガの滝 鯵ヶ沢町 落差または比高：15ｍ 滝口巾：5ｍ 滝つぼ：有 

 KS37 ヨドメの滝 鯵ヶ沢町 落差または比高：10ｍ 滝口巾：5ｍ 滝つぼ：有 

 KS38 黒滝 八峰町 落差または比高：28ｍ 滝口巾：15ｍ 滝つぼ：無

 KS39 白滝 八峰町 落差または比高：15ｍ 滝口巾：4ｍ 滝つぼ：有 

 KS40 一通の滝 藤里町 落差または比高：30ｍ 結氷する滝 

 KS41 峨瓏大滝 藤里町 落差または比高：40ｍ 結氷する滝 

 KS42 白糸二段の滝 藤里町 落差または比高：30ｍ 結氷する滝 

 KS43 素波里不動滝 藤里町 落差または比高：80ｍ 結氷する滝 

 KS44 湯の沢銚子の滝 藤里町 落差または比高：50ｍ 結氷する滝 

 KS45 岩谷ノ滝 藤里町 落差または比高：15ｍ  

 KS46 四十八滝 藤里町 水系：本流滝   

 KS47 大滝 藤里町 落差または比高：20ｍ  

 KS48 白糸滝 男鹿市 落差または比高：40ｍ  

 KS49 扇滝 三種町 落差または比高：7ｍ 滝口巾：7ｍ 滝つぼ：無 

 KS50 大柄滝 能代市 落差または比高：10ｍ 滝口巾：1ｍ 滝つぼ：無 

 KS51 四十八滝 北秋田市 落差または比高：35ｍ 滝口巾：12ｍ 滝つぼ：無

 KS52 桃洞ノ滝 北秋田市 落差または比高：20ｍ 滝口巾：5ｍ 滝つぼ：有 

 KS53 安の滝 北秋田市 落差または比高：90ｍ 滝口巾：10ｍ   

滝つぼ：有 「日本の滝100選」 

 KS54 一ノ滝 北秋田市 落差または比高：20ｍ 滝口巾：6ｍ 滝つぼ：無 
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（滝） KS55 二ノ滝 北秋田市 落差または比高：10ｍ 滝口巾：10ｍ 滝つぼ：無

 KS56 幸兵衛滝 北秋田市 落差108ｍ 結氷する滝 

 KS57 水尻滝 北秋田市 落差または比高：40ｍ 滝口巾：15ｍ 滝つぼ：無

 KS58 不動の滝 北秋田市 落差または比高：20ｍ 滝口巾：3ｍ 滝つぼ：無 

 KS59 三階の滝 北秋田市 落差または比高：20ｍ 滝口巾：5ｍ 滝つぼ：有 

 KS60 白糸滝 北秋田市 落差または比高：20ｍ 滝口巾：2ｍ 滝つぼ：無 

 KS61 中滝 大館市 水系：本流滝    

 KS62 糸滝 大館市 落差または比高：20ｍ 滝口巾：30ｍ 滝つぼ：無

 KS63 五色の滝 大館市 落差15ｍ 

しぶきが五色の虹をつくることから名付けられた。

 KS64 泊り滝 大館市 落差10ｍ 

水量が多く男性的な滝。 

 KS65 七滝 小坂町 落差または比高：70ｍ 

「日本の滝100選」  

 KS66 雄滝 鹿角市 落差または比高：25ｍ（三段の滝 下から5ｍ、8ｍ、

12ｍの順の落差） 滝口巾：1～2ｍ（口巾がそれぞれ

異なる）  滝つぼ：有（約2ｍ×3ｍ） 

 KS67 止滝 鹿角市 落下落差または比高：5ｍ 滝口巾：3ｍ 滝つぼ：有

（プール状でかなり深い） 

 KS68 中滝 鹿角市 落差または比高：5ｍ 滝口巾：1～4ｍ 滝つぼ：有

（15ｍ×10ｍ） 

 KS69 泊滝 鹿角市 落差または比高：20ｍ 滝口巾：3ｍ 滝つぼ：有 

 KS70 銚子の滝 鹿角市 落差30ｍ 結氷する滝 

 KS71 茶釜の滝 鹿角市 落差100ｍ 「日本の滝100選」 

湖沼地形等 KO1 十和田湖 十和田市 標高：400ｍ 分類：カルデラ湖 面積：5,980,000

㎡ 水深：328.6ｍ 湖岸延長線：47㎞ 水位変動あ

り 結氷あり 貧栄養湖 淡水 

 KO2 十二湖 深浦町 780ha 白神山地の西麓に点在する３０余りの湖沼群

で，広葉樹の原生林の中，新緑紅葉太古のままの自然

美は見事。 

 KO3 美山湖 西目屋村 76ha  目屋ダム湖（人造湖） 

 KO4 素波里湖 藤里町 192ha 素波里ダム湖（人造湖） 

 KO5 小友沼 能代市 5ha 開墾地の堤防を兼ねた貯水池として人工的に造

成された沼地 

 KO6 田代潟 能代市 杉林の中にある神秘的な沼で、湖岸にミズバショウが

生育する。 

 KO7 大平湖 北秋田市 195ha 森吉ダム湖（人造湖）  

 KO8 作沢沼 鹿角市 標高：750ｍ 断層湖か。 面積：60000㎡ 水深：10

ｍ 湖岸線長：400ｍ 水位変動：なし 淡水 

 KO9 長沼 鹿角市 標高：1109ｍ 溶岩流、泥流 面積：30000㎡ 水深：

5.5ｍ 湖岸線延長：750ｍ 豊栄養型 淡水 

 KO10 蛇沢沼 鹿角市 標高：770ｍ 溶岩流、泥流 面積：15000㎡  湖岸

線延長：350ｍ  

 KO11 大沼 鹿角市 標高：944ｍ 溶岩流、泥流 面積：40000㎡ 水深：

5ｍ 湖岸線延長：1010ｍ 豊栄養型 淡水 

 KO12 大湯沼 鹿角市 面積2ha 周囲約1キロで一隅から熱湯が湧く。 

海岸地形等 KG1 岡崎海岸 深浦町 夕陽、千畳敷 渚１００選（国土交通省） 

 KG2 森山海岸 深浦町 延長2.8km。朝夕変化する海岸風景は見事。奇岩・遺

跡に富む。 

 KG3 大間越海岸 深浦町 延長6km。砂浜。海水浴・避暑地として絶好の海岸。

 KG4 釜谷浜 三種町 離岸堤のない自然のままの砂浜。夕陽の素晴らしさか

ら〝サンセットビーチ釜谷浜〟とも呼ばれる。 
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区分 位置記号 名称もしくは位置 所在市町村名 概要 

海岸地形等 KG5 能代海岸 能代市 延長14km 白砂青松海岸 

海岸沿いに連なる「風の松原」は日本最大の規模を誇

る松林。日本の白砂青松100選  

（海食崖） KG6 舮作崎 深浦町 標高：20ｍ 延長2.5km 比高20ｍ 地質：安山岩質

集塊岩  

 KG7 黄金崎 深浦町 比高20m 岩壁が重畳し，男性的風景をみせる。 

 KG8 八森岩館海岸 深浦町、八峰

町 

延長9.0km 比高20ｍ 安山岩溶岩及び火山砕屑岩 

八森名物のハタハタ漁が行われる。  

 KG9 間口浜 男鹿市 延長15km 比高30ｍ 泥岩、砂岩 

 KG10 男鹿半島西岸 

（入道崎周辺） 

男鹿市 延長10km 比高20ｍ  

 KG11 男鹿半島西岸 

（戸賀～門前） 

男鹿市 延長10km 比高20ｍ 

カンカネ洞、大桟橋、孔雀の窟、ゴジラ岩、 

帆掛島などの浸食された岩が散在する。  

 KG12 生鼻崎 男鹿市 延長1.6km 比高20ｍ  

（海食洞） KG13 ガンガラ穴 深浦町 奥行50m水深7m高さ10m  

小船をあやつって自由に出入り出来る。コーモリの群

棲地。 

 KG14 カンカネ洞 男鹿市 

 KG15 大桟橋 男鹿市 

 KG16 孔雀ケ窟 男鹿市 

（波食台） KG17 鵜ノ崎 男鹿市 面積53.5ha 珪質－硬質頁岩と苦灰岩質泥灰岩 

日本の渚100選 

 KG18 潮瀬崎 男鹿市 

湿  原 SG1 田苗代湿原 藤里町 標高：780ｍ 中間湿原 面積16ha  外周長2000ｍ 

 SG2 小友沼 能代市 低層湿原  面積39ha  外周長3800ｍ 

 SG3 下谷地湿原 北秋田市 標高：640ｍ 高層湿原 面積11ha  外周長1500ｍ 

 SG4 上谷地湿原 北秋田市 標高：640ｍ 高層湿原 面積19.5ha  外周長2000ｍ

 SG5 佐渡湿原 北秋田市 標高：910ｍ 高層湿原 面積7.0ha  外周長900ｍ 

 SG6 小池ヶ原湿原 北秋田市 標高：1200ｍ 高層湿原 面積4ha  外周長500ｍ 

 SG7 田代岳湿原 大館市 標高：1020ｍ 高層湿原 面積14ha  外周長1300ｍ

 SG8 芝谷地湿原 大館市 面積7ha  低地湿原. 

ノハナショウブや各種湿原動植物が見られる。 

 SG9 白地地帯 小坂町 標高：1000ｍ 高層湿原 面積32ha  外周長2300ｍ

 SG10 大谷地 鹿角市 標高：1000ｍ 低層湿原 面積80000㎡  外周長1000

ｍ 
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■貴重な植物 
番号 名称もしくは位置 所在市町村名 概要 

1 白神岳高山植物群落 深浦町 標高：1100～1230ｍ  面積：105.3ha 

チシマザサ、コケモモ、ハナヒリノキ、イワノガリヤス、

ハイマツ、ハクサンシャクナゲ、ニッコウキスゲ、オオシ

ュロソウ、ミヤマキンバイ等がみられる     

2 白神岳のネズコ-ヒバ 深浦町 標高：470～850ｍ  面積：75.5ha 

当地域のネズコはわが国におけるほぼ分布の北限地    

3 舮作のヤブツバキ林 深浦町 標高：20～50ｍ  面積：4ha 

日本海に突出した岬である椿山（標高50ｍ）にヤブツバキ

の群生がみられる     

4 タブノキ自生北限地 深浦町 標高：25ｍ  面積：0.2ha 

直径は高木では40～50㎝あり、樹高は約18ｍ     

5 松神のヤマアイと 

カラスザンショウ 

深浦町 標高：10ｍ  面積：0.5ha 

カラスザンショウは神社境内一帯に分布 

ヤマアイの群落があり自生北限地     

6 木蓮寺のモクゲンジ 深浦町 標高：10ｍ  面積：0.1ha 

直径は4～12㎝で樹高は2～6ｍであり平均は約4ｍ    

7 ツガルミセバヤの群生 深浦町 標高：120ｍ  面積：0.2ha  

この地方特産の植物   

8 白神岳の露頭植物群落 深浦町 標高：950ｍ  面積：0.5ha 

ミヤママンネングサ・コアニチドリ･イブキジャコウソウな

どがみられ斜面下部の部分にはセンジュガンピの群生がみ

られる    

9 白神岳の風衝草原 深浦町 標高：950ｍ  面積：0.5ha  

センジュガンピ・イブキトラノオをかなりの密度で含む  

10 笹内川のオニシオガマの群生 深浦町 標高：270ｍ  面積：0.04ha 

笹内川流域を含めた白神山地が分布北限    

11 吉ヶ峰のツガルフジの群生 深浦町 標高：1120ｍ  面積：0.2ha  

露頭にツガルフジがバッチ状に分布 

12 十二湖の樹上着生シダ群 深浦町 標高：260ｍ  面積：30000ha 

ビロードシダ・オシャグジデンダ・ホテイシダ・ミヤマノ

キシノブなどの着生シダ     

13 十二湖のブナ 深浦町 湖沼が広大なブナの森に点在する 

14 然ヶ岳のヤチダモ林 鯵ヶ沢町 標高：450ｍ  面積：2ha 

湿地の東南部の一角約2haに樹高約30ｍのヤチダモ一斉林

15 赤石川のブナ林 鯵ヶ沢町 標高：300～700ｍ  面積：2500ha 

このブナ林は青森県の日本海側における極相的群落と考え

られる     

16 白神山地の 

フキユキノシタの群生 

鯵ヶ沢町 標高：380ｍ  面積：0.1ha  

滝川渓谷（赤石川の支流）の岸数メートルの高さの所にあ

る群生      

17 アオモリマンテマ 鯵ヶ沢町 1968年に白神山地で発見されたナデシコ科 

の新種の植物。 

菱喰山付近、青森県ﾚｯﾄﾞﾘｽﾄ重要稀少種 

18 尾太岳のコメツガ林 西目屋村  標高：1083.4ｍ  面積：0.2ha 

風衝型をなしていて低木状態     

19 青鹿岳のハイマツ群落 西目屋村  標高：820ｍ  面積：20ha  

本州においては最低の標高に分布する唯一の群落   

20 

位置は

非表示 

シラガミクワガタ 西目屋村  ゴマノハグサ科のミヤマクワガタの新変種 

青森県ﾚｯﾄﾞﾘｽﾄ重要稀少種 

21 横間のカラスザンショウ林 八峰町 標高：50～100ｍ 面積：5.1ha 

樹高8～10ｍのものが密生  
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番号 名称もしくは位置 所在市町村名 概要 

22 萩台山のフジ群落 八峰町 標高：40ｍ 面積：5.0ha 

砂丘地 フジ、アオツヅラフジ、センニンソウ、エビヅル

など  

23 チコギ崎の海岸植生 八峰町 標高：0～15ｍ 面積：0.1ha 

カシワ林、クロマツ林、高茎草原、岩壁植生等が発達 ト

ガヒゴタイ、オオイタドリ、コモチレンゲ、エゾオオバコ、

エゾネギ  

24 三ノ又沢のブナ林 八峰町 標高：200～750ｍ 面積：680.0ha 

ブナ原生林のうち残存している貴重な自然植生  

25 小岳のハイマツ群落 藤里町 標高：1000～1040ｍ 面積：2.5ha 

コケモモ-ハイマツ群落 樹高は下限で120㎝、頂上で50㎝

26 粕毛川源流のブナ林 藤里町 標高：400～1040ｍ 面積：600.0ha 

ブナの天然林 急斜面は雪崩や岩石の崩壊がおこりやすく

長年にわたって、天然更新が繰り返されている  

27 一通天然林 藤里町 樹齢約200年以上の天然秋田杉や広葉樹の林。 

28 大沢大ケヤキ 藤里町 樹齢約1000年 県指定天然記念物 

29 太良親子杉 藤里町 天然秋田杉(太良峡散策道内) 

30 田中大イチョウ 藤里町 樹齢500年以上 県指定天然記念物 

31 岳岱自然観察教育林 藤里町 苔出した巨岩とブナ原始林 

32 寒風山風穴植物群落 男鹿市 標高：300ｍ 面積：1.0ha 

エビヒョウタンボク、アラゲヒョウタンボク、ヒョウタン

ボクなど  

33 寒風山禾本草原 男鹿市 標高：230ｍ 面積：42.0ha 

イネ科植物を主体とした草原 メガルガヤ、ヒゲシバ、ヤ

マジソ  

34 男鹿半島のスギ自然林 男鹿市 標高：470ｍ 面積：310.0ha 

ブナ、ミズナラの自然林内に自生と考えられるスギ群落が

点在  

35 男鹿半島のヤブツバキ群落 男鹿市 標高：20ｍ 面積：3.0ha 

ヤブツバキ群落としては北限に近い  

36 男鹿半島の海岸植物群落 男鹿市 標高：1～3ｍ 面積：100.0ha 

海崖にはコモチレンゲ、エゾオトギリ、エゾネギ、アカネ

ムグラなど ウミドリ、ドロイ、シバナ、エズツルキンバ

イなどの塩沼地性の植物 海岸礫地にはハマハコベ、ハマ

ベンケイソウ  

37 男鹿半島のカシワ林 男鹿市 標高：100ｍ 面積：6.0ha 

海岸台地の斜面に発達する風衝性の林分  

38 男鹿半島のケヤキ群落 男鹿市 標高：150ｍ 面積：6.0ha 

岩石地にケヤキを優占種とする林分が点在  

39 滝ノ頭シャジクモ群落 男鹿市 標高：30ｍ 面積：0.6ha 

滝ノ頭は冷水を湧出している淡水池 水底には一面にシャ

ジクモ大群落が広がる  

40 脇本の湿原 男鹿市 標高：0ｍ 面積：5.0ha 

クロマツの樹林後背の低湿地が浅い池沼となっている ヨ

シ湿原、ハスとコウホネを主体とした水生植物群落がみら

れる  

41 青砂川のアカマツ林 男鹿市 標高：380ｍ 

安定地には植林あるいは二次林 岩角地(真山流紋岩)の林

分は自然生  

42 能登山の北限の椿 男鹿市 能登山の全山が椿。夏泊半島の椿山とともに自生北限地帯。

43 榧 男鹿市 真山神社の近く。県指定天然記念物のカヤ。 

44 房住山のブナ-スギ群落 三種町 標高：160～400ｍ 面積：200.0ha 

ブナ、スギの優占群落 スギの樹高は30ｍを越える  
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45 ジュンサイ 三種町 スイレン科ジュンサイ属の多年草の水草。 

低カロリー食品として、また、ぬめり（ゼラチン質）を成

分とした化粧品も開発されている。 

日本一のじゅんさい産地。 

46 七座山の自然林 能代市 標高：125ｍ 面積：23.0ha 

スギの優占する群落 シダ植物の種類が豊富  

47 仁鮒・水沢の秋田スギ天然林 能代市 標高：200ｍ 面積：18.64ha 

混交林であったものを落葉樹を伐採し、スギを残して育成

したものと考えられている  

48 母体のモミ林 能代市 標高：60ｍ 面積：1.0ha 

モミの天然林 スギ植林に囲まれている  

49 落合沼の低層湿原 能代市 標高：6ｍ 面積：18.0ha 

ヨシ、マコモに被われる 開水面はタヌキモ、ヒツジグサ、

ヒシが優占  

50 浅内沼の低層湿原 能代市 標高：5ｍ 面積：100.0ha 

砂丘後背池沼 フサモ、マツモ、クロモ、ヒシ、コウホネ

等  

51 風の松原 能代市 760ha 江戸地代から砂防林として黒松を植林したのに始

まり，その後近代までに大規模な植林が行われ現在のよう

な見事な松林になった。 

52 神代藤 能代市 樹齢1000年以上の天然記念物（フジ）だったが昭和31年の

大火の際，焼失。現在は2世。 

53 銀杏山神社の大イチョウ 能代市 本妻イチョウと連理イチョウ，樹令600年，樹高25.8m。 

県指定天然記念物 

54 森吉小又峡の森林植生 北秋田市 標高：350～650ｍ 面積：743.0ha 

ブナ林、クロベ-キタゴヨウ林、ヤチダモ林、ヒメヤシャブ

シ－タニウツギ群落  

55 竜ヶ森のブナ・スギ林 北秋田市 標高：400～1050ｍ 面積：500.0ha 

ブナとスギの天然林が発達  

56 森吉山の森林植生 北秋田市 標高：700～1454ｍ 面積：4008.0ha 

ブナ林とアオモリトドマツ林  

57 桃洞・佐渡のスギ林 北秋田市 標高：850～950ｍ 面積：1275.0ha 

スギが27ｍ前後で優占し、ブナ、クロベ、ミズナラなどを

交える ほぼ原生状態を保持  

58 姫ヶ岳のブナ・スギ天然林 北秋田市 標高：650ｍ 面積：200.0ha 

全山がブナの樹林に被われていてこれに20～30％のスギが

混生  

59 羽根山のスギ植林 北秋田市 標高：80～260ｍ 面積：80.0ha 

文政年間よりスギの植林が行なわれていた 古い時代の植

林で有名な秋田天然杉林とも異なる人工林  

60 露熊山峡の岩崖植生 北秋田市 標高：200～400ｍ 面積：71.0ha 

ケヤキ、シナノキ、イタヤカエデ、サワグルミ、カツラ、

トチノキ、オニグルミ、コモチレンゲ、イブキジャコウソ

ウ  

61 鞍山の風穴植物群落 北秋田市 標高：150ｍ 面積：1.0ha 

オオタカネイバラ－コキンバイ群落  

62 柴倉山のブナ林 北秋田市 標高：850～1000ｍ 面積：200.0ha 

群落高は25～28ｍ、植被率80～90％  低木層にはチシマ

ザサが優占  

63 小又川のケヤキ林 北秋田市 標高：300～450ｍ 面積：28.0ha 

ケヤキあるいはミズナラ、アサダを優占する森林 半自然

林  

64 森吉山の雪田植生 北秋田市 標高：1200～1300ｍ 面積：2.0ha 

ヒナザクラ、ハクサンオオバコ、チングルマ、エゾオヤマ

リンドウ、ネバリノギラン  
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番号 名称もしくは位置 所在市町村名 概要 

65 小又の風穴植生 北秋田市 標高：150～230ｍ 面積：3.6ha 

ベニバナイチヤクソウ、ホソイノデ,イワデンダ、キリンソ

ウ、フジノマンネングサ、スギゴケなど  

66 大場谷地・前谷地の湿原植生 北秋田市 標高：830ｍ 面積：143.0ha 

ミズバショウ、クロバナロウゲなどの流水部、ホロムイス

ゲを主とする所、ミカズキグサの多いシュレンケ状の所な

ど多様  

67 大仏岳のブナ林 北秋田市 標高：800～1100ｍ 面積：780.0ha 

群落高は20～25ｍ位、高木層の植被率は80％以上    

68 矢立峠の秋田スギ林 大館市 標高：250～320ｍ 面積：25.0ha 

樹齢200年以上の秋田スギ天然林  

69 長走の風穴植生 大館市 標高：170～230ｍ 面積：0.04ha 

夏季でも10℃～15℃の冷気が地表に噴出す コケモモ、ウ

スノキ、ナンブソウなど  

70 長木沢のスギ林 大館市 標高：120～400ｍ 面積：20.0ha 

米代川流域のうちでも主要な秋田スギの産地として知られ

ていた。小雪沢にその名残りを止めている  

71 田代岳の湿原植物群落 大館市 標高：1080ｍ 面積：14.0ha 

ヌマガヤ、ムツノガリヤスの優占する中間湿原 多数の小

地塘がある  

72 長慶林のブナ林 大館市 標高：600～900ｍ 面積：180.0ha 

群落高は20～30ｍ、植被率70～85％   

73 大割沢のスギ林 大館市 標高：500～600ｍ 面積：4.0ha 

ブナ林に囲まれて点在するスギ天然林  

74 芝谷地湿原植物群落 大館市 約7ｈａの広さをもつ低地湿原で，ノハナショウブをはじ

め，数多くの湿原植物が繁茂している。 

75 出川のケヤキ 大館市 700年以上前に植えられたと伝えられる。5本の幹に分かれ

ていて、主幹の直径2.5m樹高25mほどある。 

76 十和田湖畔の落葉広葉樹林 小坂町 標高：400ｍ 面積：25.0ha 

奥入瀬渓谷に連なる渓谷林ないしは河畔林 サワグルミ、

カツラが優占種  

77 白地山湿原の植物群落 小坂町 標高：1000ｍ 面積：24.0ha 

中間湿原  キンコウカ、ヌマガヤ、イワイチョウ、ヤチ

カワズスゲ、ミヤマイヌノハナヒゲ  

78 鉛山のダケカンバ林 小坂町 標高：700ｍ 面積：3.0ha 

風衝が強くなる場所にダケカンバが現れ、場所によっては

純林化している  

79 十和田湖のブナ林 小坂町 標高：400～1010ｍ 面積：150.0ha 

湿潤地はサワグルミ林が生育 外輪山はブナ林が主体をな

す  

80 北野のシラカバ林 鹿角市 標高：530ｍ 面積：9.0ha 

原生林皆伐後の一斉林 秋田県内での分布はこの地域のみ

81 小坂川のホッスガヤ群落 鹿角市 標高：120ｍ 面積：37.0ha 

川岸に群生するホッスガヤ優占群落  

82 非瀬沢の風穴植生 鹿角市 標高：500ｍ 面積：4.0ha 

ヤナギラン、エゾノシロバナシモツケ、イチゴツナギ、タ

チコゴメグサなど  

83 三ツ又森のオオシラビソ-ブ

ナ林 

鹿角市 標高：1000～1100ｍ 面積：20.0ha 

群落高は12～17ｍ、植被率60～80％   

84 十和利山のブナ林 鹿角市 標高：700～990ｍ 面積：85.0ha 

山体の上部は主としてブナ林によって被われている 高さ

20ｍ位  

85 五ノ宮嶽のブナ林 鹿角市 標高：900～1100ｍ 面積：550.0ha 

典型的な裏日本型のブナ林 林縁部にオクヤマシダが群生

する  
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番号 名称もしくは位置 所在市町村名 概要 

86 湯瀬の渓谷林 鹿角市 標高：300ｍ 面積：400.0ha 

アカマツ林や岩壁植生が分布 岩上や岩壁地にケヤキが優

占する林分が存在  

87 大円寺門杉 鹿角市 樹高42m、幹まわり9m、樹令2,000年といわれている。 

県指定天然記念物。 

88 八幡平の植生 鹿角市 標高：900～1600ｍ 面積：4040.0ha 

ブナ林が一部に残っている 

アオモリトドマツ林は県内で最大 

硫気孔原植生も点在  

89 五反沢川の渓谷林 上小阿仁村 標高：200ｍ 面積：8.0ha 

ハルニレ、オニイタヤ、ケヤキ、ミツデカエデ、ヤマトア

オダモ、オニグルミ、アブラチャン、サワシバ、ウリノキ、

キブシ、ハイイヌガヤなど 

90 大林のスギ林 上小阿仁村 標高：200ｍ 面積：1.5ha 

シダ類やラン科・スゲ類など林床の主要な構成種がそろっ

ている 

91 萩形のフサザクラ群落 上小阿仁村 標高：160ｍ 面積：0.2ha 

サワグルミ林の林床植生 上部スギ－ブナ林の崩積岩屑土

に成立 

92 大旭又沢のブナ林 上小阿仁村 標高：300ｍ～1000ｍ 面積：1100ha 

上流部は自然度の高いブナ植生域 サワグルミ林やキタゴ

ヨウ-クロベ林が局所的に分布 

93 萩形沢の渓谷林 上小阿仁村 標高：370ｍ～1093ｍ 面積：750ha 

ブナ林、キタゴヨウ-クロベ林 サワグルミ林・カツラ林が

散見 キンコウカ、コアニチドリの岩壁植生 
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■人とかかわりの深い植物 
 植 物 食 用 行 事 住・衣 ほか 

フキノトウ（バッケ、バ

ッキャ） 

田楽味噌 天ぷら 味噌

汁 

 山菜類 

 

フキ（ミズブキ、アキタ

フキ） 

葉、葉柄のお浸し 煮付け 七草 煮付けは田植え始

めの「サビラキ田」への

お供え物 

 

 ギシギシ（ウマスカンポ） お浸し 酢の物  

 イタドリ（越冬芽） お浸し   

 ヤマワサビ 根は下ろしワサビ 葉柄

は、塩漬けやお茶漬けの具

 

 ヤマミツバ（越冬芽） すまし汁  

 ミツバ 酢の物 すまし汁 納豆

和え 

 

 サワアザミ、ノアザミ 若葉の味噌汁 天ぷら   

 ウゴアザミ、マアザミ、

ナンブアザミ 

若葉の味噌汁 天ぷら   

 サワアザミ 茎の塩漬け  

 モリアザミ 根が食用  

 クサソテツ（コゴミ） 巻葉の天ぷら お浸し 

和え物 乾燥または塩漬

け保存 

 

 ヨブサマソウ（ホンナ） お浸し 浅漬け 三五八

漬け 天ぷら 

 

 モミジガサ（シドケ） 若芽のお浸し 味噌の一

夜漬け  

 

 ミヤマイラクサ（アイコ） お浸し 味噌の一夜漬け 

味噌汁 和え物 塩蔵保

存 

 

 タラノキの芽 天ぷら  

 葉、茎が食用 花のつぼみ

も食用 

 

 

ギョウジャニンニク 

お浸し 煮物 炒め物 

ニンニク味噌 

 

 ウド 酢の物 キンピラ 天ぷ

ら煮物 鍋料理 粕漬け

などで保存 

 

 

 ゼンマイ 乾燥保存 煮付け  き

ゃの汁 

きゃの汁は小正月の料理 

 ワラビ アク抜き後調理 お浸し 

味噌たたき 塩蔵保存 

きゃの汁 

七草 きゃの汁は小正月

の料理 

 オオバギボウシ（ウリ、

ウルイ） 

お浸し 一夜漬け  

 シオデ（ショデコ） 若芽のお浸し 鍋物  

 ゲンノショウコ 飲用（茶）  

 ジュンサイ キリタンポ鍋、ハタハタ塩

っ汁鍋、吸い物 

 

 チシマザサ（ネマガリダ

ケ） 

丸焼き 味噌汁  

 ウワバミソウ（ミズ） 茎は煮物・漬け物（一夜漬

け）・たたき 根はミズト

ロロやミズ昆布 肉芽（む

かご）は塩漬け 
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 植 物 食 用 行 事 住・衣 ほか 

山菜類 

 

マイタケ 炊き込みご飯 天ぷら 

鍋物 煮物 吸い物 き

ゃの汁 健康食品  

きゃの汁は小正月の料理 

 トンビマイタケ 煮物 天ぷら 酢味噌和

え 飲用（茶） 

 

 ハツタケ 煮物 天ぷら 味噌汁 

すまし汁など 

 

 スギヒラタケ（スギモダ

シ） 

キリタンポやダマコ餅の

具味噌汁 煮付け マリ

ネ 

 

 ハツタケ すまし汁 煮付け 炊き

込みご飯 

 

 オウギタケ 食紅  

 アミタケ 煮付け すまし汁  

 チチアワタケ・ヌメリイ

グチ・アワタケ（アワッ

コ・アワフク） 

汁の具 煮物  

 マツタケ マツタケご飯 土瓶蒸し 

吸い物 蒸しマツタケ 

マツタケ酒 

 

 キクラゲ 酢の物 酢味噌和え 油

炒め 

 

 ナラタケ（サワモダシ） 煮物  煮なます ナッ

ツ（麹を使用した漬け物）

 

 ヤチヒロヒダタケ 味噌汁の具 大根下ろし

和え 煮付け 

 

 マスタケ 味噌漬け  

 シイタケ 煮物 天ぷらなど  

 ホンシメジ 煮物 鍋物など   

 クリタケ 炊き込みご飯 煮付け 

塩蔵保存 

 

 ブナハリタケ 煮物 炒め物 炊き込み

ご飯 塩蔵保存 

 

 キシメジ（キンタケ） 炒め物  

 シモコシシメジ（キンタ

ケ） 

キリタンポ、ダマコ餅など

鍋物の具 煮付け 

 

 ナメコ 味噌汁 大根下ろし和え  

 ムキタケ 味噌汁 鍋物 煮物  

 ヒラタケ 煮物  

 エゾハリタケ 味噌漬け  

 エノキタケ 鍋物  

海草類 エゴ草（海草） 酒の肴 えご餅 精進料理 祝い膳 

果実類 ウメ 梅漬け 梅味噌 ジュー

ス ドレッシング 

 

 クルミ クルミおこわ  

 クリ 甘露煮 炊き込みご飯  

 アケビ 味噌田楽 殻っこづけ（塩

漬け） 

 

 アンズ しそ巻アンズ  

作物類 エゴマ なんばんべっちょ（きのこ

との辛味和え） 

地域の行事に欠かせない

料理 精進料理 

 ホウキ草の実（トンブリ） 納豆 酢の物 とろろな

ど 

 

 ニラ 酒味噌和え 田植えの時期 
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 植 物 食 用 行 事 住・衣 ほか 

作物類 ノビルの根（ヒロッコ） 酢味噌和え  

 ダイズ 煎り豆 ジダ豆  トー

フかすてら 浄夜豆腐  

正月・祭り時 節分の豆

まき 小正月の料理 小

正月の豆の香行事  浄

夜豆腐はかつて鹿角地方

の凶作年の大晦日の料

理、1 月 15 日の小正月に

作る地域もある  

 

 アズキ アズキがゆ 小豆飯 ジ

ダ豆餅 きゃの汁 冬至

かぼちゃ 

小正月の朝食 小正月の

きゃの汁の具 小豆飯は

「サビラキ田」へのお供

え物 旧 11 月お太子講

（オデシコサマ）のお供

え 12 月の冬至料理など 

 

 ジャガイモ あんぷら餅（じゃがいも

餅）など 

 

 カボチャ 冬至かぼちゃ 12 月の冬至料理 

 ジネンジョ とろろまま 元日または正月 2 日に食

する風習 

 ダイコン 煮なます しみ大根の煮

付け なた漬け（がっこ）

きゃの汁 

正月料理として煮なます 

七草 きゃの汁は小正月

（女正月）の料理、1 月

16 日に神に供え、五穀豊

穣・家内安全を祈る 

 

 ミョウガ 田楽 甘酢漬け あけび

の殻っこづけ 

 

 シシトウ 甘露煮  

 ソバ そばはっと そばおやき  

そばねり 

年越しのそばねり 

 アワ 落花生入り粟餅 冠婚葬祭 

 イネ（コメ） 煮玉飯 シトギモチ 煮玉飯は小正月のお供え

物  シトギモチは12月

の山の神祭りのお供え物 

 

 イネ（ウルチ米） しんこ餅 ダマコ餅 キ

リタンポ  

ダマコ餅は秋の取り入れ

が終わった頃「庭あらい」

と称して作り食する。 

 

 イネ（モチ米） 鏡餅 おこわ 笹巻き 

かまぶく 干し餅 ゆべ

し 赤飯 けいらん 

正月・小正月のお供え餅 

端午の節句のお供えとし

て笹巻き ほか主に正月

や盆、冠婚葬祭の際の料

理 赤飯は盆正月・冠婚

葬祭不祝儀では黒飯と呼

ばれる。 

 

樹木等 ブナ  木材加工工芸品 

 スギ  木材加工工芸品 

（曲げわっぱ、桶、樽、秋

田杉細工等） 

クネ（垣根） 

屋根材（木羽葺き屋根、杉

皮葺き屋根） 

 ヒノキ  木材工芸品（春慶塗など）

クネ（垣根） 

屋根材（木羽葺き屋根） 

 ヒバ  木材工芸品（春慶塗など）
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 植 物 食 用 行 事 住・衣 ほか 

樹木等 サワラ  クネ（垣根） 

 マサキ  クネ（垣根） 

 クロモジ  サシクネ（柴垣根） 

 カヤ  屋根材（茅葺き屋根） 

 ササ  屋根材（笹葺き屋根） 

行事（七夕） 

 ウルシ  漆塗り（春慶塗、曲げわっ

ぱなど） 

 ムラサキ  染め物（紫根染） 

 アカネ  染め物（茜染） 

 アケビ  工芸品（あけびづる細工）

 フキ（蕗）  染色（秋田蕗摺り） 

 クルミ  鳩杖（80 歳に達した老人に

「八十杖」が県内各地で贈

呈される） 

 ウリハダカエデ  イタヤ細工（箕、苗カゴ、

ツヅラなどで、かつては鷹

巣町でも作られていた） 

 ワラ  ミノ（雨具、行事の装束な

ど）やワラグツなど 

屋根材（藁葺き屋根） 
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■人とかかわりの深い動物 
動 物 食 用 行 事 他 

クマ クマ鍋（みそ仕立ての熊鍋、しょ

うゆ味の熊かやき）  

かつて、マタギはクマ捕獲後「ケボカイ」

の儀式を行った。また食する際は、モチ

グシという部位を山の神に供えた。 

防寒着 

ウマ 馬かやき 馬肉の煮付け  祭りや祝儀の際供される 農耕 運搬 

トリ（比内鶏） キリタンポ、ダマコ餅などの鍋物  

クジラ クジラ汁（塩くじらを使ったみそ

汁、くじらかやきとも言う） 

 

アンコウ アンコウ鍋  

エイ カスベのからぎゃ煮（干しエイの

甘辛煮） 

冠婚葬祭 

サケ 鮭の飯ずし  

ホッケ つみれのしょっつる みそ汁  

タコ 真だこのさんしょう和え  

マダイ 石焼料理（味噌味・しょうゆ味）  

ハタハタ ハタハタずし 塩焼き 田楽 

麹漬け 

年越し料理としてハタハタずし 

イワシ 各種料理（古来よりの代表的魚）  

ニシン 各種料理（古来よりの代表的魚）  

ワカサギ 揚げ物 佃煮 酢の物（チカなま

す） 

 

アミ いさじゃ（アミ）の塩辛 かやき

（鍋物）の具 

 

コイ 甘煮 鯉こく 正月料理（甘煮） 稲刈り後の「池干し」

の際の料理 

 

カワヤツメ（八目鰻） 味噌焼き 味噌かやき  

ウグイ（ジャコ、ザッ

コ） 

ジャコのクラコ和え（ニンニク味

噌和え） 

 

シラウオ 佃煮  

シロウオ 生食（躍り食い）  

ツブ 酒味噌あえ  

イワナ 塩焼き 味噌貝焼き 味噌汁 

笹焼き 

マタギの「アメ流し」（毒流し漁） 

ヤマメ サクラマス 塩焼き  

ドジョウ 味噌かやき たたきのしょっつ

る 佃煮 蒲焼き 唐揚げ 

土用の丑の日にも食する 

サワガニ 佃煮 焼きもの  

アユ 焼き物 刺身 寿司 煮物他  

カジカ 揚げ物等  

フナ 煮物等  

ナマズ 煮物等  

コバネイナゴ 佃煮  
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２）水環境 
■湧水 

 名称 位 置 概要 

秋田県  

花輪の湧水 花輪字上

花輪 

旧街道沿いの市街地に藩政期以来生活用水として利用されてきた共同の

水場がある。万山林（萬三林）の井戸、お地蔵さんの井戸とも東側山麓の

湧水を導水。 

万山林（萬三林）

の井戸 

 万山林（萬三林）の井戸は六日町の県道沿いに位置し、飲用水や、野菜・

農具の洗い場として利用される。維持管理は中心的な利用者が行い、費用

は寄付という形で利用者が支払う。萬三稲荷神社がある高台の斜面に源泉

があったことにちなんだ名称。                   

お地蔵さんの井

戸 

 お地蔵さんの井戸は、新田町町内に位置する水場で小屋の上手に地蔵があ

ることからこの名称が付いている。飲用、洗い物に利用されている。 

鹿角市 

おせど跡  おせどは「お伊勢の井戸」「お伊勢堂」の意味で、台地の中腹にある神明

社の上方に源泉があることにちなんでいる。 

おせどの水場は道路拡幅で取り壊されたが、平成１６年８月、六日町町内

自治会が地域おこしのため、昔の面影を再現した井戸を整備した。 

大館市 白沢御膳水 白沢字白

沢 

白沢集落の西端、県道沿いの丘陵下に湧出。明治天皇巡幸の際に御膳水と

して献上されたが、現在は湧水量は多くなく、水質についても煮沸してか

ら飲用すべきと掲示されている。飲料、野菜を冷やす天然の冷蔵庫、土の

ついた農具の洗い場、昭和初期には周辺地域で酒造りに用いられた。 

ボランティア清掃、授業などを通じて子供たちも親しんでいる。 

お茶の水の井戸 比内地区

独鈷 

浅利氏の古城跡である、独鈷地区北側の台地北東下に位置する。その城館

で利用されていた湧水の一つで、特に茶会に利用されたことから「お茶の

水」といわれた。お茶の水の井戸跡として、八角形の井戸の石組みが残る。

湧水は現在も変わらず、段丘下の水田の灌漑用水として利用されている。

 

三哲神社の水場 十二所 三哲山（393m）中腹に鎮座している三哲神社の敷地内に流れている水場。

開設は、神社の祭神千葉上総介秀胤と伝えられている。秀胤は江戸で文・

武・医の三道を修め、寛文 6（1666）年に、宍戸家の食客として十二所に

暮らし始めた。人々に文武を教え、医術を施し、「三哲さま」と慕われた。

一帯は現在、スギ植林となっているが、以前は草刈り場。もとは、水がわ

き出て、泉になっていた。現在は貯水槽があり、配管して水をひいている。

神社に参拝に訪れた人たちは、参拝する前の清めの水としている。 

前山御膳水 鷹巣地区

前山字綱

前 

鷹巣の西部、前山集落西端の断崖の下に湧出。小屋掛けの水場が整備され

ている。明治天皇巡幸の際に御膳水として献上された。現在も、湧水の大

部分が簡易水道として取水されている。 

目薬井戸 合川地区

八幡岱新

田 

大野台の大地下の県道沿いに位置し、小さな祠が祀られている。現在の湧

水量は少ないが、周辺では比較的よく知られている由緒ある湧水。 寛文

年間、新田開発の際に湧出し、その後、この湧水で目を洗うことで眼病が

治癒したなどと伝えられたことから、目薬井戸と呼ばれるようになった。

坊山の冷泉（小

森の大清水） 

鷹巣地区

小森字坊

山 

坊山集落の西側入口にあるスギの両側に、二か所に分かれて湧出部をもつ

Ｙ字型の湧水。コンクリート製の井戸枠が配置されている。主に、段丘下

の水田灌漑に利用されているが、一部は補助的に生活用水にも利用されて

いる。炭酸水であるため古くより薬効があるとも伝えられる。 

露熊冷水 阿仁露熊

渓谷 

露熊渓谷沿いから湧き出る水。水の持ち帰りは可能である。 

北秋田市 

小滝霊水 森吉字小

滝 

森吉山の伏流水による。 

季節を問わず豊富な水量がわき出ている。水温は常時 11 度。古来、人々

が登山の際に手を洗い清めた霊験あらたかな泉であるという。 

上小阿仁村 不動の沢の湧水 五反沢字

下五反沢 

上小阿仁村の北部に位置する。不動明王を祀った祠の脇に背後の沢から落

差数ｍの小さな滝として流下。この沢上流部に湧水があり、最近まで小規

模水道の水源として利用されていた。現在では利用されないが、水質も良

く安定した湧出が続いている。 
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 名称 位 置 概要 

霊の水（杉沢熊

野神社の清水）

磐字杉沢

野 熊野

神社境内 

杉林の中の谷間から安定した量が湧出。坂上田村麻呂が紀の国熊野の御滝

にたとえたといわれ、ゆかりの地に水神社が祀られた。藩政期には、杉沢

野の新田開発に使用され側に出水神社が祀られた。古来より精気の名水と

称えられて霊の水と命名され、眼病やけがに効く延命長寿の水とも伝えら

れる。近住の人が水を汲みに来る。 

雲根清水（富根

の御膳水） 

二ツ井地

区飛根字

清水 

井戸状のコンクリート製水場が設けられ、水神も祀られているが、現在は

恒常的な湧出のない一時泉でほとんど利用されていない。明治天皇巡幸の

際献上された御膳水であり後に宮内庁記録係によって雲根清水と命名さ

れた。 

呉庵清水 檜山字星

場台（中

母体集

落） 

檜山城跡山体の北麓に位置。水源は檜山城跡峰続きの東側山塊の地下浸透

水と思われ、周辺地区の生活用水、農業用水として使用されている。菅江

真澄の「霞むつきほし」にも出てくる。また、明治天皇巡幸の際献上され

たといわれる。 

能代市 

 

 

 

 

 

亀井の水 檜山字越

王下 

檜山地区の熊野神社の湧水。市の天然記念物である、坂上田村麻呂が植え

たといわれる杉の巨木の根元から湧出し、眼病に効くと伝えられるが、現

在は一時的な湧出である。 

水神様の手水鉢 大沢 月

宗寺 

県指定の天然記念物ともなっている通称「水神様の大ケヤキ」の根元付近

にゆう出している泉などを水脈とし、これまで一度も枯渇したことがない

とされる水場。往時と比較すると極端に減少している。 

征夷大将軍・坂上田村麻呂が二ツ井町の蝦夷を平定、川をさかのぼって逃

げようとする敵陣を追った際、この大樹を眺めながら清水を堪能したとい

う伝説も残されている。 

長年この地で暮らした世代にとっては今もなくてはならない憩いの場。

岳岱自然観察教

育林内わき水 

藤琴沢国

有林内 

ブナからなる岳岱自然観察教育林内に湧出する。 

散策している人たちが一息つく場所にもなっている。 

藤里町 

横倉のわき水 横倉 「白神山地の水」を手軽にくめる。 

横倉集落の生活を支えてきた。生活用水、小規模な棚田のかんがい用水と

しても利用された。わき水の水路は集落内を流れ、そこから各家々が水を

ひいた。各家に水をためる池があり、そこで皆コイを飼った。冷たい水を

緩め、その後に水田に流された。このほか、セリ栽培やサケのふ化事業な

ど、さまざまな用途に利用されている。 

蓮沼神社の湧水 八竜地区

浜田（蓮

沼神社

下） 

海岸砂丘地に位置する蓮沼は、八郎潟北岸の新田開発の際灌漑用水源とさ

れた。雨乞いの龍神信仰が伝わり八竜大明神を祀った蓮沼神社がある。神

社下にある湧水が蓮沼の源流部にあたるが、砂丘地の谷間に位置する湿地

状の湧水であるため特定の湧水口は確認できない。 

三種町 

長寿の泉 琴丘地区

鯉川字小

林 

古来、病気が治癒した、恒常的に飲用し長生したと伝えられたことから呼

称される。４年ほど前からゆう出量が減り、今では全く出なくなった。同

じ道路沿いで長寿の水から３０メートルほど離れた所に、新しい水場がで

きている。 

お殿水 八森地区

字乙の水 

白神山系の西端で、西は岩館海岸という断崖の一角に位置する。現在「道

の駅はちもり」地内。県内でも知名度が高く利用者も多い。かつて津軽藩

主が参勤交代の折にこの地で口にした清水を賞賛したことからこの名が

付いた。 

わき水をくむ目的でつくられた大潟村の有志グループ「白神山水会」や、

能代市の山田製パン工場も製造する「白神パン」にこの水が利用されてい

る。 

大槻野下の湧水 峰浜地区

字水沢 

以前は、水田灌漑用水として利用された。現在は広域農道の開通によって

水田と分断され、道路の側溝に直接排水されているため、あまり良好な状

況ではない。湧水部に井戸状の石組みが残されている。 

黒滝付近のわき

水 

黒滝付近 「白神山地の水」を味わうことのできる水場の一つ。 

中ノ又林道沿いにあるわき水。中ノ又林道の道路工事で斜面を削ったため

に湧出したものかも知れない。ゆう出部には樋が取り付けられている。

八峰町 

二ッ森登山口付

近のわき水 

二ッ森付

近 

青秋林道脇の水場。かつては、カツラの大木が生い茂り、桂台といわれた。

わき水は、山の斜面に立つカツラの大木の根元から出ている。白神山地を

訪れる観光客からの要望もあって、ゆう出場所からブナの樋で水を引き、

輪切りにした杉を一帯に敷いて、水場としている。 
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 名称 位 置 概要 

薬師山中腹のわ

き水 

薬師山付

近 

わき水は戦前に見つけられ、「白瀑（しらたき）」の銘柄で知られる酒づ

くりに利用されている。田に水が必要な春から秋までは薬師山ふもとの水

田のかんがい用水として農家に提供されている。 

八峰町 

峰水湖冷泉 峰浜地区

大岱 

水沢ダムが建設されていた平成 4年、ボーリング調査の際に偶然わき出た。

以前から地元住民の間では水沢川の岸辺で湯の華のようなものが見られ、

硫黄のにおいが漂うことは知られていた。 

「アトピー性皮膚炎に効く」との評判が広がったことなどから、一時は利

用者が列をつくった。 

男鹿市 滝の頭 五里合鮪

川字滝の

頭 

寒風山北東麓に位置する、秋田県でも有数の規模を誇る湧水。最上部には

今木神社が祀られている。湧出量は豊富で、文政年間には八郎潟西岸の新

田開発に利用されたり、近年は男鹿市の上水道水源にも利用されている。

水質が酒造りに適している軟質であることなどに地元酒店が着目。商品開

発の依頼を受けた県内の酒造会社が湧水を活用し製品化するなど、各方面

に利用されている。 

岩清水 脇本富永

字延命寺

台（岩倉） 

寒風山南東麓に位置し、側に岩清水竜王神社が祀られている。岩壁中腹の

数か所から湧出、流下し下流部の灌漑に利用されている。江戸時代、災害

をもたらした大蛇を寺の住職が龍に変えて岩に封じ込めたという封蛇石

伝説が残り、菅江真澄も、「男鹿の秋風」のなかに蛇を見たことなどを記

している。 

 

開拓の泉 船川港比

詰 

寒風山南西山腹に位置する。 第二次大戦後の開拓集落では、数か所の湧

水を生活用水として利用していた。既に入植者はほとんどいないが、生活

用水として現在でも利用されている所があり、数百ｍ離れた湧水部から取

水管が敷設されている。湧水のわきを通る寒風山へのトレッキングコース

が近くにある。 

青森県    

深浦町 

 

沸壺の池の清水 大字松神 津軽国定公園「十二湖」地内にある沸壺の池の湧水。 

池の底から水が湧いているといわれている。周囲にも湧き水があり、その

まま池に流れ込んでいる。付近の「青沼」とともに神秘的な色の水をたた

え、探勝地として著名である。 
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３）歴史的資源 
■伝統行事 

 名称 場所 概要 

秋田県   

鹿角市 大日堂舞楽  鹿角市八幡平字

小豆沢 

国指定重要無形民俗文化財 

養老年間に伝承せられた舞楽といわれ定められた四地区の斎戒沐谷を

した能衆が，正月二日の午前零時ごろから祭場に含流し，分担した舞楽

を奉納する。 

起こりは「だんぶり長者」伝説に由来。 

 土深井裸まいり 鹿角市十和田大

湯 

隔年 2 月中旬 市内の土深井地区に伝わる「五穀豊穣と家内安全」を祈

願する伝統行事。 

 大清水の綱引っ

ぱり 

鹿角市八幡平字

大里 

2 月 25 日ちかくの日曜日 竜神に見立てた綱を引き合う行事。 

 宮野平のオジナ

オバナ 

鹿角市十和田大

湯 

3 月彼岸中日 小屋を燃やして先祖を迎える行事。江戸時代から続いて

いる。 

 小豆沢のオジナ

オバナ   

鹿角市八幡平字

小豆沢 

3月彼岸の終わり  春の彼岸に先祖の霊を迎え送り、祖霊を慰める行事。

五の宮嶽の中腹の薬師神社の嶺づたいに平年は 12 カ所、うるう年は 13

カ所に火を灯し、その月の火の燃え方で天候の善し悪しや作物のを豊凶

を占う。  

 下川原駒踊り   鹿角市花輪下川

原地区 

4 月 19 日   豊年を祈願して花輪下川原地区にある稲荷神社の例祭で奉

納される。女子が奴を演ずることと、奴舞いに歌のついたものがあるこ

とが特徴である。 

 松館天満宮三台

山獅子大権現舞 

鹿角市八幡平字

天神館 

県指定無形民俗文化財 4 月 25 日 

松舘菅原神社は、京都の北野天満宮から勧請したといわれる。例祭に奉

納する神楽は、御幣舞、地舞、榊舞、青柳舞、扇舞、剱舞、大権現舞、

及び獅子権現による霊力授与、そして湯立神事として作占いの儀（当年

の稲作を占う藁太総舞）や熱湯を振りまく湯浴みの儀などで、五穀豊穣、

学業成就、無病息災、火伏せなどを祈願する。 

 尾去沢山神社祭

典   

鹿角市尾去沢 5 月 14・15 日  地域住民の安全と平和祈願のため山神社を祭る年に一

度の祭典。  

 毛馬内月山神社

祭典   

鹿角市十和田毛

馬内地区  

7 月 11～13 日 子供樽みこし、御神輿の巡幸、川原の大神楽などが行

われる。  

 湯瀬温泉まつ

り・湯瀬先払舞 

鹿角市湯瀬温泉

地内 

7 月 15．16 日  湯瀬先払舞や樽みこしが湯瀬温泉地内を巡回する。 そ

の他イベントが行われる。 

 錦木塚まつり 鹿角市十和田錦

木字浜田 

8 月 7 日 悲恋伝説の舞台として、みちのくの歌枕や謡曲「錦木」にも

謡われ、あまたの文人墨客たちによって詠み継がれている伝説の里。錦

木塚まつり がある。  

 花輪ばやし   鹿角市花輪 県指定無形民俗文化財 8 月 19 日～21 日。 

花輪の産土神，幸稲荷神社の祭礼ばやしとして奉納されるもので，華麗

な屋台が，笛，太鼓，三味線などのはやしとともにねり歩く。祇園ばや

しの流れをくむ。  

 毛馬内の盆踊 鹿角市十和田毛

馬内 

国指定重要無形民俗文化財 8 月 21～23 日 

踊るために紋付を着る人もいる。京都の念仏踊の流をくむと言われてい

る「甚句」と「大の坂」の 2 つの踊りがある。 

 花輪の町踊り 鹿角市花輪 県指定無形民俗文化財 8 月下旬～9 月中旬。 

江戸時代末に江戸の踊りを町の旦那衆が伝えたといわれる。 

 花輪ねぷた   鹿角市花輪 8 月 7 日・8 日  藩政時代から始まった花輪ねぶたの灯籠は、将棋の駒

の形をしており、武者絵などが描かれている。大太鼓を打ち鳴らし、独

特のはやしではんてん姿の若者が街中を練り歩く。  

 大湯大太鼓まつ

り  

鹿角市十和田大

湯 

県指定無形民俗文化財 8 月 13～17 日 

約 400 年前，土気昂揚に使用された太鼓が大型化され，現在五十ガラ

（胴）の大太鼓が，正しい打法を守りながら四囲に鳴り響かせている。

 大森親山獅子大

権現舞  

鹿角市尾去沢字

東在家 

県指定無形民俗文化財 9 月 15 日 

約 500 年前から続いている神楽で、鉱山の発見にまつわる伝説が裏づけ

となっており、獅子頭が旧歴元旦に若水をくんで飲むという所作の「米

汲みの舞」は他に類例のない特異なもの。 
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小坂町 小坂七夕祭  小坂町 8 月第一土曜・日曜 90 年以上の伝統をもつユニークな山車が，笛，太

鼓などのはやしで町内を練り歩く。2 日目の合同運行が見物。 

 濁川の虫送り 小坂町濁川 6 月上旬の日曜 男女２体の藁人形（ムシ）を作り、その体内に村中の

害虫や災いを取り込み、村はずれまで太鼓を打って囃しながら練り歩く

というもの。 町指定無形民俗文化財 

大館市 代野ニッキ 大館市田代岩瀬

字代野 

1 月 1 日 集落の息災と発展を祈願する。1719 年頃から始まる。稲荷神

社で注連縄と若枝（新木）をつけた男 2 人が参拝後各戸を巡る。  

 大館アメッコ市 大館市大町中央

通り 

2 月の第 2 土曜日とその翌日 約 400 年前から続いている民俗行事。会

場には屋台が 120 店ほど連なり，ミズキの枝先に小さなアメを飾りつけ

た枝アメの他，テレビの人気もののアメ細工が売り出される。このアメ

を食べると，1 年中風邪をひかないと言い伝えられている。 

 ジャジャシコ祭

り 

大館市扇田 4 月 3 日 正しくは鎮火祭といい、幕末に起きた大火を機に始まった扇

田神明社の火伏せ祭り。 ジャジャシコの語源は、火消したちが持つ錫

杖の金の輪が引きずって歩くたびに鳴る音から付けられた。神主が各

家々で火除けの儀式。 

 遍照院の火渡り 大館市上町 6 月第 3 土曜日 草鞋履きの信者が祈願しながら火渡りする。無病息災

などの願いがかなうとされる。 

 大館神明社祭典 大館市街地 9 月 10・11 日 江戸時代から続く山車祭り。祇園ばやしの流れをくむ，

大館ばやしが響きわたる。 

 作占い 

（田代岳の岳参

り作占行事） 

大館市田代岳 9合

目 

7 月 2 日 ９合目の湿原に点在する地塘（ちとう）の水の張り具合、そ

こに生育しているミツガシワの花のつき具合や根の張り具合などでそ

の年の稲作の豊凶を占い、山頂の田代神社において、神官より占った結

果のお告げを聞く。 

 羽保屋の祭り 

（梵天奉納） 

大館市雪沢羽保

山 

旧歴 5 月 28 日 麓の大鳥居から幟と梵天を持ち山駆けし、羽保屋山頂

の御殿に奉納する。 

 山コチンチコ  大館市扇田 8月上旬 扇田の七夕行事として各町内の子どもたちが自慢の絵灯ろう

を山車（ダシ・山ッコ）に乗せて引きながら、笛の音にあわせて掛け声

をしながら町を練り歩く。雨乞いと七夕祭りが一緒になったものと言わ

れ、ねぶ流しの風習を受け継ぐ七夕行事。 

 中野七夕 大館市比内町中

野 

8 月 13 日 手作りの絵灯ろうを竿灯風に組み上げ、太鼓の響きにのせ

て巡る七夕行事。戦国末期、浅利勝頼の築城を祝って始まったと伝えら

れている。 

 大文字まつり・

大文字焼き  

大館市（市内・鳳

凰山） 

8 月 16 日 約２㎞の行列になる大文字踊りやぶっかけ神輿、夜は大文

字焼き。点火とともに花火大会が始まる。昭和 43 年に始めたもの。 

 ハッタギ踊り 

（扇田盆踊り） 

大館市比内町扇

田 

8 月 16～20 日 豊作を祈願し、田んぼの大敵であるハタギ（イナゴ）

を追う様に似ている盆踊り。  

 山田地蔵祭  大館市山田 旧歴 10月 28日  田代地区の山田集落で悪病退散と家内安全を祈願し

古くから行われている伝統行事。 わらで作られた男女の地蔵様が笛と

太鼓で賑やかに地域内を練り歩く。 

北秋田

市 

朝鳥追い 北秋田市阿仁比

立内 

1 月 1 日 昔は害虫鳥払いと豊作祈願の行事、集落の人が集まり鳥追い

歌を歌いながら行列して比立内神社へ参拝、その後豊作祈願の綱引きを

する。 

 万灯火 北秋田市 

(旧下小阿仁村)  

3 月彼岸中日 千年以上前から伝わる伝統行事で、精霊を迎えるため彼

岸の中日にたいまつをかかげた子どもたちが山の上や川の土手に立ち、

灯をともす。 

 米内沢神社祭り 北秋田市森吉米

内沢 

5 月 7・8 日 宵宮では神楽を奉納、本祭りでは神事、湯立て作占い、

神輿巡行を行う。 

 八幡宮綴子神社

例大祭 

北秋田市鷹巣綴

子 

7 月 14・15 日 「大太鼓まつり」として知られている伝統行事。直径３．

７１ｍの大太鼓を打ち鳴らして行進し、神社に豊作を祈願する。 

 鷹巣神社祭り 北秋田市鷹巣本

町部 

7 月 24・25 日 宵宮、大祭を行う。神楽と大和舞が奉納される。 

 阿仁前田獅子踊

り 

北秋田市阿仁前

田 

県指定無形民俗文化財 8 月 13 日 佐竹氏が転封の折，家臣が主君の

無りょうを慰め，士気鼓舞のため大名行列を型どって演じた道中芸が始

まりと伝えられている。 
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北秋田

市 

米内沢獅子踊り 北秋田市森吉米

内沢 

8 月 13 日 佐竹氏が転封の折，家臣が主君を慰めると同時に，士気鼓

舞のため大名行列を型どって演じた道中芸が始まりと伝えられている

 根子番楽 北秋田市阿仁根

子 

国指定重要無形民俗文化財 

落人が伝えたといわれる武士舞。 

8 月 14 日、9 月第 2 日曜。 

 サギサギ 

（山神様） 

北秋田市森吉米

内沢 

8 月 15 日 相撲取り装束の男達が梵天（紙製）を持って練り歩き三吉

神社の祠に納め、奉納相撲を行う。  

 熊野神社餅つき

踊り 

北秋田市森吉米

内沢 

8 月 15 日 踊りながらついた餅を奉納する。 

 菅原神社の轟山

（やまやま）  

北秋田市森吉米

内沢 

8 月 24 日 中学三年の生徒が大きな絵灯篭を作り，子供に引かせて町を

ねり歩く。 

 梵天奉納祭 北秋田市森吉米

内沢 

8 月 15 日 若者がまわしをつけて町をねり歩き，標高 300m の倉ノ山山

頂の三吉神社に梵天を奉納する。 

 大名行列 

（上杉獅子踊り

行列） 

北秋田市合川上

杉 

9 月 15・16 日 笛、太鼓に合わせて駒、殿様、獅子などが踊りをして

回り、上杉神社で湯立て神事を行う。豊年祈願、家内安全、先祖供養の

行事。 

 猿倉人形芝居 北秋田市増沢他 県指定無形民俗文化財 

明治期に由利郡鳥海町の池田与八が始め各地に広まった。 

上小阿

仁村 

友倉神社裸参り 沖田面 友倉神社にて毎年 2 月第 3 土曜日深夜から日曜日にかけて行われる、江

戸時代から伝わる小正月の行事。家内安全、無病息災、五穀豊穣を祈願。

 鳥追い 小沢田及び下五

反沢 沖田面 

毎年 2 月（旧暦の 1 月 15 日） 

毎年 2 月第 3 土曜日 

 万灯火 羽立、大林、堂川

などの各集落 

3 月 21 日の春分の日に日没から、村内各集落でおこなわれる。祖先の

霊を供養するために墓前でワラを燃やしたことに由来。 

 ねぶ流し 沖田面 8 月 6 日の夜、大灯籠の山車を先頭に絵灯籠を持って集落を 3 回まわり

灯籠に付けてあるススキを川に流す。もとは子供中心の行事だった。

能代市 高岩神社裸参り 二ツ井町荷上場  旧小正月の夜 高岩橋下の藤琴川河川敷で行われる。フンドシにワラ

ジ姿の若者が川にかけこみ水をかぶり、約 2.5km 先の高岩神社をめざし

て駆け出し参詣する。 

 岩関神社祭典

（二ツ井町祭

典） 

能代市二ツ井町

（本町通り他） 

5 月 2・3 日 元和年間に、岩堰用水路開さく工事を指導した梅津政景

公が創立した神社である。重さ１００貫目もある黄金色の「みこし」が

町内に繰り出す。  

 七座神社祭典 能代市二ツ井町

小繋 

5 月 3 日 天神七代の神として阿部比羅夫を祭る神社である。 

 日吉神社例祭 

（山王様の嫁見

祭） 

能代市御指南町 日吉神社祭典中ノ申祭の宵祭りで、毎年旧暦４月の２番目の申の前日（5

月）に行われる。初嫁さん達が御礼参りと幸福祈願のために参拝する。

 富根報徳番楽 能代市二ツ井町

飛根 

県指定無形民俗文化財  7 月 23・24 日  寛政 5 年，川井村（合川

町）の筏流しの人達によって阿仁川から米代川の宿場である飛根に伝承

されたといわれている。水の舞、鳥舞、えびす舞等が披露される。 

 愛宕神社祭典 能代市二ツ井町

富根 

7 月 23・24 日 昔、富根は少数部落が多いため、相寄り集まって守護

する鎮守の神として創立された神社である。神社境内では富根報徳番

楽、羽立大神楽の踊りが繰り広げられる。 

 日吉神社神輿渡

御祭(山王社の

夏祭り） 

能代市旧能代港

町 

7 月 26・27 日 神輿を日吉神社創建の地（町の西外れ）へ里帰りする

行事。 

 羽立大神楽 能代市二ツ井町

飛根字羽立 

県指定無形民俗文化財  7 月 24 日/8 月 13 日 その昔 1人の至芸に達

した芸人がこの里に訪れたことから始まったと伝えられており、楽手、

舞手、口上唄手からなる獅子舞等が披露される。 

 駒形のネブ流し

行事 

能代市二ツ井町

駒形 

県指定無形民俗文化財 8 月 6 日 ちょうちんで飾ったさおを掲げて集

落内を巡行、向こう 1 年の災厄を払うとともに、秋の豊作などを祈る。

「ケガチ（飢饉）流し」「虫送り」とも呼ばれるねぶ流しは、古くから

伝わる伝統行事。起源は明らかでないが、秋田竿燈の起源ともいわれる。
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能代ねぶながし 能代市（市街） 8 月 6・7 日 能代を代表する夏祭り。阿部比羅夫や坂上田村麻呂が蝦

夷との戦いに用いた灯篭が起源といわれる。シャチをかかげた数台の灯

篭が若者達によって繰り出され、笛の音や太鼓のお囃子と共に練り歩

き、米代川へ流す。 

能代市 

 

桧山舞 能代市檜山上母

体 

国指定重要無形民俗文化財  8 月 13 日 母体番楽ともいわれ、室町

時代末期に母体八幡神社の修験安部氏３代目の大鏡院照山によって招

来されたと伝えられる。露払いなど 19 曲が現存し八幡神社に舞を奉納

している。 

 仁鮒ささら踊  能代市二ツ井町

仁鮒 

県指定無形民俗文化財  8 月 13 日・14 日  慶長年間佐竹義宣公が

常陸から秋田へ遷封の際、随従してきた家臣によって伝えられた。駒踊

り、囃舞、奴踊り等が披露される。 

 切石ささら踊  能代市二ツ井町

切石 

県指定無形民俗文化財  8 月 13 日・14 日 慶長年間佐竹義宣公が常

陸から秋田へ遷封の際、随従してきた家臣によって伝えられた。獅子舞、

奴舞，棒術、万才等が披露される。 

 常州下御供佐々

楽 

能代市檜山 県指定無形民俗文化財  8月7～20日 慶長年間、佐竹義宣公が水戸か

ら秋田へ移封された際に、警護にあたった足軽たちが道中の義宣公を慰

めるために舞い踊ったとされ、そのときの足軽達が住み着いた道地集落

に道地佐々楽の俗称で伝えられてきたもの。神社や関係者の墓前で舞が

奉納される。 

 小掛鐘馗様  能代市二ツ井町

小掛 

9 月上旬 鐘馗様とは、疫鬼を退け、魔を除くという中国の伝説上の神

様です。昔、この地方に疫病が流行った時に、部落にこの鐘馗様を奉っ

たところ疫鬼が退散し人々が救われたといわれている。 

 八幡神社大祭

(住吉の秋祭り) 

能代市柳町 9 月 14・15 日 八幡神社は阿倍比羅夫が創建、坂上田村麻呂が祈願し

たとされる神社。宵祭、大祭（神輿渡御）が行われる。 

 浅内ナゴメハギ 能代市浅内地区 12 月 31 日 男鹿のナマハゲに類似する行事で懲戒や教訓の意味があ

る。 

藤里町 壮士舞い 藤里町大沢 5 月 7 日  赤穂浪士の討ち入を舞に表したもの。明治期に、男女数名

の武芸者が諸国巡業の際に大沢部落に立ち寄り滞在し、部落の人たちに

剣、槍、長刀等の武技を披露・伝授した。 

 根城豊作相撲 藤里町粕毛 9 月中旬 自福寺で先祖に舞を披露していたが，明治 35 年頃から手踊

りから相撲に切替えられた。 

 金沢番楽 藤里町藤琴金沢 9 月上旬 今から約 180 年前、この地へまわってきたホゲン様（山伏か

行者）が、この地に慰安のための芸能のないことを知り、田植えすぎか

ら稲刈り時まで滞在して伝授したものだといわれている。 

 藤琴豊作踊り(ｺ

ﾏｵﾄﾞﾘ）  

藤里町藤琴 県指定無形民俗文化財  9月7・8日 慶長7年（1602年）秋田藩主佐竹

公が水戸から秋田にお国入りの際、殿様の旅の寂しさをお慰めするため

に行った家来たちの道中芸がその源と伝えられている。大名行列を型取

り、棒使い、鋏箱、槍持ちを先頭にし、馬上の警護の武士等から成り立

ち豊作踊りと称する。 

三種町 鯉みこし 三種町琴丘鯉川

字鯉川 

5 月 5 日 鎮守磯前神社の祭典行事。昭和 62 年から始まった地名伝説

を演出する神輿（鯉の形の神輿）行列。 

 志戸橋番楽 三種町志戸橋 県指定無形民俗文化財 

8 月 7 日、13～15 日、20 日、9 月 15 日。 

江戸時代初期に伝えられたといわれる５拍子の舞や狂言。 

 中舘番楽 三種町琴丘鹿渡

館村及び中沢 

8 月 13～15 日。阿仁町根子地区より伝来。けものの皮や干胃等を売る

商人が宿をとったおりに舞ったのが始まりと伝えられている。 

 向達子番（才）

楽 

山本下岩川字向

達子 

起源についてはあいまいな伝承であるが、安政元年（1854 年）に阿仁

根子番楽の流れを組む二ツ井町仁鮒の神官を招き、集落の若者一同がそ

の教えを受けた。また、一部は明治の中頃、当集落の者が五城目の馬場

目へ出稼ぎ中、その地で舞われていたものを習って帰り、それまでのも

のと合わせて今のような形に整えたとされている。 

 泉八日ささら 山本森岳 

字泉八日 

8 月 14 日 西暦 685 年、斉明天皇期の阿部比羅夫東征の時、その配下

の一軍が八竜町の明神裏手に上陸、この地の民の人心安定に用いられ、

船頭藤原某より泉八日「ささら」が伝えられたとされている。 
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三種町 羽立ささら 山本外岡 

字羽立 

8 月 14 日、15 日 伝承の時代は江戸時代中頃と考えられる。伝えによ

れば、どこからともなく来た３匹の獅子のうち２匹は長旅のあまりの疲

労にどこかにはぐれ、最も体力があった雄獅子だけがかろうじてここま

でたどりついた。そこで村人は、雄獅子の面を手本に中獅子と雌獅子の

面を作り、３匹そろえて「ささら」の面にしたと伝えられている。 

 和田ささら 山本豊岡金田 

字和田 

8 月 13 日、14 日 起源には２つの言い伝えがある。１つは吉朗兵衛と

いう人の家に、古いひいらぎの木があり、ある日その木の枝に、どこか

ら飛んで来たのか１つの獅子の面がひっかかっていた。吉朗兵衛は、村

人に、ぜひ獅子舞をして村の安全と繁栄を祈るべきだと説いたそうで、

村人もこの不思議なことは村によいことだと考え、獅子舞を始めたと

う。もう１つは、阿仁のある村へ和田村から何人かの若者が出稼ぎに行

き、その先の村人から習い覚えて帰り、和田の「ささら」をつくりあげ

たというが、その阿仁の村の名や若者の名、その家については伝えが残

されていない。 

 達子ささら 山本下岩川 

字中谷地 

8 月 13 日、14 日 起源は明らかではないが、能代市、道地の流れを汲

むといわれる。 

 上砂子沢番楽  三種町琴丘上岩

川字上砂子沢 

8 月 阿仁根子の流れをくみ，全体的に拍子が速く，舞に勇壮さがある。

 山谷作々楽  三種町琴丘鹿渡

山谷 

8 月 13 日 国替えの折りに秋田領内の湯沢峠で，佐竹義宣公が広大な

田園の稲の実を扇にかざして舞ったときのささらである。 

 森岳歌舞伎  三種町山本森岳 毎年 9 月 15 日の晩に行われる。農民歌舞伎としては、由利町前郷は滅

び日枝神社に舞台殿が遺されるだけだが、森岳歌舞伎が保存されてい

て、旧 8 月 15 日満月の夜、八幡神社に奉納される。 

 蓮沼の雨乞い 三種町八竜浜田 日照り続きで困った時に竜神に雨乞いをする。 

村の娘が身を沈めて主（竜神）になったという言い伝えがある。 

八峰町 目名潟通り音頭 八峰町目名潟 4 月 29 日 鎮守日上神社の祭典行事。昔は盆踊りや豊作踊りとして、

現在は豊作祈願・家内安全・祖霊供養として踊られる。 

 みこしの滝浴び 八峰町八森 8 月 1 日 白瀑神社例大祭。白装束の男衆たちが，みこしを担いで町内

を練り回ったあと，神社の裏手にある男滝，女滝からなる滝つぼへ躍り

こみ，そこでさらにみこしを練って家内安全，商売繁盛を祈願する。

 石川駒踊り  八峰町峰浜石川  8 月 13・14，19 日 慶長 7 年（380 年前）佐竹義宣公が常陸から出羽

に遷封された際，道中の主君の旅情を慰めるために家臣たちが演じたの

が始りという説がある。正装した駒 6 頭が笛や太鼓，歌い手を従えて勇

壮に踊り回る。全国でも、数少ない勇み駒として有名。 

男鹿市 ナマハゲ 男鹿市 国指定重要無形民俗文化財  大晦日の夜，町内全域で行われる伝統行

事で，国の重要無形民俗文化財に指定されている奇習 

 なまはげ柴灯ま

つり  

男鹿市（真山神

社） 

2 月第 2 金曜日を基調とした金・土・日曜日 

真山神社で正月３日に行われる神事を観光的に演出して見せるまつり。

神社の境内には柴灯火で焼いた餅を観客に配る。みちのく五大雪まつり

のひとつ。 

 船川神明社祭典 男鹿市船川港 5 月 20 日・21 日 １年の豊漁と安全を祈願して、みこしを乗せた御座

船と、大漁旗をなびかせた漁船が一斉に海に繰り出す。 

 東湖八坂神社祭

のトウニン（統

人）行事 

男鹿市船越（他潟

上市） 

国指定重要無形民俗文化財 7 月 7 日 

八岐大蛇退治の故事と八郎潟周辺に伝わる水神信仰が習合した行事。牛

乗り、蝶舞を演じる。 

祭事は交代の統人制により行われる。   

 北浦の鹿島さん 男鹿市北浦 7 月 14 日 北浦神社例大祭後、港で神事を行い鹿島舟を流す。 

 山車ドンド  男鹿市脇本 8 月 6～7 日 武者人形やササ竹、色紙や吹き流しなどを飾った「山車」

が町内を練り歩く。  

 福米沢送り盆  男鹿市福米沢 県指定無形民俗文化財  8 月 16 日 

女装した若者が行列を作り笛，ササラ，太鼓を演奏しながら町内をねり

歩く仏送りの行事，300 年の歴史がある。 

 佐竹神社のハタ

ハタ占い 

男鹿市船川港 11 月 9 日 佐竹義宣をハタハタの神と崇め、神事の後漁の好日や場所

などを占う。 

大潟村 八郎大鼓 大潟村 八郎潟の八郎太郎にまつわる三湖物語を和大鼓で表現 

 大潟神社祭 大潟村西1丁目 9月10日 みこし巡行等 
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 名称 場所 概要 

青森県    

深浦町 大間越春日祭

(鹿嶋祭) 

深浦町大間越 県指定無形民俗文化財 

6 月第 2 土曜日  太刀振り踊り、悪疫退散、「虫おくり」の意味が込

められている。 

 黒崎鹿嶋祭り  深浦町黒崎 県指定無形民俗文化財 

7 月 7 日 太刀振り踊。悪疫退散・「虫おくり」の意味が込められてい

る。 

 松神鹿嶋祭り  深浦町松神 県指定無形民俗文化財 

7 月 3 日  太刀振り踊り、悪疫退散、「虫おくり」の意味が込められ

ている。 

 深浦ネブタ囃子 深浦町深浦 8 月 1 日から 7 日まで子ども会によって運行される。ネブタ囃子として

は極めてゆっくりとしたテンポで典雅な雰囲気を備えている。 

 大間越獅子舞  深浦町大字大間

越 

県指定無形民俗文化財 8 月 13 日 

 正久獅子舞  深浦町森山 県指定無形民俗文化財 8 月 13 日 

 御慶山踊り 深浦町岩崎 語源は不明であるが、山の生活と関係の深い人々の盆踊りではないかと

いわれている。一種の明るさがあってむしろ中央日本方面の盆踊りの系

統に似ているといわれる。 

 岩崎裸参り（産

土講）  

深浦町岩崎 12 月 30 日 １年のまとめと，新年の家内安全と五穀豊穣の祈願とをす

る。 

鰺ヶ沢

町 

「光信公の館」

ボタン祭り 

鰺ヶ沢町大字種

里町字大柳 

5 月中旬～6 月上旬 津軽藩の始祖、光信公の遺徳を偲ぶ祭り。津軽家

の家紋に因んだボタンが期間中に咲き、津軽俳句大会、野点等が行われ

る。 

 白八幡宮大祭  鰺ケ沢町大字本

町 

8 月 14 日～16 日 ４年に１度開催されるこの祭りは、京都の時代まつ

りと祇園まつりにとてもよく似ていることから「津軽の京まつり」と称

され、北前船交易によって上方から運ばれてきた文化の影響を受けたも

のといわれている。２基の御神輿を中心に隊列が組まれ、各町内の曳山

車（ひきやま）が続く。 

 正調鰺ケ沢甚句 鰺ケ沢町本町 8月 14日～16日 港町繁栄の頃の色街情緒がよく表われている時代に、

北前船の船乗達によって伝えられたといわれている。地元では盆になる

と櫓を囲んで上品で情緒の深い盆踊が行われている。 

 登山ばやし 鰺ヶ沢町 

（建石・南浮田・

中村・赤石・深谷） 

津軽地方では 9 月上旬（旧暦の 8 月 1 日）に、その年の五穀豊穣を霊峰

岩木山に祈願するため登山「山カケ」をするが、その時の士気の高揚を

図るための囃子である。 

 目内崎獅子舞 鰺ヶ沢町大字南

金沢町 

津軽光信公築城の際、領地内の繁栄、五穀豊穣の祈念のため、都から修

験者を招き、行事等に用いたものが村人に伝授され、現代に伝承された

ものである。 

西目屋

村 

乳穂ヶ滝氷祭 西目屋村 2 月第三日曜 滝の裏の洞窟に不動尊がまつられ、滝の氷結の太さ・形

状等によってその年の津軽の作物の豊凶が占われてきた。杉藁をいぶし

た煙や、稲束の燃え具合を見ての豊凶占い等の護摩祈祷、火渡り荒行が

行われる。 

 暗門祭 西目屋村川原平 9月 暗門の滝入口のアクアグリーンビレッジＡＮＭＯＮでさまざまな

イベント。暗門第 2 の滝近くに暗門神社があり、例年神事が行われてい

たが、県立自然公園指定を機に現在のイベントに変更。 
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■伝統文化 
 名称 場所 概要 

秋田県  

北秋田市 阿仁マタギ 北秋田市阿仁 狩人。厳しい狩人作法と山の掟を守り、雪深い山奥で生活を営んだ。

獲物は山の神からの授かり物とうやまい、信仰的な禁忌や作法を守り

続けた。 

藤里町 金沢マタギ 藤里町金沢 駒ヶ岳、小岳を猟場とするマタギ。金沢集落に藩政末から明治の初め

にかけて居住し、第治マタギといわれた。 

大潟村 八郎潟（残存湖）

での釣り 

八郎潟残存湖 鯉や鮒などのほか湖面が凍る冬期間は、氷に穴をあけて釣るワカサギ

釣り。 

青森県    

西目屋村 目屋マタギ 西目屋村 大秋、砂子瀬、川原平、村市あたりに集っていたとされる。山小屋に

こもり昔は主に熊を捕るのが目的であった。時代とともに減少し現在

は 10 人に満たない。 

 
 

■伝説 
 名称 場所 概要 

秋田県  

鹿角市 小真木鉱山 

（こまぎ） 

 昔、里人が代官に献上したナガイモに付着していた砂金から小真木鉱

山が発見されたと伝わっている。 

 錦木塚 錦木 昔、この一帯は狭布の里とよばれ、幅の狭い白麻布が織られていた。

この里を治める狭名の大海の娘政子姫は、この名人であったという。

この姫に思いを寄せる一人の若者がいた。この地方には、恋をした男

は女の門口に錦木を立て、女の手で家の中に入れられると恋は成就す

るという風習があった。若者は、毎晩のように政子姫の門口に錦木を

立てたが、姫の父は身分違いと二人の仲を許さなかった。若者は、満

願成就を前にした 999 日目に病の床について命を絶ったが、これを伝

え聞いた政子姫も悲しみにくれ、まもなくこの世を去った。二人の命

をかけた恋に父も目覚め、若者と政子姫の遺骸に錦木を添えて葬った

のが、今に残る錦木塚という。 

 皮投岳 

（かわなげだ

け） 

柴平 岩手県から来た二人のマタギが、ある晩、妻が化石になった夢を同時

に見た。しかも、長く獣類を殺傷していると化石になる、弓矢を投げ

家に帰るべしというものだった。翌朝二人は眼下に豊かな土地が広が

っているのを見て、マタギをやめて田畑をつくろうと約束。持ってい

た熊の皮を投げて家に帰り、妻を連れて来ると、早速開墾に取りかか

った。柴が生え茂っていたので柴平と名付け、鏡のような川のほとり

が鏡田で、熊の皮を投げたところが皮投岳とよばれるようになった。

 恩徳寺 花輪 源頼朝の平家追討の際、源義経も出羽奥羽の武者たちに出陣を依頼。

それに付き従って戦死した主君の部下たちは、出家し新法師となった。

しかし神社仏閣にも戦火が及び、これを見た鹿角の新法師たちは、仏

像を故郷に守り奉らんと持ち帰り、それぞれ主君の領土に御堂を建て

て安置した。そのひとり花輪次郎の新法師が、主君の恩徳を報ずるた

めに恩徳庵を建てたのが始まりとされる。 

 田道将軍 

戦没之碑 

猿賀神社境内 『日本書紀』に「蝦夷叛きぬ田道を遣して撃たしめたまふ 即ち蝦夷

の為に敗られて伊寺水門にみまかりぬ」とある地と伝えられる。 
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 名称 場所 概要 

芦名沢観音 

（芦名神社） 

十和田山根 この地に住む長者の孫七と豪族の市兵衛は昔から不仲であった。長者

の一人息子と豪族の一人娘とは親が許さぬ恋仲になった。成就せぬ恋

に娘は病気になり、男は娘からの便りがなくなったのを心配して夜中

に館に行き番人に見つかって捕らえられてしまった。その翌朝、市兵

衛館に曲者が入り娘は殺され曲者は打ち首にされた、との噂が広まっ

たが、実は娘の両親が二人の純愛にうたれて夜のうちに二人を旅立た

せたのだった。館では、二人の遺骸に見せかけるため、牝牡二頭の馬

を殺して葬式を行った。二人はめでたく夫婦になったものの、旅のう

ちに男は病で亡くなってしまい、娘は故郷に帰り罪なき馬が埋められ

たあたりに草庵を結び、冥福を祈る日々を送った。一方の孫七長者も

ことの真相を知ると都に上り観世音菩薩を申し受けて来て、堂宇を建

て二人と馬の菩提を弔った。それが芦名沢観音の始まりとも言う。一

方、９世紀に慈覚大師が刻んだ像を本尊として創建したとの説もある。

鹿角市 

尾去沢鉱山 

発見伝説 

尾去沢 二つの鉱山発見伝説がある。一つは、光る怪鳥の伝説で、尾去沢付近

に大怪鳥が出現し人々の生活を苦しめたが、ある日、その怪鳥は岩に

突き当たって死んだ。村人がその怪鳥を探し当て腹の中を裂いてみる

と、そこには金銀があふれていたので、その近くを掘って鉱山を発見

したといわれる。怪鳥が死んだ時に赤沢川の水が朱色に染まり、その

ため、今だに赤沢川の流れは赤いという。もう一つの伝説は、仙台の

金華山からの使い姫の暗示によって発見されたというもの。 

 夜明島の天狗 夜明島渓谷 かつて夜明島の奥深く、天狗が住んでいた。八幡平に住む大石太右衛

門という強力無双の郷士が、滝の化身である夜明島の天狗を説き伏せ

て、天狗の秘術を拾得したという話が伝わっている。 

 だんぶり長者 

伝説 

小豆沢 

（大日霊貴神

社） 

大日堂創建の伝説。遠く十六代継体天皇のころ、この地方に信心深い

夫婦が住んでいた。ある時、畑仕事に出て昼寝をしていた時に一匹の

だんぶり（トンボ）の導きで、米代川上流に霊酒の湧く泉を発見した。

この霊酒を飲むとどんな病気でも治るので、その名を慕って集まる人

が多くなり、米をとぐ水が川下まで白く濁って流れるので米代川と呼

ばれ、夫婦は巨万の富を築いて長者となった。 

 吉祥姫の墓 吉祥院境内 子に恵まれなかっただんぶり長者夫婦が、大日神を祭って祈願したと

ころ、美しい女の子に恵まれた。この子が成長して後に継体天皇の后

の一人となり、吉祥姫とよばれた。長者夫婦はこの地で世を去るが、

両親の死を聞いた姫は非常に悲しみ、天皇に奏上して、大日神社を建

立してもらう。死後は両親の近くに葬って欲しいと遺言したという。

大日堂から少し離れた吉祥院にがある。 

 五ノ宮岳 湯瀬温泉 吉祥姫の子、五の宮兎の皇子は都が変革したときに、母の生地に逃れ、

村から東の山へ入ったまま再び里には戻らなかった。その山というの

が湯瀬温泉の背後にある五ノ宮岳といわれている。 

 八郎太郎物語 草木 昔、草木の村の保田というところに、八郎太郎という身の丈６尺あま

り、力の強い立派な若者がいた。毎日遠く山を走りまわり、級（まだ）

の皮を剥いだり鳥や獣をとって、それを売って年とった父母を養って

いた。ある時、太郎は、仲間の若者と３人で来満峠から奥山を越え、

奥入瀬のあたりまで来て、流れのそばに小屋をつくり、交代で炊事当

番をしがら、級の皮はぎの仕事をしていた。八郎太郎が炊事当番にな

った。水を汲もうと思い、川に行ってみると流れの中に岩魚が３匹泳

いでいるのが見えた。八郎太郎は、３人で１匹づつ食べようと岩魚を

とって来て串に刺して焼いたが、あまりのうまさに３匹とも食べてし

まった。すると、間もなく喉が焼けるように渇いてきて、桶の水では

乾きが収まらず、川の水をどんどん飲んでいった。夕方まで飲み続け、

ふと川面に映った自分の姿に気がつくと、なんと、大きな火の玉のよ

うな真っ赤な目をした竜になっていた。戻ってきた仲間もどうするこ

とも出来ず、草木の村に帰って行った。八郎太郎は、３０余丈（約 90

ｍ余）もある大きな竜になって、十方の沢から流れる水をせきとめて

十和田湖を作り、深い湖の底に棲む主となった。その後、南祖坊との

戦いに破れたり、鹿角の神々から逃げ出した八郎太郎は米代川を下り、

八郎潟まで行って、そこの主になって暮らしたという。大潟村や、八

郎潟の三湖伝説につながるものである。 
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 名称 場所 概要 

鹿角市 左多六とシロ 草木 昔、草木に左多六というマタギがいた。南部の殿様からもらった、天

下御免のマタギの免状を持っていた。 

左多六はシロという秋田犬の猟犬を連れて猟に出、四角嶽のふもとま

で行った。大きなカモシカを見つけ追いかけて行くと、いつの間にか、

鹿角と三戸の境、来満峠まで来ていた。その時、三戸の方から来た５

人の猟師たちと争いになり、領内を犯したとして捕まえられ、無理矢

理三戸に引っ張られて行った。牢屋に入れられた左多六は、天下御免

の巻物を忘れてきたことを悔やみ悲しんだ。シロは、走りに走って草

木に着いて、左多六の妻に教えたが、巻物のことは通じなかった。シ

ロは遠い道をまた主人のもとへと戻って行った。左多六は、巻物が仏

壇にあることをシロに教え、意味をのみこんだシロはまた草木へと駆

け戻った。 

草木に着いたシロは、仏壇に向かって吠え、左多六の妻はようやく巻

物に気づき、巻物の竹筒をシロの首にしっかり結び付け託したが、着

いたときは、主人はもうこの世の人ではなくなっていた。 

シロは大変悲しみ、三戸城の見える大きな森の頂上に駆け上り、三戸

城に向かって恨みの遠吠えを続けた。この森は、今でも「犬吠森」と

言われている。それから間もなく三戸には、地震や火事などが続き、

町の人は左多六の崇りだと噂した。左多六の妻とシロは、南部領の草

木から、秋田領の十二所の葛原に移り、その後はみんなに親切にされ

て暮らした。また、災難にあった村人を何回も助けたシロは、いつか

らか、「老犬さま、老犬さま」と呼ばれるようになり、死後、村人は

哀れに思い南部領の見える丘にシロを埋めた。そこは今、「老犬神社」

というお堂があり、村の人みんなに拝まれている。 

小坂町 川上神社 濁川 昔、余路米に住む六という者が、仲間たちと山へ蕗を採りに行ったと

きに、高滝に向けて用便したところ、巨竜が現れて飲み込まれそうに

なった。それを詫びて助かったお礼に奉納したという２基の石灯籠が

残っている。 

 十和田湖 

の女神 

十和田湖 大昔、十和田湖に機を織って暮らす美しい女神がいた。この女神を好

きになったのが、男鹿半島に住む赤神と竜飛崎に住む黒神であり、女

神を間にして、ついには自分たちが神であることを忘れて争うように

なった。みちのくの神たちは岩木山に集まってこの戦いを見守った。

山頂の右手には黒神が勝つという神々、左手には赤神が勝つという

神々が並び、黒神が勝つという神が多かったので岩木山の右の肩が低

くなったのだという。戦いは、黒神が勝ち、赤神は男鹿に逃れた。と

ころが、黒神が十和田湖の女神を妻に迎えに行くと、どこにも女神の

姿はなかった。女神は男鹿に赤神の後を追って行ったのだった。黒神

はすごすごと竜飛崎へ帰ったが、十和田湖に背を向けて大きなため息

をついた為、今の津軽海峡がうまれ、津軽と蝦夷は離れてしまったの

だという。 

大館市 有浦観音 有浦 慶長末期に開墾した際、一人の農夫が、地中深く打ちおろした鍬が抜

けないので周囲を掘り返したところ、金色の 10 センチほどの観音像が

出現した。そこに屋根だけの祠を建てて安置した。その祠に造作をめ

ぐらすと不作になるいといわれ長く吹きさらしだったが、現在は、移

築し堂宇が建てられている。 

 行者神社 八幡 

（八幡神社境

内） 

向町が狩り場だった頃、殿様が、獲物と間違えて白装束の年老いた行

者を撃ち殺してしまった。それを悔いた殿様は、行者の倒れたあたり

に祠を建ててその霊を慰めたのが行者神社の始まりという。昭和 31

年の大火の際には、猛火が行者神社のところでピタリととまったこと

から注目され、さびれていた行者神社を八幡神社境内に移した。 

 羽保屋大神 

（うぼや） 

長木沢 落ちていた鏡餅を食べて大男になり、幼い子供たちを育てられなくな

り、泣き続ける子供たちを村人に育ててもらいたいが故に、農作物を

荒らしたという父性愛の大男の悲しみを慰める為に建てたという。 
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大館市 長山屋敷 比内 長山という剣術指南の屋敷で、聾唖の一人娘の子守りを女の子に頼ん

だ。子守りが、屋敷の井戸の水鏡に映る自分の子守姿を見ていると、

突然背中の赤ん坊が声を出した。もう一度その声を聞きたいと井戸に

身を乗り出したとたん、赤ん坊は、井戸に落ちて死んでしまった。半

狂乱になった長山は、子守りを井戸に投げ込むとその上に大きな庭石

を落として殺した。やがて、子守りの霊が夜な夜な長山屋敷をさまよ

うようになったが、長山は子守りの霊を弔おうとはしなかった。ある

晩、亡霊は大きな火の玉になったかと思うと、長山屋敷めがけて激し

くぶつかり、屋敷は跡形もなく消えてしまった。土地の人たちは井戸

の上に地蔵を建てて、子守りの霊を慰めたという。地蔵の側にある大

きな庭石は、長山が井戸に投げ込んだ石だといわれている。 

 長慶金山 長慶森 伊勢松坂から阿仁鉱山の請負にやってきた伊多波武助は、莫大な金銀

を藩に献上して士分に取り立てられた。その後藩の勘気をこうむった

武助が、大量の金塊と一緒に約 200 人の坑夫を生き埋めにしたという

伝説がある。 

 達子森 比内扇田 言い伝えでは、弁慶がこの山を背負って来て、ここで腰を下ろして一

休みしたところ、山に根が生えて動かなくなってしまったと言われて

いる。山頂には享保の頃の餓死者退供養に勧進したという薬師如来が

祭られている。 

 浅利氏の琵琶 比内独鈷 江戸時代延享の頃のこと、盲目の旅の僧が大日堂に宿泊していると、

夜半に老婆が現れて、浅利の殿様が愛用した琵琶があり、遠いところ

へ行く前にもう一度その音色を聞きたいと言う。僧は、終夜、琵琶を

かきならして聞かせたが、朝方になるとお礼を言ったかと思うと老婆

の姿は消えていて、琵琶だけが残されていた。そんなことがあってか

ら一月後、独鈷の山々が地鳴りをたて黒雲がわき、竜が天高く上がっ

ていったが、その竜がいつかの老婆であったという。琵琶の胴には、

後の菅江真澄の短冊も貼りつけられている。 

 梅坊主銅山 比内独鈷 旅の六部が、炭谷川の水を飲んで金気を感じ、上流で鉱山を発見した。

坑夫を雇って試掘、いい銅山だったので一端郷里に帰って出直そうと

したところ、坑夫らが六部を坑内に閉じこめ殺してしまった。埋め坊

主銅山といわれたが、いつの間にか梅坊主銅山になったと伝わってい

る。 

 十二天様 十二所 この神明社のご神体だった十二天様は、米代川の三四之助という深い

淵に沈んでいたのを村人が見つけて氏神として祭った。どの方向に向

けて置いても翌朝には必ず十二所方向に向き直っていたと伝わってい

る。のちに、戦火にあい、賊軍に持ち去られた。 

 三哲神社 十二所 三百年ほど前、文武医術に優れ、貧しい者には惜しみなく物を与える、

三哲と呼ばれた人が住んでいた。ある時、城代が病気になり、三哲は

その治療の謝礼に米十石を望んだが、城代は約束を守らなかったため、

城代が上納しようとしていた米から十石だけ奪い貧しい人たちに施し

た。城代は大いに怒り、三哲の弟子斎藤福助を手なずけ不意討ちで殺

した。三哲の恨みか、数日後に十二所に怪火が上がり三哲の家を残し

て城下町は全焼した。福助一家はその後も不幸が絶えないため、十二

所を逃げ出し、城代も町人の不信を買い、十二所を追われた。土地の

人たちは、三哲の遺骸をエゾが森に葬り祠を建ててその霊を慰めた。
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大館市 老犬神社 十二所 マタギの佐太六と飼犬のシロを祭っている。鹿角市十和田の草木に

代々佐太六と名のるマタギがいて、なかでも十七代佐太六の腕は優れ

天下御免の狩猟免状（巻物）をもらっていた。ある日、佐太六は猟犬

シロを連れて狩に出、手負いになったままの猪を追って三戸城近くま

で行った。再び猪を見つけて撃ったところ、猪は姿が見えなくなり、

天下御免の巻物をその日に限って忘れていた為、城に向かって撃った

重罪人として死罪と決まった。主人の危機を知ったシロは家に駆けつ

け、妻が巻き付けた巻物を首に、主人のもとに走ったが時既に遅かっ

た。シロはその亡骸をくわえ三戸城の見えるところに運び、幾夜も、

恨みの遠吠えをした。そこが、犬吠森という。その後、妻はシロと共

に十二所の葛原に住みついたが、シロはまもなく見えなくなり、近く

の山腹で白骨となって発見された。その後は、その下の津軽街道を武

士が通るたびに落馬し大怪我をするという変事が起きるので、シロの

怨念を慰めるために老犬神社を建てたといわれる。 

北秋田市 「安の滝」伝説 北秋田市阿仁 悲恋伝説。打当奥の山深い金山にヤスという美しい娘に、久太郎とい

う若者に恋するようになりました。固い山の掟を知りながら人の目を

しのんで熱い恋のとりことなりましたが、周囲からねたまれ、ついに

その恋はかなわず、悲観したヤスは落差 90m の滝に身を投げ、滝壺に

沈んだきり、浮かび上がりませんでした。中秋名月の夜にヤスが荘厳

な景色を背景に岩に腰掛けて髪をすくと言い伝えられている。  

 鷹巣の由来 

（白鷹の仇討

ち） 

鷹巣 この村のはずれの大欅（ケヤキ）に、仲の良い鷹の夫婦が住みつき、

村人からも大切にされていた。ところがある日、雌鷹の留守中に雄鷹

が荒鷹に食い殺されてしまった。愛する夫を殺された雌鷹はそれから

しばらくは巣にこもったままだったが、ある朝方、突然異様な鳴き声

をあげて飛び立った。それを見た伊勢という者が巣の中を改めさせる

と、真っ白な子の鷹がいた。白鷹は吉兆とされ、また、亡き夫を思う

悲しみが凝って一個の卵となり白鷹を産んだという話を伝え聞いた城

主は、成長してから幕府に献上することにした。江戸に運ぶことが決

まったとき、僅かな隙を見て白鷹は姿を消し、父を食い殺した主であ

る大きな荒鷹を捕らえて戻って来た。それを聞いた殿様は大変喜び、

発祥の開拓村に鷹巣と名付け、黄金を下賜した。それで鷹巣神社の前

身が大欅の下に建立されたという。 

 五義民碑 鷹巣坊沢 享保年間、私腹を肥やす肝煎りの過酷な米の取り立てに苦しむ村人５

人が藩に訴えようとしたが、その前に肝煎りが密かに役人に取り入っ

ていたため、極刑にされた５人の碑が建っている。 

 延慶碑 合川 八幡岱と川井の中間の台地に埋もれていたのを発見し保存と松石殿の

供養を兼ねて現在地に安置したもの。２ｍもある石が大切な碑とわか

らなかったとき、小川の橋に利用しようとした際には微動もしなかっ

たが、現在地に安置しようとした際は、自らすっくと起き上がったと

いう。松石殿とは、有力な名主層か城主派遣の管理者ではないかとい

う。 

 極印稲荷 

（阿仁鉱山 

発見伝説） 

阿仁銀山 昔、大阪に高岡八郎右衛門という大富豪がいて、美しい妻と仲良く暮

らしていた。ある日、庭に１匹の銀狐が眠っていて、それを追い立て

ようとするとたちまち妻の姿に変わり、自分は米代川の上流阿仁にあ

る極印沢に住む狐だと言って、泣きながら姿を消した。八郎右衛門は

妻の姿を求めてはるばる阿仁の奥まで来たが、疲れ果ててまどろんで

いると、妻の姿が現れ、「長い間のお礼に金色に光る石を差し上げま

しょう」と言って姿を消した。妻の後を追い、沢の奥に入って行くと

そこには、黄金花咲く岩があった。それが阿仁鉱山発見だといわれ、

銀狐は極印稲荷として祭られている。 

 七不思議岩 阿仁萱草 大昔、森吉山の真上にカサイ石・ユルギ石・マサカリ石という３人の

石の精が住んでいて、阿仁川のそばに住む若い石の精に恋をした。早

い者勝ちと、最初に重量のあるユルギ石が雲から降りたが、土の中に

沈んでしまった。次に、身軽なカサイ石が猛スピードで降りたが、あ

まりにも小さいため、川に落ちて流され滝壺から出られなくなった。

最後に背の高いマサカリ石が降りて、石の精と結婚し、ハリ木石・ウ

リ石・赤玉石の三つ子が生まれたという。 
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北秋田市 弥三郎の墓 阿仁比立内 

中村 

昔、弥三郎という剛力無双の炭焼きが住んでいた。ある晩、毛むくじ

ゃらだが気持ちの優しい山男が、ドシンドシンと大きな音をたてて弥

三郎の家に来て、飯をもらって食べたが、それから夜な夜な現れるよ

うになった。ある晩、力試しの相撲を取った弥三郎は、山男を投げ飛

ばした。山男が「そなた、強いな」と弥三郎の背中をなでたところ、

あまりの強さに弥三郎は気を失って倒れてしまった。山男は、地鳴り

をさせながら逃げていったが、翌朝気がついた弥三郎は、それからと

いうもの日ごとに力がつくようになり、その名声は阿仁一帯になりひ

びいたという。 

上小阿仁

村 

コブ杉 上大内沢 巨木が群立する中に、一際奇妙な形をし、天を仰ぎ地を見据える巨木、

古くから地域の御神木として崇められてきた。 

能代市 天神様と八郎太

郎 

能代市七座山 七座の天神様が白ネズミに命じて山に穴をあけて洪水をおこし、米代

川をせき止めて安住していた八郎太郎（竜）を、男鹿へおいやったと

いう伝説。そのときの洪水がもとは八座あった山が流され七座になっ

たとされる。 

 田村麻呂 

手植えの千年杉 

檜山 

（古四王神社） 

坂上田村麻呂手植えのスギといわれているが、田村麻呂は能代だけで

なく秋田入りもしていないと言うのが定説。 

 竜神様 柳町 

（八幡神社） 

昔、播磨の船乗りが能代の遊女と懇ろになり、船出する頃に一緒に連

れて行ってくれと頼まれた。困った船乗りは、一緒に行こうと誘い、

夜中に密かに小舟に乗せて沖に出ると首を絞めて殺し、おもりを付け

て米代川の河口に沈めた。すると、俄に大風が吹き荒れて、播磨船は

乗組員もろとも沈没した。その後も、播磨船が入港するたびに変事が

おこるので、遊女の怨念を和らげようと海辺に小さな祠を建てたが、

嵐のたびに流失するので、八幡神社の中島に以前からあった祠に合祀

して、龍神様とした。その後も海が荒れたり、水戸口がふさがったり

すると播磨船のせいだとして播磨船は追い出されたと言われる。 

 嫁見祭り 日吉町 

（日吉神社） 

今から 400 年ほど前、夜ごとに能代の浜で怪光が見えるために誰も漁

に出る人がなくなった。そのとき、一人の漁師が夢で祠を建てるよう

にとの神のお告げを聞き、祠を建てたところ、その怪光が消えたとい

う話が伝わっている。 

 紙谷仁蔵 

（墓） 

能代公園付近 瀬戸内の塩飽諸島出身の船大工兼船乗りの紙谷仁蔵は、後に能代に定

住、蕎麦屋を開業。死後は五智如来の側で眠りたいといい、五智の寺

とも言われる光久寺に埋葬された。墓石がひき臼なのは蕎麦屋だった

からとも、日本中をぐるぐる回ったからとも言われる。 

 賀藤景林 

（景林神社） 

日和山 賀藤景林は、今から 400 年ほど前、藩の林政や砂丘地の植林に一生を

捧げた。景林神社に祭られている。 

 長尾祐達 日和山 長尾祐達（医師）は、砂丘地だった能代にグミの木やねむの木、松を

植えることを考えたと伝えられている。 

 栗田定之丞 

（碑） 

中和通り沿い 賀藤景林の以前に砂丘の植林に尽力した人。寒風吹きすさぶ砂丘地に

体を横たえて砂の流れを観察し、植林法を編み出したという。秋田市

の栗田神社に祭られている。 

 焼錐地蔵 

（やきぎりじぞ

う） 

長崎 子に恵まれない若夫婦が、近くの地蔵に願をかけて、信吉が生まれた。

信吉五歳の時に実母が亡くなり、継母が来た。継母にも子が生まれ、

父は両方かわいがったが、継母は信吉に辛く当たり、折檻するように

なった。ある日、継母は板に穴をあけようと火箸を炉端で焼いていた

が、使いに出した信吉の帰りが遅かったので、帰って来るなり、逃げ

出した信吉の後頭から火箸を突き刺すと、信吉は黒い煙をあげてばっ

たり倒れた。３人で夕食膳に向かっていると死んだはずの信吉が帰っ

て来て、焼け火箸の跡もなかった。不思議に思った継母は夜中にこっ

そり、信吉が倒れたところに行ってみるとそこには後頭に焼け火箸の

跡がくっきりと残っている地蔵様が倒れていた。自分の罪深さに恐ろ

しくなった継母は、一切を夫にうちあけて詫び、地蔵様をもとの所に

返し、信吉を実の子と同じように可愛がって暮らしたという。 
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能代市 虎子姫稲荷 柏子所 クモの平にある灌漑用の沼は、坂上田村麻呂が蝦夷の長の砦を水攻め

するために三頭の竜神に造らせたと伝わる。昔、この沼の付近に美し

い女の姿を見かけ、土地の人は虎子姫と呼んでいた。虎子姫を見たと

いう噂の多い年は豊作であり、いつの間にか人々は作物の神様として

祈るようになった。ある年、代官が狩をし、大きな牝狐を討ち取って

帰ったが、それからというものは沼のほとりに虎子姫の姿が見られな

くなり、その秋は大凶作に襲われて餓死する人さえ出た。人々は、あ

の牝狐こそ虎子姫の本当の姿ではなかったかと、沼のそばに虎子姫稲

荷の祠を建てて祭るようになった。 

 野代営の跡 檜山 878 年の元慶の乱の舞台となったところで、「三代実録」に蝦夷の抵

抗が激しく、焼山で包囲され五百余人が殺されたとある。 

 マタギ 

飛雀三十郎 

(ひがらさんじ

ゅうろう) 

檜山熊田谷 槻（ケヤキ）の巨木に伝わる伝説。三十郎の先祖は由緒ある武士であ

ったが、落ちぶれてマタギとなっていた。ある年の春、山から数頭の

大熊が下りてきて、里の牛や馬、田畑を襲った。そこで、三十郎が頼

まれて単身熊退治に山に入り、続けて４頭も退治した。疲れて一眠り

しているうちに、地に刺しておいた槻の木の杖から根が生じ、木とな

って芽が吹いていた。三十郎と里人たちはこの奇跡に驚き、その晩、

槻の霊木の前で熊祭りの酒宴をした。その後も木はどんどん成長し、

枝が低く垂れ下がっているのは、三十郎が杖を逆さに立てたためとい

われている。 

 銀杏山神社 二ツ井仁鮒 昔、この地神の祠のそばに、男女２本の銀杏の精が人間に姿をかえて

地神に仕えていた。そのころは、仁鮒と二ツ井は地続きで仁鮒と二ツ

井の神は仲好しであったが、ちょっとしたことから、仲違いしてしま

った。心配した七座天神は、川の流れを変えて仁鮒と二ツ井を切り離

してしまった。それでもおさまらない二ツ井の神は、若い銀杏を美人

の姿に変え、仁鮒の銀杏夫婦の所へ訪れさせ、若い銀杏はついに男銀

杏と駆け落ちの相談までするようになった。ふたりの仲を怪しんだ仁

鮒の神は、若い女銀杏が二ツ井の神の手先と知り、駆け落ちしようと

した男銀杏と女銀杏をもとの銀杏にもどして地に縛り付け、再び人間

の姿に還れぬようにし、若い女銀杏には実がならぬようにした。妻の

女銀杏は、夫に裏切られたのを悲しみ一人で淋しく暮らしたが、それ

を哀れに思った仁鮒の神は、夫がいなくとも実がなるようにした。乳

の出ない人が、一気にこの女銀杏を三周して願をかけると乳が出るよ

うになるといわれる。 

 田代潟 二ツ井仁鮒 若い修験者を恋したがいれられず、沼の底に身を沈めた藤子という女

性の悲話伝説がある。 

 きみまち坂 二ツ井 明治天皇が東北巡行の折、この狭い坂道を通り抜け一休みしていたと

ころへ皇后からの和歌が届けられたので、供の有栖川宮が命名したの

が始まりといわれる。 

藤里町 権現の 

大イチョウ 

藤里町 例年 11 月下旬、一夜大音響とともに全木一斉に落葉する。紅葉の色と

落ち葉の後の姿を「弘法大師の稲作の試」と呼び、翌年の稲作の良否

を判定している。 

 田苗代湿原 藤里町藤琴沢 

国有林内 

この湿原は 1 万年前は湖沼で、「神の田」であったという伝説がある。

人々は昔から岳参りをして、神様の田で豊凶を占ってきた神聖な場所

である。 

 峨龍峡 藤里町藤琴 

字滝の沢地内 

峨瓏大滝には、冬の滝を眺めながら詠んだと思われる菅江真澄の歌碑

がある。 

 駒ヶ岳 

（藤駒岳） 

藤里町粕毛字 

鹿瀬内沢国有

林内 

駒の名は春の雪溶け模様が黒い馬（駒）の形になることからで、地元

では、昔から春の農作業を始める目安の一つとされている。 

三種町 長面兄弟物語 三種町山本 坂上田村麻呂の蝦夷征伐のおり、最期まで身をていして戦った地元の

英雄。このあたりには長面（ながおもて）という集落があります。伝

説では、顔の長さが二尺四寸あったという。 
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三種町 八郎太郎の伝説 八竜 大昔のこと、鹿角草木の村に八郎太郎というマタギの若者がいて、仲

間と十和田の山に猟に出かけた。その日、八郎太郎が飯の支度をする

ことになり、岩魚を焼いて待ったが、ついに一人で食べてしまった。

すると急にのどが渇き、夢中になって水を飲み続けてとうとう大蛇と

なり、そこに大きな湖を作って住みついた。これが十和田湖だという。

それから長い年月が過ぎて、南祖坊という修験者が鉄のわらじを履い

て十和田湖畔にやってきたところ、わらじの緒が切れたので、熊野権

現のお告げのあった永住の地としてここに住み着くことにした。八郎

太郎は南祖坊の法力に敗れ、十和田湖を出て米代川を逃げ下り山本郡

琴丘の天瀬川に流れ着いた。八郎太郎は、そこで老翁と老姥の住む家

に世話になったが男鹿の島とこの陸地をつないで大きな湖をつくって

住みかとすることを神に祈願して、お告げを得ることができた。 

八郎太郎は世話になった二人に「鶏の鳴く夜明けを合図に大地震が起

きて大洪水になる」と知らせて立ち退かせた。ところが老姥が忘れ物

の麻糸を取りに戻ったとたん、暁の鶏が鳴いて大地が鼓動して大洪水

となった。洪水に流されて溺れそうになった老姥を、とっさに八郎太

郎は足で蹴り上げたが、対岸の芦崎に飛ばされたので、残った老翁と

別れてしまった。ようやく八郎太郎は、この八郎潟の主として住み着

くことになり、また老姥は姥御前として芦崎に祀られ、老翁は三倉鼻

の夫殿権現として祀られた。 

それからこのあたりでは、鶏の鳴く合図で別れ別れになったことから、

鶏の卵も食べることを固く禁ずるようになったという。 

 熊野神社 八竜 昔、安倍比羅夫が蝦夷討伐の際、このあたりに上陸し、その時船をつ

ないだという大木があり親木と呼んでいたが、今は跡のみ残る。神社

には、かつて一本松で行われた雨乞いの神事に使用した木彫りの竜頭

が所蔵されている。 

 姥御前神社 八竜芦崎 八郎太郎の伝説をもつこの神社の創建は定かでないが、大同年間（806

～809）といわれる。神社のある芦崎地区には鶏を忌み嫌う風習があり、

今なおその名残がある。 

 蓮沼竜神 八竜 八竜竜神が祀られ信仰されている。蓮沼は内沼と外沼からなっており、

八郎潟の漁師が大漁を祈願して網にかかった大きな魚を放った。その

場所では多くの魚が生息しているが、信仰上から禁漁地とされていた。

雨乞いも神事として古来から行われていたが、昭和 27 年の神事を境に

現在は行われていない。 

 湧出神社 八竜 大同 2 年（807）の夜、八郎潟から光を発する大石を引き上げ、これを

御神体として祀ったもので、拝殿は享保 15 年（1730）に建立されたも

のと伝えられる。 

 房住山 琴丘・二ツ井 修験者の道場地、山岳信仰の地であり多くの伝説がある。菅江真澄の

記録にもあり、房住山の山下に住む老夫が山に登ってきて、終夜、こ

の山の昔物語を語ったと伝えられている。 

 この山は、修験者の僧房が多かったので、「坊住山」とも呼ばれて

いたと言う。大施主は高倉の長者であった。坂上田村麻呂に征伐され

た蝦夷の首領、長面三兄弟の話から始まって、周辺地名の由来や、高

僧の和歌、房住山開基の禅定滝などの伝説がある。 

 房住山 

ババ落とし 

琴丘上岩川 昔は年寄りになると山に捨てるという掟があったという。 

八峰町 尼子岩 白瀑神社付近 白瀑神社に近い洞窟で、その昔、どこからともなくやってきた一人の

尼が住み着き、病人や悩める人たちを救ったと伝わっている。 
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男鹿市 封蛇石 脇本富永 享保のころ、この地に銀色の斑点のある大蛇が生息していた。石の割

れ目に蛇体を見ても、誰一人として頭と尾を見た者はなく、土地の人々

は霊蛇として崇めていた。しかしこの霊蛇も、いずれ昇天するときが

来れば自ら雲や風を呼んで大地を振動させるなど、人々はその時の被

害を恐れて非常に心配していた。 そのころ、補蛇寺住職の徳善民道禅

師がこの地に来て話を聞き、霊蛇を秘法で石の中に封じ込めてしまっ

た。そのときに霊蛇は禅師に、「慈恩にこたえるために万病平癒・大

漁満足・所縁吉祥を善男女に与える」と誓ったため、村人は岩清水大

竜王神社と名付けて祀るようになった。 

 経ノ町 男鹿 石穴は平家の落人が住んだという。 

 古玉の池 男鹿中滝川 麓の村のお玉という娘が、村主の誘惑を退けて池に身を投じて蛇にな

ったのでこう名付けられた。姫が岳を蛇越長根というのは、火口の内

壁に露出している溶岩が、お玉が変じた蛇が通った跡を思わせるため

だという。 

 なまはげ 真山ほか男鹿

市全域 

真山神社の小正月行事にもとづくとされる。起源は、漢の武帝が５匹

の鬼を連れて男鹿に来て毎日のように鬼を酷使していたが、正月の 15

日だけは里に下りての乱暴略奪を許したのに始まるという説、冬の間

に働かない怠け者の脛につくナモミ（火だこ）をはぎ取って怠惰を懲

らしめたという説、日本海で遭難した紅毛の漂流民が食べ物を求めて

里に下ってきたという説など、諸説がある。 

 弘法清水 入道崎 旅の高僧を親切にもてなしたところ、湧水を得たという。 

 竜髪払子 船川（大竜寺） 老禅和尚の枕元に夜ごとに美女が現れ、ついに老和尚も気を奪われそ

うになった時、美女は泣きながら「わたしは日本海に住む竜神。こう

して女子となる業性の苦患から逃れたいために八夜通い続けたが、今

夜、菩薩戒と血脈を授かったお礼に、寺の井戸に水をわかします」と

言って、自分の頭髪を切って禅僧に捧げた。この頭髪でつくったのが

竜髪払子といわれる。後年、日照りが続いて大飢饉に見舞われそうに

なったときに、当時の住職が海に舟を浮かべて寺宝の払子を用いて雨

乞いをしたところ、たちどころに雨が降り出して男鹿の人々は飢饉か

ら救われたのだという。その後、同じ寺宝の昇竜の軸を山形県の善宝

寺に入質したため、竜神の怒りに触れて雨乞いの霊験を失ったという。

 能登山 椿港 昔、北前船に乗って働きに来た能登の若者と男鹿の娘が恋に落ちた。

若者は、来春には椿の実を持って帰って来ると約束しこの地を去った

が、次の秋もまた次の秋も、帰って来なかった。村には、若者の北前

船が難破したらしいとの噂が広まったが、娘は信じず３年間待ち続け

た。しかし若者は帰らない。寒い冬が男鹿半島に訪れたころ、若者は

噂どおり死んだものと思い込んで、娘は能登山から身を投じて死んだ。

村人たちは同情し能登山の頂上に娘の墓を立てた。ところが、能登の

国で仕事におわれていた若者が、４年目の春にようやく約束の椿の実

を持って男鹿にやって来て娘の死を知らされた。悲しんだ若者は能登

山の娘の墓のまわりに椿の実を蒔き、自分の代わりに墓を守ってくれ

と祈り去った。やがてその実が芽吹き、全山を覆うようになったのだ

という。昔は旅人がこの山に登ると暴風雨になると言って登らなかっ

たものだった。 

 御前落とし 館山崎 館山城主の安倍千寿丸が同族の脇本安東氏に攻められ奥方は絶崖から

双六湾に身を投じて果てた。その後、脇本安東脩季も同族の檜山安東

実季に攻められ、その奥方は落ちのびようとしたところを、夫が滅ぼ

した千寿丸の館跡で追いつかれ同じ絶崖から身を投じた。それで後世

の人はここを御前落としというようになった。 
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大潟村 三湖伝説・八郎

潟 

大潟村 十和田湖で南祖坊に敗れた八郎太郎は、流浪の末、現在の山本郡琴丘

町鹿渡の天瀬川に流れついた。そこで太郎は親切な老翁と老婆の住む

家に泊めてもらったが、その夜中に恩荷（おが）島と陸をつないで大

きな湖をつくることを神に祈願して、その許しを得ることができた。

夜明けに太郎は、世話になった２人に「ニワトリが鳴く声を合図に大

地震が来て大洪水となる」と知らせ、２人を立ち退かせた。ところが、

老婆が忘れ物の麻糸をとりに家へ戻ったとたんに暁を告げるニワトリ

が鳴き、大地が鳴動して湖となった。洪水に流されおぼれそうになっ

た老婆を太郎は足で蹴って対岸の八竜町芦崎へ上げたが、老翁は残っ

たので夫婦は別れ別れになってしまった。後に老婆は姥御前神社とし

て芦崎に祀られたし、老翁は三倉鼻に夫権現宮として祀られたが、ニ

ワトリの鳴き声を嫌って、最近まで芦崎の家々ではニワトリの飼育を

しない家が多かった。 

そのころ、田沢湖には辰子竜が主となって住んでいたが、太郎と南祖

坊はともに辰子竜にひとめぼれしたため、両竜は田沢湖上でふたたび

激しい戦いをした。だが、今度は太郎が勝って南祖坊を十和田湖に追

い返し、太郎と辰子は夫婦の契りを結んだ。太郎は、冬は田沢湖で辰

子と一緒に暮らすようになり、夏だけ八郎潟に帰って来るという。そ

れで田沢湖は冬でも凍らないが、八郎潟は凍結するのだといわれる。

隣の八郎潟町に八郎太郎を祭る八竜神社がある。 

青森県    

 一夜作りの石段 本山門前字祓

川 

漢の武帝が鬼たちを残して帰ってしまうと、自由になった鬼たちは毎

日のように乱暴狼藉をはたらき村人達を苦しめた。村人達は一計を案

じ、門前から長楽寺までの間に一晩で 1000 段の石段を作ることができ

たら毎年のように娘をあげよう、１段でも欠けたときは山から人里に

下って来ないという提案をした。鬼たちがどんどん積み上げて行くの

に驚いた村人たちは、ニワトリの鳴き声のうまい人を連れてきて早め

にコケコッコーと一番ドリの声を出させたのが、999 段目が出来たと

きであったという。鬼たちは怒って、杉の大木を抜き取り、逆さに大

地に突き刺して山に帰っていったと伝わっている。 

 赤神神社五社堂 本山門前 

字祓川 

比叡山延暦寺の山王七社を勧請したものと伝えられる。また、五匹の

鬼たちをまつっているという。 

深浦町 アブラコの沢 松原 松原の観音様がアブラコ（川魚の名）を釣ったという。 

 吾妻の浜 西浜 古代、阿倍比羅夫が蝦夷征伐の際、渡島の蝦夷をもてなしたという有

間の浜であろうという。 

 竜灯の杉 西浜 円覚寺の境内に、樹齢１１００年余といわれる老杉がありる。海が荒

れる日には、杉の梢に不思議な明かりが見えて、航行する船に方角を

教え救ってくれたことから「竜灯の杉」と名づけられた。また、日頃

ここの観音様に祈願していると、暗闇の海上でも杉の間から光が見え

るというので、漁師たちからも「助けの杉」とよばれた。 

 丹後日和 西浜 津軽の海が俄かに荒れると、丹後の北前船が入っているからといわれ、

丹後の船や船頭を追放した。そうするとたちまち天候が回復し、これ

を丹後日和といった。岩木山の神安寿姫が、かつて丹後の人買船にさ

らわれたという伝説に由来する。 

 財宝埋蔵 岩崎艫作 希代の盗賊千葉弾正が追手に追われて、大量のウルシを艫作の崎に埋

めて隠した。このとき雄と雌の鶏を殺し 15 歳になる娘の髪の毛で結び

つけ、同じ場所に埋めれば財宝が発見されないとしてそのとおりにし

た。その後、村人の放牧した馬がひづめにウルシを付けて戻ってきた

ので村中で財宝埋蔵の場所を探したがとうとう見つからなかった。 

 賽の川原 

（ガンガラ穴） 

岩崎（海岸） 積んで盛り上げてある小石をわざと崩しておくと、次の日にはまた元

通りに積まれている。これは未婚のまま新だ亡者達が積むのだという。

 白米城 岩崎 茶右ェ門館の伝説。小野茶右ェ門という海賊の頭領が籠城した際、水

を断とうとした敵の裏をかくため、わざと白米を水に見せて海岸に流

した。やがて見破られ火を放って落城したが、焼け米が掘り出される。

 猿の湯 根瀬 温泉発見の伝説。根瀬というところで猿が湯あみをしていて温泉が発

見された。 
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 名称 場所 概要 

深浦町 大力三十郎 岩崎 三十郎という男が、帆立沢に山菜取りに行き上流から流れてきた雪の

塊を食べたところ、急に力がついてしまった。それからは、大船を一

艘背負って山菜取りに出かけたりした。力自慢の船頭が、千石船の大

錨を傘のようにさして三十郎の家に行き戸口に置いたが、三十郎は錨

の曲がった爪を1本ずつまっすぐにして家に入り、人々を恐れさせた。
 ほいほい岩 濁川 濁川の山手を通った旅人が「ホイ」と呼びかけると「ホイ」と返すこ

とからこの名がついた。 

 ヨモギ餅 

（を食べない） 

森山集落 正道尻に鎮座していた八幡様が、森山に移る途中でつまずきヨモギの

枯枝で片目を傷つけたという。それで、森山ではヨモギ餅を食べない

という。 

 的神岩 松神 津軽藩祖為信が船で上方にのぼる際、嵐で難船。怪人に無事を願って

矢を放ったところ大岩にむかって飛び、その岩を目当てに船をこぎ助

かった。それからこの岩を的神というようになり、松神という地名に

なったといわれる。 

 モドメ女の岩 松神 ３つの岩が並んでいる、男女関係にたとえられた伝説。本妻が嫉妬し

て夫の首を切り、それが飛んだのが濁川の岩壁にある岩という。モド

メ女の岩はやさしく子を抱いたような岩で、乳の出ない女性はこの岩

に祈るとよいという。 

 白神山 大間越 岩木山との姉妹伝説。妹の方が女ぶりが良かったので岩木山、姉が白

神山になった。岩崎ではもともとこちらが姉ということで岩木山を下

の神様と呼んでいる。 

 夜泣き石 入良川 夜、淋しい浜辺を通る旅人は、この石のあたりに来ると闇の中から聞

こえる泣き声を耳にしたという。 

 垂乳根の銀杏 北金ヶ沢 樹齢 600 年といわれる老銀杏。乳が出なかったり痛む人はここにお参

りし、気根に麻糸を巻き付けて祈るとよいという。 

鰺ヶ沢町 雨地場 

（赤石川の由

来） 

赤石川上流 赤石川上流の赤沢というところに鬼があまた住み、村人を苦しめてい

た。津軽藩遠祖光信はこれを討つため家来に大焚火をさせたり山伏を

集めてホラ貝を吹かせるなどして鬼をおびき出し、とうとう滅ぼした。

このとき戦ったところを雨血場といい、鬼が流した血で川の水も石も

赤く染まったので、赤石川という名になったという。 

 戻らずの沢 赤石川上流 一度入ったら戻ることができないという。この沢に大きな洞穴があっ

て、ここに鬼神が棲み、沢に入ってきた人をとって食うのだという。

 河童の詫証文 赤石川上流 ネノコ淵に住む河童が馬を川に引っ張り込もうとして逆に馬屋に引っ

張られ、隠れていたところを家人に見つかり詫証文を書いて許しても

らった。河童の詫証文は、「煮た豆に芽さすまで、枯木に花咲くまで、

赤石川には来ない」というのであった。それ以来赤石川には河童がい

ないという。 

 人食い沢 一ツ森 この沢に入った人は、生きて帰ったためしはなかったという。沢に鬼

神がいて、人をとって食うからだといわれている。 

 鬼田 大然 庄屋孫左ェ門と仲の良い鬼が一夜のうちに水田をこっそり耕してくれ

るという鬼田があった。ある年、家人が節分に豆まきをしたら、鬼が

屋根の上で見ていてそれからは、田を耕してくれることもなくなった。

それ以来孫左ェ門家では代々豆まきをせず、鬼が好むゼンマイを取ら

ないしきたりである。 

 サメドノ川 鰺ヶ沢町 昔、この川にサメが寄ってきた。ある人が夢で、漁の翁の源五郎が魚

になっているのだと告げられ、サメ堂を造ってまつり、川をサメドノ

川というようになった。 

西目屋村 常徳谷 

（常徳様：じょ

うとくさま） 

西目屋村 昔、目屋に常徳様と呼ばれるマタギがいた。七崎付近の好猟場での不

猟なある日に、妻が女人禁制の聖域に入ってきたのを目撃し、もうこ

こでは猟は出来ないとして常徳の沢へ飛んでいった。妻が禁制を破っ

たことで常徳様は飛神に化した。今でも常徳の沢から上流は女人禁制

となっている。 

 仏桂 村市 村市部落にある毘沙門堂境内に仏桂という老木がある。いつの頃か木

こり達がこの桂の木を切ったところ血が流れ出した。そこで神様に詫

びその木で仏像を刻み、堂に安置して桂の霊を慰めたという。 
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 名称 場所 概要 

新穂が滝 

（乳穂ヶ滝） 

長面 滝の裏の自然洞窟には不動尊がまつられ、滝の結氷の大小によって年

の豊凶を占ったので、「世の中滝」といわれた。 

西目屋村 

化けもの淵 川辺 昔、雑魚釣りが川の中石に腰を下ろして釣り糸を垂れていると水中か

ら大きなクモが現れて、中石の回りを回り始めた。クモの糸で巻き付

かれそうになったので流木を身代わりにした。それと共に川底でぶき

みな笑い声がしたという。 

 嫁が淵 藤川 昔、川を渡っていた嫁入り行列の舟が転覆し、花嫁が死んでしまった。

それから川底で機を織る音がすることがあるという。 

 雨降り地蔵 砂子瀬 尾太鉱山の跡地に一体の石地蔵があり、この地蔵の頭をたたくと必ず

雨が降る。また、歯痛の時に祈ると効き目があるといわれる。 

 鬼のツボ 青鹿岳 いつも鬼（山の大人）が掃き清めていて草も生えず、草木も踏み固め

られている。もし村人が立ち寄ったりしたら、たちまち鬼の怒りにふ

れてたちまち雷雨になり、大人に連れ去られてしまうと恐れられてい

る聖地。 

 
 

■郷土料理 
 名称 場所 概要 

秋田県  

鹿角市 しそ巻きあんず 鹿角市 鹿角地方では古くからあんずの梅干しが作られていた。その梅干しを

しそで巻き、鹿角名物になったお茶請け。 

 松館しぼり大根 鹿角市 鹿角市の松館地区でしか生産できない大根。しぼり汁を刺身、そば、

きりたんぽ、しょっつるにかけて食すると美味倍増、消化抜群。 

 けいらん 鹿角市 鹿角伝統の精進料理。薄味のお吸い物の中に白玉粉の団子が入ってい

る。団子の中身は、コショウとクルミ入りの餡。 

 煮なます 鹿角市 生の魚が手に入らない内陸では、魚を煮て作る「煮なます」を作って

いた。この他にも、はたはたずしや鮫などを用いる場合もある。お正

月やお祝い事で食べられる料理。 

 あけびの味噌田

楽 

鹿角市 あけびをあぐびという地域もある。果実は一般的に生食ですが、ほろ

苦さを味わうみそ田楽はその代表的な料理。 

 秋田蕗の型録 鹿角市 藩政時代には藩主の御膳にも供された鹿角特産の世界一の「秋田ふき」

の漬け物 

 浄夜豆腐 鹿角市 凶作の大晦日、備蓄の大豆を増やして食べるために豆腐を作り、そば

に見立てるために細く切り、除夜の鐘の音を聞きながら食べたため、

この名がついたと言われている。 

 そばはっと 鹿角市 「ばっと」は南部では法度という言葉の意味で、昔麺類は贅沢な食品

として一時御法度になったので、常民達がそれを免れるために、麺状

の形を変えて食べた当時のなごり名のようである。 

小坂町 ひめます料理 小坂町 十和田湖のひめますを使った料理。塩焼き、お造りなど。 

 ナッツ 小坂町 漬け物の原型ともいわれる「ナッツ」のナは納豆のナを意味し、自然

発酵のことを表すと言われる。すしナッツ、きのこナッツ、南蛮ナッ

ツ、はたはたのささめナッツ等全県各地に残されている。 

大館市 比内鶏料理 大館市他 名古屋のコーチンと並ぶ地鶏の代表品種。歯ごたえのある肉質に加え，

飼育期間がブロイラーの倍もかかることもあって，ヤマドリに似た野

性的な味がする。本場大館きりたんぽ鍋には欠かせない。 

 きりたんぽ 

（きりたんぽ

鍋） 

大館市比内町 発祥は、その昔、山仕事の人やマタギが山でご飯を練ってトリ鍋に入

れたり、味噌を塗って食べたのが始まりと伝えられている。杉の串に

ごはんを巻いて焼いたきりたんぽが槍の刃のカバーの「たんぽ」に似

ているからその名前がついたと言われている。 

 とんぶり料理 大館市他 ホウキ草の実。キャビアに似た色と形を持ち、味は淡泊。食べ方は山

イモ、ナメコなど好みのものと取り合わせ、醤油をかけて食べるほか、

パンやクラッカーなどに乗せカナッペ風にする食べ方もある。 

 かまぶく 大館市 米の粉で作った口取り菓子の巻物のことをかまぼこに見立てて「かま

ぶく」と言う。今でも祭りや不祝儀などの一品として作られる。米粉

だけでつくる場合やじゃがいもを使ったものもある。 
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 名称 場所 概要 

北秋田市 マタギ鍋 北秋田市阿仁 味噌で味付けし、ネギ、舞茸、豆腐、大根に主役の熊肉を入れる鍋物。

 あずきかん 北秋田市合川 あずきとお米を使った口取り料理。 

 ししとう甘露煮 北秋田市鷹巣 鷹巣地域の特産のししとうを保存食として利用した一品。 

 巻きずし 北秋田市他 祝儀、不祝儀をはじめ様々な行事に用いられる料理で、文様も「椿の

花」「文銭巻き」「菊水」など作る人の技術によって多種多様である。

 干し餅 北秋田市阿仁 冬の寒波を利用して作る保存食。子どものおやつの他、田植えの小昼

（休憩）などで食べられてきた。中でも北秋田地方の干し餅は水分を

多く入れて作るためできあがりがさくさくとして、柔らかいのが特徴。

 ゆべし 北秋田市合川 ゆべしとは「恵比寿」のなまったもので、おひな祭りに恵比寿様をか

たどって作ったことからこう呼ばれるとも言われている。 

 馬かやき 北秋田市森吉、

鷹巣 

鷹巣町周辺は馬肉をよく食べる地域で、お祭りやご祝儀の宴には馬か

やきや、煮付けが供される。県北は一大鉱山地帯で、そこで働く抗員

達、抗内労働からおきる「よろけ病」等の予防と称して馬肉を食べて

いたようである。「ナンコウ」「義経なべ」という異名もある。 

上小阿仁

村 

おやき 上小阿仁村 米の粉で作った大福をほんのり焼いた伝統のお菓子。地域によっては

春彼岸の中日にはお墓に供える。 

 粟餅 上小阿仁村 落花生を入れた粟餅は冠婚葬祭に供される。 

能代市 八ッ目鰻料理 能代市他 頭を落としてブツ切りにしたものを、笹がきボゴウ、ネギ、椎茸、春

菊、豆腐などと一緒に煮て食べる鍋の他、タレや塩をつけて串焼きに

しても食べる。栄養価が高く、精力増強に効果がある。 

 きりたんぽ鍋 能代市他 山仕事の人やマタギが山でご飯を練ってトリ鍋に入れたり、味噌を塗

って食べたのが始まりと伝えられている。 

 山ウドの酢みそ

あえ、ごまあえ

等 

能代市二ッ井

町他 

うどは山菜の王様と言われ春の山菜シーズンには各地で穫れる。栽培

は、二ツ井町が県内最大の産地。 

 檜山納豆（納豆）能代市檜山 秋田音頭にも歌われた伝統の納豆。昔ながらの味を守るため能代産の

大豆を使用している。 

 みょうが 能代市他 能代市は全国でも有数のみょうがの産地である。おひたし、やくみと

して楽しめる。みょうが田楽などにもする。 

 わらびたたき 能代市 柔らかいわらびを利用し、味噌味の「わらびたたき」にする。 

藤里町 こはぜのすし 藤里町 夏はぜの実は、こはぜと呼ばれ、数珠成りになることから、その木を

「念珠の木」と呼ぶ地域もある。そのためか、「こはぜのすし」もお

盆や法要などの仏事の料理によく使われる。 

三種町 だまこもち鍋 三種町他 秋田市から能代山本地区までの沿岸北部では、秋の取り入れ後、新米

のごはんをつぶして丸め、「だまこもち」を食べる風習がある。きり

たんぽより作りやすいため、行事があれば「だまこもち鍋」が作られ

る。お手玉（だまこ）になぞらえて「だまこ」と言われる。現在は鶏、

かつては八郎潟産のワカサギのだしで食べられていた。 

 ジュンサイ料理 

（じゅんさいそ

ば、じゅんさい

鳥鍋） 

三種町山本 森岳地方の特産品で、ほのかな味と舌ざわりが珍重されているスイレ

ン科の植物。寒天質のぬるぬるした若芽をそのまま汁にしたり、三杯

酢で食べる。 

 しいたけうどん 三種町琴丘 しいたけを練り込んでいるため、風味豊かなうどん。 

 梅漬け 三種町琴丘 琴丘は梅の里づくりが盛んで、梅漬けも特産として直売所などで販売

されている。 

 炒り粉かまぶく 三種町山本 かまぼこに見立ててつくる米菓子。先に炒ったもち米の粉を使った炒

り粉かまぶくがある。 

 志戸橋そば 三種町 約 100 年も前から地元の人々に食されてきた志戸橋そば。つなぎを一

切使わないそば本来の味が好評。 

 鯉の甘煮 三種町 農林水産大臣賞を受賞しており、県外にも根強い人気を誇る鯉の甘煮。

八峰町 ハタハタ寿し 八峰町他 ２・３日塩に漬けたハタハタを一晩水にさらす。さらにこれを酢で洗

って飯と麹を混ぜたものに、人参、エビ、カブ、ユズ皮、昆布などを

入れた「床」に漬け込むこと、およそ３～４週間でおいしくなる。 

 石川そば 八峰町峰浜石

川 

江戸時代から受継がれてきた伝統の手打ちそば。 
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 名称 場所 概要 

わらびのさお煮 八峰町峰浜 わらびを１本のさおのようにそのまま煮て、切らずに豪快に食卓に出

すことから「さお煮」と呼ばれる。 

八峰町 

なんばんべっち

ょ 

八峰町峰浜 エゴマの和え物。唐辛子を利かせて泣くほどに辛いことからこの名前

がついた、と言われている。酒のともに最適で、地域の行事には欠か

せない料理。 

 あんこう鍋 八峰町八森 あんこうは、秋田沖で冬から春にかけて、よく穫れる魚で、たら汁と

並んでよく食べられるみそ味の鍋物。必ず肝を入れてコクをだす。 

 つみれのしょっ

つる 

八峰町八森 魚を丁寧にすり身にし、つみれにして食べる。中でもほっけは値段も

手頃で、味にくせがないため、よく使われる。みそ汁にも使うが、し

ょっつるのだしがよく合う。 

男鹿市 石焼料理  男鹿市 桶にはっただしによく焼いた石を入れふっとうしたところにみそをと

き入れる。さらにここにメバル，キンキなどの磯魚とハタハタ，カニ，

イカ，エビ，ネギ，春菊といった材料を加える。旬は冬。 

 男鹿半島の塩 男鹿市 秋田県下でも風光明媚で名高い男鹿半島の海水の恵みをじっくり時間

をかけて平釜で仕上げた塩。アオサ（海藻）入り塩と藻塩・にがりを

セット。 

 ギバサ 男鹿市 男鹿半島の荒磯で育ったギバサは食物繊維が豊富な美容と健康に良

い、磯の香のする粘りが強い海藻。 

 しょっつる（塩

魚汁） 

男鹿市 ハタハタなど大量に水揚げされる魚を樽に放り込んで塩漬けにし、じ

っくり発酵させた魚醤。使い方は「しょっつる鍋」が基本だが、「液

体の塩」としてサラダ、ラーメンのスープ、チャーハン、お吸い物、

茶わん蒸し、パスタ等にも使われる。 

 たこのさんしょ

う和え 

男鹿市 春に水揚げされる小さめの真だこを使った和え物。 

 鮭の飯ずし 男鹿市 沿岸地域では、１１月ころに産卵のためにやってくる鮭を、はたはた

と同じように飯ずしにする。 

 ハタハタずし 男鹿市 かつては、波打ち際が埋まるほど採れたが、短い接岸時期のためその

保存食としてはたはたすしがつくられた。短期間で漬け込むための切

りずし、長期で食べる一匹ずしがある。 

 えご 男鹿市 男鹿の海岸で取れるエゴ草を、丁寧に洗って煮て作る料理。こんにゃ

くにも煮た独特の食感で、おかずにも酒の肴にもなり、えご餅を作っ

てご飯の足しにする。 

青森県    

深浦町 しとぎもち 深浦町 昔は神様にお供えしたもの現在は季節の行事や人寄せ 

 干しもち 深浦町 保存のきくお菓子として作られ、農作業時の一服休みや子供のおやつ、

おみやげ用などに用いられていた。干し餅づくりは年中行事の中に組

み入れられ、天候をにらみ、かんを働かせながら十分な手間と時間を

かけて１年分の量を作っていた。1 月～2 月 

 笹餅 深浦町 初夏、田植え上がり、人寄せ 

 かぼちゃのおや

き 

深浦町 冬至に神仏への供物、誕生日等のおやつ 

 けの汁 深浦町 昔は正月に大きな鍋に作って食べていた。今は材料を保存しておいて、

一冬に何度も作って食べる。 

 すり身汁 深浦町 深浦町、鯵ヶ沢町は豊富な魚介類を誇る港町であり、これらの地域で

は、昔から、港に揚がった新鮮な魚を使い、寒い日や来客の際におも

てなし料理として作られてきた。 

 鮭とたけのこの

飯ずし 

深浦町 正月、人寄せ 正月料理なので、11 月中旬ごろに漬け込む。 

 ふきのすか漬け 深浦町 盆、正月、冠婚葬祭には欠かせない。ふきは、山菜の代表といっても

過言ではなく、けの汁、煮しめ、煮付、炒め物、すしなどその用途は

広い。 

 みずのわさび漬

け 

深浦町 みずは塩漬けにして冬期間食べる（漬物、煮付、和え物、水物等）。

6 月～11 月  盆や正月、冠婚葬祭 

 チャンチャン焼

き  

深浦町 鮭などの鉄板焼き。 
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 名称 場所 概要 

鰺ヶ沢町 あんこうのとも

あえ 

鰺ヶ沢町 10 月～7 月上旬 鯵ヶ沢町では、あんこうの料理といえば、この料理

を指す。 

 はたはたのすし 鰺ヶ沢町 冬、正月 冬場に日本海沿岸でたくさんとれるハタハタをご飯で漬け

込むことで保存性を向上させて冬場のたんぱく源とする、昔から受け

継がれた非常に大事な加工技術である 

 赤かぶの千枚漬

け 

鰺ヶ沢町 冬の日常食 

 鯨餠 鰺ヶ沢町大字

本町 

鯨餠は米とあずきが主原料の、鯨肉の色をしたういろう 

 すり身汁 鰺ヶ沢町 深浦町、鯵ヶ沢町は豊富な魚介類を誇る港町であり、これらの地域で

は、昔から、港に揚がった新鮮な魚を使い、寒い日や来客の際におも

てなし料理として作られてきた。 

 
 

■伝統工芸 
 名称 場所 概要 

秋田県  

鹿角市 鹿角紫根染・茜染 鹿角市花輪字堰向 県指定無形文化財 紫根染はムラサキの根からとった紫

色の染料で染めた布、茜染はアカネの根からとった赤色の

染料で染めた布。奈良時代に確立されたといわれ、歴代の

領主は朝廷に献上していた。 

小坂町 小坂焼 小坂町 縄文遺跡が分布する小阪川の両岸の台地の粘土を掘りお

こし、煉りあげ、創意をこめて造形し、それ地場産の釉薬

を調合しかけて、康楽窯で焼きあげた陶芸品。 

大館市 曲げわっぱ 大館市 きこりが杉柾(まさ)で曲物の器を作ったことに始まり、藩

政時代に大館城主佐竹西家が領内の豊富な秋田杉と漆の

存在に着目し、武士の内職として奨励し発展したものとさ

れている。お弁当、お盆から水割セットなど多種多様なも

のがあり全国的に知られている伝統的工芸品。 

 秋田杉  
桶(おけ)樽(たる) 

 

大館市他 秋田杉を使った桶樽は平安後期と推定される桶が見つか

っている。江戸時代の亨保年間には佐竹藩の保護のもと産

地が形成され大量に生産された。近年はインテリア商品ま

で幅広く作られている。 

北秋田市 杉つぼ 北秋田市 秋田杉の木目の個性的な美しさを生かした杉つぼは、昭和

59年に秋田県知事奨励賞を受賞している。 

 ナガサ 北秋田市阿仁町 険しい山々をまたにかけて猟をするマタギが木の枝を払

ったり、獲物の解体や料理に使用する山刀（ナガサ）。

 阿仁焼 北秋田市阿仁町 阿仁鉱山の良質の陶土で落ち着いた色調と作風を出して

いる。 

上小阿仁

村 

秋田杉細工 上小阿仁村 天然の秋田杉を使用した木工品、工芸品など。 

 あけびづる細工 上小阿仁村 あけびづる籠など。 

能代市 能代春慶（漆塗り） 能代市 江戸時代から一家相伝により伝わる独特の手法による精

巧な漆塗。木材の柾目が透けてみえるのが特徴。 

 木工芸品・杉工芸品 能代市他 秋田杉を使った木製品は、身近な生活用品から民芸の香り

高い格調のあるクラフト製品まで数多く作られ、私達の暮

らしに潤いを与えてくれる。また、自然の造形を生かした

「焼杉製品」、鳥海山麓から発掘されるうもれ木を加工し

た「神代杉製品」、耐久力のある竹を使った「竹細工」な

ども地方色豊かな工芸品といえる。 

 能代凧（べらぼう） 能代市 坂上田村麻呂が蝦夷との戦いの時、空高く揚がった凧を目

印に入港下という伝説がある。江戸時代には町中凧揚げに

興じ技を競い合ったという。 
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 名称 場所 概要 

八峰町 杉工芸品 八峰町 秋田杉や欅などの良質の素材を、新しいアイデアと伝統の

技術で仕上げた。木の持つ素朴さの中にも、温もりと重厚

さが感じられる工芸品。 

男鹿市 アケビづる工芸品 男鹿市 山野に自生するアケビの蔓は丈夫で弾力性に富み、虫がつ

かない。昔から、その特質を利用して編むアケビづるの工

芸品は、籠や椅子、バスケットなどに利用されてきた。長

年使っていると、味わい深い飴色に変色し、光沢も増すな

ど、耐久性に富む。 

 ガラスウキ玉 男鹿市 プラスチックが普及する前は、ガラス玉が漁網にくくって

ウキとして利用されていた。主に一升ビンを原料にして作

られたリサイクル品で、作られた時代によって若干色が違

う。現在では需要がないので本来の用途での新規製造は一

切行なわれていない。 

 なまはげ木彫り面 男鹿市 なまはげの発祥の地、男鹿在住の「石川泰行一族」が永年

にわたり異形者(鬼）の面を秋田の銘木を素材にして、瞑

想に耽り心身を清め深夜ひとり古代よりの「のみ」を使い

一刀彫り一心不乱に作り上げたこの「なまはげ」は、無病

息災の守護神として日本全国はもとより、広く海外にまで

伝わっている逸品。 

青森県    

深浦町 木材加工 深浦町 テーブル、一輪差、茶托など 

西目屋村 目屋人形 西目屋村田代稲元 車馬の入り込めない山岳の細道を、炭俵を背負って里に降

りるモンペ姿の娘子の姿がよく見られた。目屋人形は、そ

のようなかわいらしい娘子をかたどった人形である。 

 
 

■伝統的建造物等 
 名称 場所 概要 

秋田県 

鹿角市 大湯環状列石  鹿角市十和田大湯字

万座４５ 

国指定特別史跡 

縄文時代遺跡。中央の 1 本の石柱を中心に，外径 46m に達する

大規模な二重環状。共同墓地とも，祭祀場ともいわれる。 

 天照皇御祖神社

境内の磨崖仏及

び板碑 

鹿角市八幡平字谷内 県指定史跡 

 渡部家住宅 

（主屋、土蔵、

門） 

鹿角市八幡平字石鳥

谷 

登録有形文化財（建造物） 木造平屋建、茅葺（鉄板仮葺）、

建築面積 374 ㎡：主屋 土蔵造 2 階建、鉄板葺、建築面積 124

㎡：土蔵 木造、鉄板葺、間口 4.7m、石段付：門 江戸～明治

期築   

 旧関善酒店主屋 鹿角市花輪字上花輪 登録有形文化財（建造物） 木造平屋一部 2 階建、鉄板葺、建

築面積 590 ㎡ 明治期築 

小坂町 康楽館 鹿角郡小坂町小坂鉱

山字松ノ下 

国指定重要文化財  日本最古の木造芝居小屋、外観は洋風で

内部には花道、スッポン、回り舞台がある本格的なもの。4 月

上旬～12 月中旬まで 1 日 3 回の公演あり。 

 小坂鉱山事務所 

（旧小坂鉱山事

務所） 

鹿角郡小坂町 

小坂鉱山字古館 

国指定重要文化財  明治 38 年のモダンな洋風建築。木造三階

建，内部のラセン階段が眺められる。2001 年 4 月 28 日移築・

復元オープン。 

 天子館（旧聖園

マリア園） 

小坂町小坂鉱山字古

館 

登録有形文化財（建造物） 木造平屋建、銅板葺、建築面積 372

㎡。昭和前期築 

 旧小坂鉱山病院

記念棟 

小坂町小坂鉱山字古

館 

登録有形文化財（建造物） 木造平屋建、銅板葺、建築面積 20

㎡。明治後期築 

 十和田ホテル本

館 

小坂町十和田湖字舟

山 

登録有形文化財（建造物） 木造一部鉄筋コンクリート造 3 階

建、鋼板葺、建築面積 780 ㎡。昭和前期築 
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 名称 場所 概要 

大館市 矢立峠  大館市長走 旧羽州街道を代表する難所。天然秋田杉の美林に囲まれ、付近

には複数の温泉が湧き出している 

「日本百名峠（井出孫六編）」の一つ 

 大館城跡 大館市中城 時代：安土桃山 江戸時代に秋田（久保田）城主の城代をおき、

当時久保田，横手とともに秋田の城の一つと称されたものだが、

戌辰戦争で南部の軍勢に包囲されたとき、城に火を放って西方

に退却したため城は焼失、わずか内濠や桜樹・老松のみが往時

の面影をしのばせている。現在の桂城（ケイジョウ）公園。 

 矢立廃寺跡 大館市松原 県指定史跡  鎌倉末期の禅寺跡で藤原藤房が開基したといわ

れる。 

 西木戸神社 大館市比内町八木橋 平泉藤原家第４代泰衡の夫人の死をあわれんで建てられた五輪

の塔のうち二輪が残り，今は西木戸神社としてまつられている。

 独鈷大日堂 大館市比内町独鈷 時代：485 名僧・行基が刻んだと伝えられる大日如来像が安置

されている。中世には浅利氏の氏神として祀られ、貴重な遺品

を今に伝えている。 

 北鹿ハリストス

正教会聖堂 

大館市曲田 県指定有形文化財  明治 25 年建築の木造ビザンチン様式建

築で，明治の女流画家，山下リンによる聖像画が内部に飾られ

ている。内部見学は事前の申込みが必要。 

 錦神社 大館市二井田上出向 奥州平泉の藤原氏の四代泰衡を祭ったもの。 

創建不詳。 

 扇田神明社 大館市比内町扇田 創建年代：1105 年  浅利氏、佐竹氏の祈願所。戊辰の役の激

戦地でもあり、今も老木に弾痕を残している。 

 八幡神社 

（正八幡宮本

殿・若宮八幡宮

本殿）     

大館市字八幡１ 国指定重要文化財 

正八幡宮本殿、若宮八幡宮本殿。江戸時代中期 

 矢石館遺跡 大館市早口字矢石館 県指定史跡 縄文遺跡  

 桜櫓館（旧櫻場

家住宅） 

大館市中城 登録有形文化財（建造物） 洋室を備えた和風住宅で，塔屋を

持ち複雑な屋根をかけた特異な外観をもつ。室内は，杉の良材

を用いて仕上げ，建具や付書院に優れた技能が発揮されている。

北秋田市 羽州街道  北秋田市綴子 奥羽道中の街道で大堤一里塚（県指定史跡）もある。 

 伊勢堂岱遺跡  北秋田市脇神小ケ田 国指定史跡 本遺跡は縄文時代後期初めに、台地を広く土地造

成し、大量の石を運搬するなどによって、墓を取り込んだ環状

列石や建物群などを築いた大規模な祭祀の場であった。東北地

方北部における葬祭の実態や、発達した高度な土木工事の様相

もうかがえる。 

 胡桃館遺跡 北秋田市綴子新田中 平安時代  豪族の館の跡と推定される。 

 藤株遺跡 北秋田市鷹巣中央公

園付近 

縄文晩期の竪穴住居跡で全国的に知られている。昭和５５年人

骨が出土。 

 異人館・伝承館 

（旧阿仁鉱山外

国人官舎） 

北秋田市阿仁銀山字

下新町 

国指定重要文化財  古河鉱山技師のドイツ人宅で明治期の典

型的西洋建築。コロニアルスタイルの切妻屋根のルネッサンス

風レンガ造り洋館。 

 丈六延命地蔵菩

薩  

北秋田市鎌沢字家の

南 

正法院地蔵堂に安置された延命地蔵菩薩，高土約 5m の木彫座

像，木彫の座像としては，全国的にみても五指に入るといわれ

る。地蔵祭礼は毎年 6 月 24 日に挙行。 

 金家住宅（洋館、

文庫蔵、味噌蔵、

表門） 

北秋田市本城字館の

下 

登録有形文化財（建造物） 阿仁地方三大旦那と称された大地

主の邸宅（洋館）で、元秋田県建築技手の長岐禎三の設計にな

る。  

 内館文庫跡（建

物・蔵書及び塾

用器物を含む） 

北秋田市綴子字西館 県指定史跡 八幡宮綴子神社別当の社家武内氏が営んだ私塾で

ある内館塾にかかわる土地・建物・蔵書及び塾用器物などを含

む史跡の総称。慶安年間（1648～52）常覚院実明が開設し、塾

は明治七年綴子小学校が創立されるまで続いた。 

上小阿仁村 不動羅遺跡 不動羅 縄文時代中期の住居跡、石器等が発見されている 
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 名称 場所 概要 

能代市 檜山安東氏城館

跡 

檜山城跡  

大館跡 

茶臼館跡 

能代市檜山他 国指定史跡  檜山城は檜山安東氏の本城として室町時代から

江戸時代初期にかけて長期間使用された山城で米代川に面する

丘陵上にいくつかの支城的役割をはたす館が設けられていたと

考えられる。 

 杉沢台遺跡 能代市磐字杉沢台 国指定史跡 米代川下流の右岸に広がる東雲台地の北縁に営ま

れた、縄文時代の大規模な集落跡。 

縄文時代前期と晩期を中心とし、さらに平安時代に入っても集

落が営まれていた。 

 浄明寺山門 能代市檜山 県指定有形文化財  浄明寺は永正年間（1504～1521）に創建

された古寺で檜山安東氏ゆかりの寺院。山門は、檜山城からの

「城下がりの門」で寛永11（1634）年に建立されており、建築

年代が明らかな桃山様式を残す貴重な薬医門である。 

 多賀谷居館跡 能代市檜山 佐竹氏の家臣で江戸時代に能代山本地方を治めた多賀谷氏の居

館で、３ヵ所の門、井戸などが確認されている。 

 多宝院本堂・山

門・鐘楼 

能代市檜山 県指定有形文化財  多賀谷氏の菩提寺。多賀谷氏とともに檜

山に移り、現在の本堂は明和９（1772）年にさいけんされ、曹

洞宗本堂の特徴をよく伝えており、庭園は京都銀閣寺を燃した

ものといわれる。 

 檜山追分・旧羽

州街道松並木  

能代市檜山 県指定史跡 200年前の老松並木13本が残っており，参勤交代に

往来した松前藩主や津軽藩主も通ったところ。 

 鴨巣一里塚 能代市檜山 県指定史跡 羽州街道の塚としては159番目の一里塚。直径約８

ｍ、高さ約２ｍの円形盛土が残っている。 

 柏子所貝塚 能代市柏子所 県指定史跡 繩文末期  繩文時代の人骨八体を葬った墳墓が

発見されている。 

 旧合川営林署

（天神荘）本館 

旧合川営林署

（天神荘）離れ 

能代市二ツ井町麻生

字麻生 

登録有形文化財（建造物） 貯木場の事務所及び宿泊施設等と

して米代川の流路の屈曲点に建設されたもので，簡素な佇まい

ながら秋田杉の産地らしく選りすぐった良材で造られており，

林産関連の施設にふさわしい建物で，川岸の景観に良く調和し

ている。 

 料亭金勇 能代市柳町 13-8 登録有形文化財（建造物） 県内屈指の老舗料亭の大規模和風

建築。秋田杉の本場能代を象徴する建物として広く知られてい

る。 

 喜久水酒造地下

貯蔵研究所（旧

奥羽本線第一鶴

形隧道） 

能代市字鳥屋場 登録有形文化財（建造物） 鶴形駅・富根駅間に位置する総長

約９３ｍの旧煉瓦造隧道。単線仕様で，巻厚５枚の煉瓦造馬蹄

形坑口に，２本の煉瓦造壁柱，笠石及び帯石で坑門を飾る。秋

田県最初期の鉄道トンネル。現在，古酒貯蔵庫として活用され

ている。 

藤里町 浅間神社 藤里町藤琴 天正年間（1573～1592）以前の創建と伝えられている。9 月 7，

8 日の神社祭典には、駒踊りや獅子舞などの豊作踊りが奉納さ

れる。 

 月宗寺 藤里町大沢 1746 年 月宗妙卒大姉の開基と伝えられている。  

 自福寺  藤里町粕毛 1624 年 桧山多宝院悦庵全吟和尚が開いた 

 神明社   藤里町粕毛 天照大神、金山彦大神、豊受姫大神などを祀る。 室町時代に建

てられたと推定され、観音堂は国の重要文化財指定。 

 素波里神社   藤里町粕毛 年代不詳 口伝では慈覚大使が自作の不動明王を祀ったのが始

まりとされている。 

 矢坂神社   藤里町矢坂   猿子夫婦の御霊前を祀った後に、山王宮といった時代もあり申

子神社ともいっている。 

 宝昌寺   藤里町藤琴 1646 年 農家が中心となり檀家庶民の菩提寺として建立され

た。   

三種町 大山家住宅  三種町八竜鵜川字飯

塚 

国指定重要文化財  江戸末期  東北地方の日本海側に多く

みられた中門造りの住宅。 

 萱刈沢貝塚遺跡 三種町八竜鵜川字萱

刈沢 

県指定史跡  縄文時代 
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 名称 場所 概要 

三種町 房住山三十三観

音  

三種町琴丘上岩川地

内 

江戸時代末期地元の人々の勧進により房住山峰一円に三十三観

音を建立。冬期積雪のため参拝不可。 

 小林遺跡 三種町琴丘 縄文時代の竪穴住居跡、古代の住居跡、中世の木炭窯跡などの

遺構と遺物が見つかっている。 

 堂の下遺跡 三種町琴丘 旧石器時代、縄文時代、弥生時代、鎌倉時代の遺構・遺物が出

土。中世の製鉄炉跡は貴重な資料。 

 兵ヶ沢遺跡 三種町琴丘 陥し穴跡・石錘など縄文時代前期～中期にかけての遺構・遺物

が見つかっている。 

 狐森遺跡 三種町琴丘 縄文時代前期後半の竪穴住居跡などの遺構・遺物、八郎潟の漁

業資源を伺わせる石錘や、祭りに使われたと見られる岩偶等も

見つかっている。 

八峰町 本館城跡 八峰町八森本館 安土桃山期に砦があったが、城主の圧制にたまりかねた農民は

一揆を起こし、砦を落城に追いやった。 

 白瀑神社  八峰町八森 800 年代 慈覚大師の創建と伝えられ，手彫りの不動尊が滝の

岩上にある。 

 手這坂の茅葺き

屋根集落 

八峰町峰浜 菅江真澄が桃源郷と称えた江戸時代の風情を残す情緒あふれる

風景 

 松源院 八峰町八森 曹洞宗の古刹で、八森町を開いた本館城主、武田重左ェ衛門が

開祖したという。天井画は江戸末期の画人、豊島都山が描いた

といわれる。 

男鹿市 赤神神社五社堂 

（三の宮堂・客

人権現堂・赤神

権現堂・八王子

堂・十禅師堂） 

赤神神社五社堂

（中央堂）内厨

子 

男鹿市船川港 

本山門前字祓川 

国指定重要文化財 

江戸時代中期 

※厨子：室町時代 

 増川八幡神社宮

殿  

男鹿市船川港増川字

宮の下 

県指定有形文化財 

 宝篋印塔 男鹿市船川港椿字東 県指定有形文化財 

 染川城跡  男鹿市北浦相川 安東氏の居城 

 脇本城跡 男鹿市脇本脇本 国指定史跡 安東氏の一族安東愛季が安土桃山時代の天正５年

（１５７７）大規模に修築し、居城とした城といわれている。

その規模は生鼻崎から本明寺の上の馬乗り場を経て、脇本第一

小学校上の兜ヶ崎まで含み、その面積は約１４０ha に及び、東

北最大級といわれる。 

 女川貝塚 男鹿市船川港女川 縄文時代 

 田沼家土蔵 男鹿市北浦北浦字池

の田 

登録有形文化財（建造物） 田沼家は，明治期に回船業を営み

県内一になるほど栄えた家で，土蔵は初代が建てた屋敷に残る

唯一の江戸期の建築物と伝える。扉廻り以外を荒壁仕上げとす

るなど意匠は簡素だが，近辺では数少ない建築年代が古い比較

的に規模の大きな土蔵として知られている。 

 旧男鹿市立加茂

青砂小学校  

（校舎、屋内体

操場） 

男鹿市戸賀加茂青砂

字山道添 

登録有形文化財（建造物） 木造２階建，寄棟造，鉄板葺（校

舎）で，正面中央に切妻造の玄関，背面中央に下屋を設ける。

下見板張りと大きく開いた連続窓によって構成される明快な外

観は，集落の歴史的景観の核となっている。 

木造平屋建，切妻造，鉄板葺（体操場）は柱を立てない大空間

を造る。 

 男鹿真山伝承館 男鹿市北浦真山字水

喰沢 

登録有形文化財（建造物） 中門造の民家。もと近郊の目黒家

住宅主屋として建築され，平成７年現在地に移築，民俗資料等

を展示しつつ公開活用がはかられている。 

 森長旅館 

（本館、離れ、

土蔵） 

男鹿市船川港字栄町 登録有形文化財（建造物） 木造 2 階建、鉄板葺、建築面積 237

㎡：本館 木造 2 階建、鉄板葺、建築面積 79 ㎡：離れ 土蔵造

2 階建、鉄板葺、建築面積 74 ㎡：土蔵 昭和期築 

大潟村 大潟神社  大潟村西 1 丁目 1978 年、伊勢神宮の還宮による古材を払下げて作ったもの。 
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 名称 場所 概要 

青森県    

深浦町 御仮屋 深浦町大字深浦 かつての町奉行所があったところ。小高い丘の上で，今は公園

になっている。 

 関の古碑群 深浦町大字関 県指定史跡。北朝の年号が見られる。近傍に散在していたのを

集めたもの。 

鰺ヶ沢町 光信公の館  鰺ヶ沢町大字種里町

大柳 

安東氏の侵攻に備えるため、三戸南部氏の命により、津軽氏の

祖大浦光信が延徳３年（1491）に築いたという。山上館とも呼

ばれる山城で、江戸時代には本丸跡に光信の廟所がいとなまれ

た。 

 鰺ヶ沢町大字釣町 県の重宝に指定されている蓮加筆の文字名号や絹本名号などを

所蔵。創建年代 1652 年。 

 大平野遺跡 鰺ヶ沢町 岩木山麓にある縄文時代遺跡。土器・石製品、火災で焼けた竪

穴住居跡、配石遺構等が発見されている。 

 浮橋遺跡 鰺ヶ沢町 縄文時代の貝塚がある。他に縄文時代・平安時代の住居跡や石

鏃等も出土。縄文海進期には海の入江であったと推定される。

西目屋村 尾太（おっぷ）

鉱山跡 

西目屋村 807 年から 1987 年まで、1171 年間稼働した鉱山。 

銅、銀、金を産出した。藩政期（1600 年代）には鉱山集落には

1000～3000 人が居住していたとされる。また隠れキリシタンの

安住地ともなっていた。 
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２．社会環境 
１）人口 

■人口の推移 
    (人）

市町村名 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 

鹿角市 41,016 40,581 40,179 39,823 39,489 38,822 38,438 37,926 37,450 36,876 36,160 

小坂町 7,649 7,520 7,433 7,321 7,185 7,064 6,957 6,851 6,768 6,696 6,670 

大館市 87,977 87,725 87,213 86,601 86,140 85,756 85,110 84,469 83,667 82,874 81,714 

北秋田市 44,394 43,929 43,487 43,124 42,593 41,635 41,192 40,613 40,051 39,487 39,441 

上小阿仁村 3,488 3,465 3,434 3,387 3,310 3,314 3,280 3,194 3,122 3,072 3,023 

能代市 67,490 66,970 66,616 65,923 65,488 64,825 64,267 63,855 63,353 62,710 62,287 

藤里町 4,970 4,909 4,842 4,789 4,715 4,647 4,553 4,488 4,435 4,356 4,242 

三種町 23,088 22,918 22,670 22,444 22,218 21,798 21,533 21,237 20,918 20,644 20,046 

八峰町 10,067 9,951 9,813 9,714 9,612 9,542 9,409 9,272 9,113 8,973 8,824 

男鹿市 40,033 39,478 39,065 38,660 38,065 37,599 37,115 36,565 36,048 35,518 34,968 

大潟村 3,356 3,341 3,326 3,296 3,271 3,362 3,378 3,356 3,389 3,399 3,218 

深浦町 12,503 12,356 12,182 11,989 11,810 11,792 11,665 11,468 11,249 11,031 10,845 

鯵ヶ沢町 14,057 13,846 13,724 13,531 13,375 13,504 13,363 13,217 13,001 12,803 12,602 

西目屋村 2,115 2,103 2,083 2,073 2,031 2,027 1,722 1,613 1,551 1,535 1,599 

合 計 362,203 359,092 356,067 352,675 349,302 345,687 341,982 338,124 334,115 329,974 325,639 

   （出典：秋田県年齢別人口流動調査報告書、青森県人口移動統計調査）

 
■高齢化率（人口に占める 65歳以上の老年人口の割合） 
市町村名 H15 H16 H17 H18 

鹿角市 29.2% 29.7% 30.4% 31.1% 

小坂町 32.7% 33.5% 34.3% 34.4% 

大館市 27.6% 28.2% 28.8% 29.6% 

北秋田市 31.9% 32.6% 33.3% 33.4% 

上小阿仁村 39.3% 40.3% 41.1% 42.0% 

能代市 28.2% 28.6% 29.3% 29.9% 

藤里町 34.1% 34.8% 35.7% 36.1% 

三種町 29.5% 30.2% 30.6% 31.7% 

八峰町 31.6% 32.4% 33.0% 33.4% 

男鹿市 29.1% 29.8% 30.4% 31.0% 

大潟村 18.6% 19.5% 20.1% 22.6% 

深浦町 31.4% 32.2% 33.0% 33.9% 

鯵ヶ沢町 28.2% 28.9% 29.4% 30.1% 

西目屋村 34.2% 33.8% 34.3% 34.7% 

 
■社会増減率（人口に占める転入者と転出者の差の割合） 

市町村名 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 

鹿角市 -0.65% -0.54% -0.51% -0.49% -0.46% -0.52% -0.70% -0.65% -0.69% -0.97%

小坂町 -0.93% -0.51% -0.70% -0.98% -0.84% -0.75% -0.82% -0.38% -0.16% -1.04%

大館市 -0.16% -0.37% -0.37% -0.30% -0.29% -0.34% -0.31% -0.44% -0.45% -0.41%

北秋田市 -0.51% -0.52% -0.21% -0.63% -0.50% -0.41% -0.62% -0.59% -0.61% -0.67%

上小阿仁村 0.83% 0.03% -0.12% -1.06% -0.36% 0.09% -1.07% -0.25% -0.42% -1.09%

能代市 -0.43% -0.22% -0.55% -0.25% -0.26% -0.44% -0.21% -0.33% -0.42% -0.26%

藤里町 -0.38% -0.90% -0.33% -0.56% -0.40% -0.99% -0.75% -0.31% -0.68% -1.17%

三種町 -0.40% -0.71% -0.53% -0.39% -0.85% -0.45% -0.66% -0.63% -0.29% -1.11%

八峰町 -0.55% -0.71% -0.50% -0.48% -0.68% -0.43% -0.79% -0.70% -0.66% -1.02%

男鹿市 -0.88% -0.55% -0.49% -0.88% -0.65% -0.64% -0.72% -0.70% -0.72% -0.94%

大潟村 -1.22% -1.11% -1.26% -1.55% 0.96% -0.06% -0.86% 0.45% 0.53% -1.44%
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２）産業 
■第１次産業就業者数の推移 

  （人）

市町村名 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 

鹿角市 8,429 6,269 5,790 4,701 3,582 3,160 2,777 

小坂町 922 621 620 479 368 350 306 

大館市 11,883 8,659 8,162 6,675 5,008 4,105 3,913 

北秋田市 10,343 7,137 6,483 5,226 3,816 2,960 2,474 

上小阿仁村 1,171 773 676 564 371 256 227 

能代市 8,777 6,240 5,911 4,560 3,552 3,097 2,940 

藤里町 1,737 1,136 1,142 812 613 458 392 

三種町 7,183 5,201 5,161 3,872 2,911 2,418 2,271 

八峰町 2,677 1,932 2,012 1,495 1,180 1,078 1,055 

男鹿市 8,143 6,010 5,624 4,338 3,302 2,574 2,427 

大潟村 1,294 1,433 1,488 1,533 1,577 1,626 1,612 

深浦町 3,560 2,798 2,452 1,967 1,731 1,220 1,262 

鰺ヶ沢町 3,889 3,217 2,962 2,570 1,931 1,515 1,390 

西目屋村 945 716 620 581 488 401 305 

合 計 70,953 52,142 49,103 39,373 30,430 25,218 23,351 

 
■農業従事者の高齢化率 

市町村名 S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 

鹿角市 13.4% 15.0% 16.6% 21.5% 29.2% 37.3% 50.3%

小坂町 9.7% 16.5% 20.3% 25.3% 29.6% 45.3% 56.8%

大館市 13.5% 16.2% 20.8% 26.3% 34.0% 46.8% 58.4%

北秋田市 12.2% 17.0% 20.0% 27.3% 39.0% 48.9% 60.3%

上小阿仁村 12.9% 15.7% 23.2% 30.2% 37.6% 56.0% 61.1%

能代市 12.3% 12.8% 15.8% 22.1% 27.6% 38.7% 51.0%

藤里町 14.4% 15.4% 20.9% 26.8% 34.7% 47.1% 58.4%

三種町 9.7% 10.3% 14.3% 17.5% 25.0% 33.8% 52.2%

八峰町 14.3% 16.9% 19.7% 24.5% 32.8% 43.2% 54.5%

男鹿市 11.5% 12.9% 14.4% 17.7% 25.1% 35.0% 45.4%

大潟村 2.8% 2.5% 4.4% 5.7% 7.3% 8.7% 15.6%

深浦町 15.8% 22.5% 25.6% 32.1% 39.1% 46.8% 55.4%

鰺ヶ沢町 14.7% 15.3% 18.2% 21.7% 28.1% 34.9% 47.0%

西目屋村 11.1% 12.2% 18.4% 23.5% 28.4% 42.9% 56.0%
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■第２次産業就業者数の推移 
（人）

市町村名 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 

鹿角市 6,134 6,862 6,272 7,048 6,977 6,280 4,879 

小坂町 2,581 2,430 2,312 1,653 1,458 1,325 1,065 

大館市 12,741 14,340 14,002 14,134 14,161 12,766 10,686 

北秋田市 6,455 8,036 8,167 8,593 8,509 6,915 5,724 

上小阿仁村 592 673 726 716 664 549 439 

能代市 10,459 11,457 10,256 11,401 11,045 9,492 8,163 

藤里町 819 1,093 933 1,006 1,030 823 683 

三種町 2,887 3,869 3,660 4,224 4,430 3,857 3,033 

八峰町 1,810 2,098 2,083 2,257 2,123 1,894 1,430 

男鹿市 5,723 6,464 6,303 6,572 6,244 5,179 4,076 

大潟村 18 9 10 29 19 36 26 

深浦町 1,773 2,071 1,848 2,222 2,088 2,031 1,213 

鰺ヶ沢町 1,440 1,960 1,494 1,476 1,748 1,684 1,227 

西目屋村 487 455 432 386 355 322 215 

合 計 53,919 61,817 58,498 61,717 60,851 53,153 42,859 

 
■第３次産業就業者数の推移 

   （人）

市町村名 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 

鹿角市 9,549 10,190 10,093 9,967 10,322 10,217 10,082 

小坂町 1,914 1,858 1,669 1,545 1,702 1,603 1,717 

大館市 21,958 24,349 23,949 24,013 24,720 24,489 24,098 

北秋田市 9,786 10,731 10,574 10,380 10,471 10,826 10,502 

上小阿仁村 657 743 701 619 685 689 654 

能代市 16,904 18,714 18,609 17,739 18,877 18,751 18,297 

藤里町 767 892 866 881 955 946 980 

三種町 3,729 4,401 4,391 4,545 4,864 5,057 4,929 

八峰町 1,655 1,935 1,830 1,885 2,085 2,065 2,021 

男鹿市 8,828 17,374 9,583 9,268 9,567 5,262 9,592 

大潟村 199 206 243 262 391 443 424 

深浦町 1,875 2,071 2,171 2,079 2,234 2,158 2,295 

鰺ヶ沢町 2,740 3,011 3,003 2,870 3,079 3,126 3,166 

西目屋村 315 315 341 322 367 369 338 

合 計 80,876 96,790 88,023 86,375 90,319 86,001 89,095 
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■農業産出額 
       （百万円）

市町村名 S49 S51 S54 S57 S60 S63 H3 H6 H9 H11 H14 H16 

鹿角市 9,392 11,281 12,132 12,269 13,944 11,870 13,170 13,030 12,060 11,420 10,420 10,110
小坂町 841 945 1,030 1,008 1,256 1,103 1,360 1,070 1,760 1,640 2,700 3,010
大館市 13,238 14,786 15,928 17,057 18,787 14,661 15,660 16,180 13,680 12,390 11,770 10,880
北秋田市 9,976 11,684 12,922 13,215 14,914 12,045 11,840 12,260 10,610 9,160 8,710 7,930
上小阿仁村 758 823 790 900 1,020 836 860 870 680 580 540 460
能代市 9,644 12,149 14,193 14,416 15,956 12,858 13,200 14,970 12,060 10,750 9,630 9,420
藤里町 1,269 1,466 1,496 1,532 1,663 1,413 1,270 1,470 1,170 990 910 870
三種町 7,421 9,580 10,833 12,040 14,414 13,570 12,270 12,720 10,960 9,880 8,340 7,520
八峰町 2,326 2,730 3,083 3,131 3,468 3,042 3,010 3,540 2,810 2,420 2,250 2,100
男鹿市 6,691 7,928 8,945 9,033 9,661 8,290 8,520 8,590 7,300 6,220 5,460 3,660
大潟村 7,571 10,909 12,452 14,540 16,914 16,776 17,140 19,420 16,790 15,720 14,350 9,580

深浦町 1,267 1,540 1,963 1,980 2,070 1,782 1,930 2,090 1,920 1,900 1,120 1,160
鰺ヶ沢町 3,829 4,769 6,042 5,861 6,041 4,915 5,580 5,980 4,330 4,210 3,280 3,660
西目屋村 661 701 917 885 937 701 680 870 620 640 550 670

合 計 74,884 91,291 102,726 107,867 121,045 103,862 106,490 113,060 96,750 87,920 80,030 71,030

 
■製造品出荷額 

       （百万円）

市町村名 S49 S51 S54 S57 S60 S63 H3 H6 H9 H11 H14 H16 

鹿角市 8,421 9,856 12,675 14,685 15,762 20,460 36,501 32,562 34,287 29,958 22,251 22,632
小坂町 35,499 29,747 46,125 47,693 52,692 54,160 27,258 22,813 30,296 28,736 23,695 25,115
大館市 29,074 34,778 42,552 46,167 49,514 62,180 89,458 84,748 88,537 84,205 85,298 91,055
北秋田市 16,394 17,806 22,246 23,408 29,575 32,894 44,901 42,829 42,625 36,542 29,124 29,830
上小阿仁村 2,009 2,519 3,186 2,419 1,942 2,713 3,236 2,824 2,353 1,493 1,226 1,416
能代市 57,392 54,634 64,665 58,679 53,309 63,646 78,102 78,757 73,217 59,796 44,611 48,311
藤里町 1,001 911 1,206 1,953 2,058 2,654 2,593 2,493 2,507 1,949 1,381 970
三種町 4,698 5,158 9,317 10,909 10,158 11,432 13,389 12,390 13,128 11,250 8,859 9,391
八峰町 3,150 2,608 3,916 4,625 5,196 4,582 5,976 6,035 6,073 5,432 3,824 8,338
男鹿市 33,028 32,010 36,327 47,671 35,802 28,443 31,126 29,701 24,845 10,418 8,249 11,122
大潟村 － － － － － － － － － － － －

深浦町 960 1,510 2,373 2,834 2,871 3,399 4,277 4,007 3,755 3,101 1,757 1,381
鰺ヶ沢町 1,635 2,292 3,691 4,069 3,972 4,372 2,935 3,485 2,597 2,997 2,743 2,523
西目屋村 － － － － 507 549 714 － － － － －

合 計 193,261 193,829 248,278 265,112 263,357 291,484 340,466 322,643 324,220 275,878 233,018 252,083

 
■商品販売額 

       （百万円）

市町村名 S49 S51 S54 S57 S60 S63 H3 H6 H9 H11 H14 H16 

鹿角市 25,901 37,310 41,648 51,102 49,894 51,251 56,619 57,600 61,835 83,925 48,845 48,574
小坂町 3,179 4,502 6,111 5,684 5,670 4,881 6,005 5,453 5,507 4,555 3,224 3,877
大館市 88,183 135,891 160,617 188,125 194,611 211,340 239,823 266,396 256,803 257,809 213,159 197,149
北秋田市 35,697 53,964 76,448 82,834 91,019 92,967 99,016 87,040 89,976 53,879 40,777 43,004
上小阿仁村 952 1,303 1,584 1,855 2,192 2,080 2,147 2,235 2,129 1,948 1,536 1,595

能代市 65,728 101,243 132,824 155,285 163,091 164,370 186,068 198,740 203,983 211,973 127,537 130,125
藤里町 991 1,446 1,943 2,519 2,647 2,577 2,934 2,962 2,929 2,380 1,724 1,811
三種町 5,162 8,436 10,699 12,850 14,652 13,892 15,118 17,209 17,745 15,346 14,165 12,490
八峰町 1,437 1,938 2,476 4,475 6,606 5,775 6,087 6,232 6,864 6,722 8,529 4,661
男鹿市 12,618 21,312 27,049 34,223 33,092 33,401 42,657 44,155 46,346 42,220 40,644 39,204
大潟村 － 880 1,352 1,941 2,812 4,892 5,989 8,948 19,457 17,694 17,982 20,882

深浦町 2,365 3,747 6,156 7,616 9,765 9,475 12,034 12,988 11,888 13,138 12,031 10,764
鰺ヶ沢町 2,873 6,098 8,226 13,196 12,078 12,193 16,375 16,915 16,586 16,048 11,409 10,410
西目屋村 － 283 176 370 368 380 312 316 547 744 251 294

合計 245,086 378,353 477,309 562,075 588,497 609,474 691,184 727,189 742,595 728,381 541,813 524,840
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３）観光 
■市町村別観光入込客数の推移 

     （人）
市町村名 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 

鹿角市 2,987 2,658 2,903 2,833 2,616 2,468 2,655 2,705 2,486 3,364

小坂町 1,556 1,487 1,424 1,353 1,278 1,387 1,405 1,578 1,477 1,436

大館市 2,061 2,205 2,128 2,498 2,549 3,069 2,111 2,151 1,956 2,204

北秋田市 1,545 1,536 1,700 1,474 1,529 1,559 1,580 1,598 1,503 1,690

上小阿仁村 29 29 35 33 40 45 43 39 31 123

能代市 1,340 1,307 1,265 1,210 1,255 1,234 1,249 2,129 1,323 1,390

藤里町 347 377 383 397 396 322 341 338 303 278

三種町 638 766 923 947 1,044 1,066 949 931 937 1,012

八峰町 766 799 746 741 730 740 712 729 714 742

男鹿市 2,311 2,587 2,449 2,483 2,420 2,386 2,236 2,200 2,677 2,416

大潟村 1,342 963 885 1,231 1,608 1,257 1,242 1,219 1,206 1,050

深浦町 1,504 1,574 1,602 1,662 1,831 1,846 2,132 1,972 2,015 2,165

鰺ヶ沢町 914 1,000 921 959 913 917 1,046 1,088 1,084 992

西目屋村 319 338 435 605 527 506 534 601 619 588

合 計 17,659 17,626 17,799 18,425 18,736 18,800 18,234 19,277 18,330 19,449

 
■自然公園等利用者 

     （千人）

 公園名 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17

秋田県      

国定公園 男鹿半島（男鹿市） 1,809 1,954 1,895 1,866 1,794 1,762 1,646 1,645 2,112 1,899 

きみまち阪藤里峡（能代市/二ツ井町） 509 543 527 500 550 458 436 435 335 190 

秋田白神（八峰町/八森町）,（八峰町/峰浜村）,藤里町    98 236 

八森岩舘（八峰町/八森町） 180 184 150 139 149 132 96 125 113 114 

森吉山（北秋田市/森吉町）,（北秋田市/阿仁町） 207 180 307 188 220 217 251 228 226 318 

太平山上 小阿仁村 90 84 79 79 69 78 78 81 70 83 

県立自然

公園 

田代岳（大館市/田代町） 52 28 22 62 56 48 46 28 29 30 

北欧の杜公園（北秋田市/合川町） 55 70 115 66 79 112 96 101 115 112 

能代公園（能代市） 49 54 46 59 59 59 53 57 58 58 

市民の森（大館市/比内町）    45 

北緯40度カントリーパーク（北秋田市/阿仁町） 5 4 4 3 22 22 22 27 

長走風穴（大館市） 6 6 32 37 46 32 26 24 20 26 

桜づつみ・河畔公園（能代市/二ツ井町） 4 11 12 13 13 13 13 13

館山近隣公園（男鹿市/若美町） 3 4 4 3 8 

石倉山公園（三種町/山本町） 4 4 4 3 7 

惣三郎沼公園（三種町/山本町） 5 5 5 6 7 7 7 6 

鷹巣中央公園（北秋田市/鷹巣町） 10 11 12 11 13 12 8 39 5 

その他の

主な公園

等 

房住山（三種町/琴丘町） 15 16 16 16 18 18 19 

 琴丘稜線（三種町/琴丘町）  2 2 1 5 5 

青森県    

国定公園 津軽（深浦町/岩崎村）、鰺ヶ沢町 2,839 2,964 2,970 2,946 3,028 3,170 3,087 3,335 3,165 3,228 

県立自然

公園 

赤石渓流暗門の滝 西目屋町、鯵ヶ沢町 444 475 570 678 585 589 624 718 728 684 

※平成16年から、きみまち阪藤里峡と八森館の一部を秋田白神に計上した。    
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■施設別観光客数 
           （人）

市町村名 施 設 名 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 

秋田県      

マインランド尾去沢 186,770 171,193 137,429 120,960 121,848 110,716 99,357 86,281 86,754 76,531 

八幡平ビジターセンター 94,898 72,071 57,321 62,479 40,606 84,718 72,943 78,144 

鹿角ふるさと館・あんとらあ 41,788 38,855 30,363 32,684 23,398 34,344 21,019 18,993 16,748 84,340 

大湯環状列石 20,807 27,447 24,106 24,193 29,658 26,645 44,281 34,265 33,800 31,777 

八幡平熊牧場 16,080 12,105 9,730 10,175 8,948 17,532 17,026 18,113 15,718 13,367 

八幡平サン・スポーツら

んど 

 5,591 5,684 5,430 8,354 6,557 4,726 6,863 5,323 

きりたんぽ工房秋田美人    51,250 

鹿角市 

 

十和田湖ふるさとセンター 4,672   

康楽館 108,698 113,099 105,114 106,960 94,575 101,007 95,653 97,921 90,515 85,662 

小坂鉱山事務所  50,769 43,456 41,522 37,380 32,192 

郷土館  5,697 5,368 3,817 7,077 21,567 25,549 12,682 7,467 

フィシングガーデン七滝  12,043 9,887 8,966 7,373 6,247 

十和田湖ふるさとセンター  5,277 7,719 1,200 6,560 6,530 9,050 6,041 6,051 5,922 

小坂町 

小坂町総合博物館郷土館 5,092   

大館樹海ドーム 8,000 208,761 218,811 218,738 243,462 157,397 182,437 189,358 168,616 210,397 

湯夢湯夢の里温水プール  45,655 49,308 47,796 43,707 40,801 33,141 31,548 28,373 

大館郷土博物館 12,136 8,372 10,347 7,188 6,867 13,460 6,740 5,667 5,025 

秋田犬会館 5,164 5,451 5,019 7,144 6,169 5,742 5,407 11,228 5,119 

鳥潟会館  2,544 2,529 2,804 5,429 5,566 5,587 

大館市 

湯夢湯夢の湯 38,454   

大太鼓の里ぶっさん館 77,812 161,630 159,290 152,263 179,733 220,942 234,151 220,475 228,645 243,528 

たかのす風土館  1,200 1,200 30,075 28,555 38,453 38,643 40,082 40,659 

大太鼓の館 49,383 51,150 47,606 44,155 42,647 35,346 37,351 35,486 29,263 22,018 

伊勢堂岱遺跡  6,000 6,200 6,200 8,090 5,079   

浜辺の歌音楽館 8,048 6,586 8,753 4,547 4,111 3,844   

四季美館 67,265 66,252 94,929 105,446 112,013 118,155 105,621 99,894 102,000 91,464 

アグリハウス  5,053 3,868 3,582 4,749 5,364 5,000 5,326 9,533 

クウィンス森吉 173,356   

北秋田市 

阿仁マタギの里・熊牧場 61,527 35,486 33,114 47,400 33,759 36,762 5,364 29,727 34,069 17,230 

阿仁町ふるさとセンター

（マタギ資料館） 

6,528 7,919 6,700 4,904 6,117 5,062 5,055  

遊遊ガーデン  25,588 21,540 19,408 22,080 12,568 19,524 19,725 12,712 

またたび館    189,299 

 

伝承館・異人館 8,714 7,241 7,988 8,107 7,749 7,812 5,808 5,628 5,093 

上小阿仁

村 

道の駅かみこあに物産

センター 

   87,092 

能代エナジアムパーク 129,152 132,585 126,459 112,510 102,165 110,777 96,523 103,136 99,754 92,896 

能代市子ども館 50,839 47,029 48,054 43,370 48,640 49,445 50,083 54,795 49,980 49,377 

はまなす展望台 14,426 12,483 10,548 8,210 8,917 7,853 7,116 7,812 6,346 6,311 

毘沙門憩いの森  5,935 9,587 6,924 7,180 6,351  

能代市木の学校  4,268 4,793 5,164 5,219 5,814 5,117 

桧山城址周辺  3,000 5,576 6,689 2,679 5,358 5,784 5,837 5,891 

アリナス 148,979   

二ツ井総合観光センター 105,008 96,335 83,098 86,490 82,844 92335 88949 87,187 78,368 82,992 

能代市 

二ツ井歴史資料館 3,822   

観光物産館 9,729 11,113 8,540 7,699 9,595 5,669 4,926 7,047 5,099 

産地直売所  24,530 26,707 28,489 27,457 24,122 

藤里町 

白神山地世界遺産セン

ター 

 7,508 26,065 27,576 28,130 30,830 33,460 28,481 28,456 

三種町 体験学習物産館サンバ

リオ 

 74,591 212,831 226,160 253,092 278,876 212,339 162,825 162,667 156,559 
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市町村名 施 設 名 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 

三種町 長寿の水 13,200 13,600 14,000 14,200 11,200 11,200 5,100  

縄文の館 2,822   

砂丘温泉ゆめろん 247,125   

多目的健康広場ゆめっ

ぴい 

 6,909 8,705 41,011 14,100 16,688 

 

ふるさと文化館 21,035 24,760 23,705 19,509 19,161 15,896 18,005 19,554 19,291 19,698 

お殿水 47,079 33,485 49,164 51,967 54,239 75,709 86,949 80,697 78,670 106,710 

尼子岩・白瀑神社 13,100 13,100 12,575 12,515 14,258 16,574 15,763 15,933 15,377 15,853 

八森ぶなっこランド 11,556 8,046 9,817 12,034 13,480   

八峰町 

八森湯っこランド 26,641   

 八森いさりび温泉・ハタ

ハタ館 

158,998   

県立男鹿水族館 129,318 177,072 151,602 134,190 122,195 116,244 68,633 休館中 399,910 384,730 

寒風山回転展望台 152,155 164,761 129,393 132,275 113,229 109,307 103,923 95,194 89,528 78,490 

真山神社・五社堂 53,299 76,939 90,943 92,073 79,306 80,247 80,540 79,566 81,265 72,641 

男鹿真山伝承館 24,168 42,495 47,856 72,546 78,522 80,935 79,864 100,572 111,024 101,354 

なまはげ館  65,903 107,073 100,958 107,959 134,144 145,406 122,533 

海底透視船  27,083 28,377 20,809 21,651 22,480 19,736 17,081 16,505 12,108 

男鹿半島遊覧船  17,200 16,991 14,011 12,803 13,801 6,986  

入道崎灯台  38,244 30,612 23,510 20,657 18,101 27,888 26,067 24,484 20,098 

男鹿市 

夕陽温泉WAO 134,681   

産直センター潟の店 279,609 299,609 328,916 273,048 609,063 363,378 288,490 277,779 276,097 186,406 

アキタバイオミックエリア 8,746 7,455 9,340 27,633 46,236 96,685 129,104 157,780 164,748 125,241 

ポルダｰ潟の湯 349,584   

大潟村 

大潟村干拓博物館  72,443 40,161 34,805 28,489 29,144 23,045 

青森県      

円覚寺 26,100 36,500 42,930 44,370 40,020 29,230 23,370 28,360 

関の杉 9,400 10,050 12,500 12,540 12,950 16,100 19,600 22,700 

ウェスパ椿山  30,725 34,900 73,040 234,140 221,100 268,800 281,300 

遊覧船ミエールふかうら 8,700 9,230 11,100 6,830 5,940 7,790 6,230  

八森山町民の森公園  31,930 16,670 12,800 

北金ヶ沢のイチョウ  22,730 23,230 32,130 

歴史民族資料館 9,700 11,450 10,640 9,970 10,550 10,540 7,800 8,810 

かそせいやきむら  366,300 194,560 

８施設

合計 

545,500 

十二湖挑戦館 69,029 68,949 74,654 758,547 79,669 88,817 106,954 114,782 132,954 119,140 

十二湖公園  421,586 381,375 400,150 451,484 512,800 

サンタランド白神 44,953 65,167 66,608 69,644 70,790 72,300 87,026 95,721 99,631 99,690 

十二湖リフレッシュ村 28,568 28,488 29,240 25,845 25,009 25,297 37,455 46,645 39,959 40,700 

白神岳  26,580 26,648 

十二湖エコ・ミュージア

ムセンター「故郷館」 

 12,641 13,808 11,107 8,328 7,020 

深浦町 

十二湖ビジターセンター 22,126 22,043 27,307 26,907 27,287 25,587 25,803 24,461 26,533 28,750 

くろくまの滝 75,070 84,240 84,280 85,945 83,500 84,000 84,100 84,300 80,700 57,000 

長平青少年旅行村 62,754 55,099 52,219 51,679 28,902 29,102 24,865  

ミニ白神  12,193 14,180 14,673 14,495 16,370 14,096 21,295 19,785 20,957 

鰺ヶ沢町 

光信公の館 12,295 13,591 12,939 11,269 10,270 9,049 8,334 7,338 5,629 5,496 

道の駅わんど  228,309 252,048 306,715 276,613 

鰺ヶ沢温泉  40,772 54,000 59,087 94,161 38,572 43,295 

鰺ヶ沢キャンピングパーク  29,102 24,865 24,292 

ABITAジャージファーム  10,051 10,998 13,132 

 

やかたの売店  15,282 13,369 1,206 11,292 11,616 

 自然観察館 ハロー白神 8,719 8,564 7,529 5,406 5,851 6,009 5,735 5,467 

暗門の滝遊歩道 148,750 157,098 177,018 172,834 77,158 92,367 98,126 125,020 126,570 120,063 西目屋村 

ブナの里白神館 104,020 121,815 140,661 149,854 137,732 133,098 143,357 81,004 79,904 57,390 
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市町村名 施 設 名 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 

西目屋村 ブナ林散策道  71,841 87,223 119,127 120,242 123,795 

白神山地ビジターセンター  26,688 117,473 88,127 79,766 84,955 85,180 75,431 66,753  

アクアグリーンビレッジＡ

ＮＭＯＮ 

5,042 8,907 9,073 58,729 51,508 55,180 50,348 51,159 36,242 40,230 

Beech にしめや  75,039 81,844 86,322 86,671 87,297 87,297 

グリーンパークもりのいずみ  65,414 70,031 29,603 36,242 29,604 

乳補の滝  18,246 19,383 24,695 23,971 24,719 

 

しらかみの湯  64,403 61,928 58,453  

 
■行祭事別観光客数 

    （千人）

市町村名 行祭事名 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17

秋田県     

鹿角市 大日堂舞楽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8

 毛馬内月山神社祭典 9 20 4 7 15 10 11 14 15 15

 花輪ねぷた 8 9 9 9 10 20 23 23 25 25

 大湯温泉大太鼓まつり 12 12 15 17 18 5 5 5 5

 花輪ばやし 230 230 220 200 260 230 200 210 160 195

 種苗交換会 765 922 827 1050 765

 観光フェスティバル 20 30 30 18 18 19 50 15 10

 古代縄文フェスティバル   4 5

 大湯温泉雪祭り 3 12    

 大湯温泉夏祭り    7

 尾去沢山神社祭典 5  6 5 5 7 7

 とらの里あんとらあ鹿角フェスティバル     8

 湯瀬温泉まつり 4     

 毛馬内盆踊り 12  2 3 46 20 27 30 33 33

小坂町 十和田湖冬物語 30 60 22 64 92 130 252 275 220

 十和田湖冬紀行 30 60 22 18    

 アカシアまつり 40 25 30 40 40 30 45 55 34 15

 十和田湖水まつり 45 95 90 68 68 79 75 85 75 78

 小坂七夕まつり 15 10 12 15 15 14 15 8 10

 十和田湖国境まつり 44 95 110 132 100 105 105 85 85 75

 ひめますマラソン 1     

康楽館歌舞伎大芝居 4      

小坂わいん祭り 3     

 十和田湖畔スキー大会 2     

大館市 大館アメッコ市 201 199 186 200 250 245 250 250 200 240

 大館桜まつり 38 39 22 46 71 64 64 52 61 48

 バラまつり 19 20 37 37 42 42 45 45 30 32

 大館大文字まつり 175 175 85 175 185 170 173 155 150 170

 神明神社祭典 150 150 180 180 180 120 180 140 130 140

 大館市日まつり  15 33 30 33 34 33 33 35 32

 キリタンポまつり 19 9 17 26 26 25 27 28 31

 郷土品まつり 13     

 大館圏域産業祭 13 35 36 49 46 中止 45 47 49 55

 種苗交換会 765   

 比内とりの市 50 35 60 65 45 45 45 50 40 55

 五色湖祭り 3  3 3 4 5  

 たけのこ祭り 4  3 4 4 4 5 5 6 6

 ハングライダー十の瀬山大会 1     

北秋田市 もちっこ市  10 10 15 10 10 10 12 12 15

 鷹巣中央公園桜まつり 29 28 25 13 15 17 15 16 9 15
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市町村名 行祭事名 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17

北秋田市 ふるさと踊りと餅っこ祭り 20 12 15 15 5 15 13 10 5 5

 米代川花火大会 65 35 50 50 30 35 10 23 20 25

 鷹巣神社祭典 58 50 50 50 48 29 20 12 10 8

 鷹巣地区産業祭 17 12 15 15 12 11 12 11 12 9

 綴子神社祭典 6 6    

 大響祭 6 6    

 100キロ・チャレンジマラソン 6 7 8 8 7 8 8  8 8

 森吉山麓七夕火祭り 35 30 35 30 25 25 25 20 20 15

 太平湖紅葉まつり 7 5 6 7 7 5 5

 米内沢・浦田・阿仁前田獅子踊り 6 7    

 根子番楽 1     

 阿仁の樹氷まつり  3 6 7 5

 川下りゴムボート大会 1     

 花菖蒲祭り 20 12 14 16 11 11 10 10 7 6

 灯篭流し花火大会 20 18 10 10 20 20 20 25 19 20

 北欧の森ウィンターーフェスティバル 3     

 フローラルフェスタｉｎ北欧の森   13 15 8 11

 F3ＡRC曲技日本選手権     

まと火 1     

あじさいまつり 5 5    

 

ふるさとサマーフェスティバル 5 5    

上小阿仁村 万灯火 3  5 5 5 6

 ふるさとフェスティバル 2    

能代市 桧山城祭り 2    

 能代公園さくらまつり 13 15 11 12 12 11 10 12 12 19

 能代公園つつじまつり 8 11 11 11 10 11 11 12

 能代市カップバスケット 10 11 11 10 9 8 9 7 9 8

 花菖蒲まつり 25 21 19 16 11 8 8 10 休止

 日吉神社祭典 40 40 40 41 41 39 38 34 32 30

 こども七夕 27 24 13 18 20 18 20 15 23 24

 観光七夕 30 30 33 30 30 35 35 40 休止

 七夕ねぶたながし 53 57 25 33 23 29 48 50 50 100

 みなとまつり 32 7 10 13 15 17 13 15

 おなごりフェスティバル 175 242 255 160 180 235 250 230 250 200

 産業フェア 6 9 11 13 19 12 12 10

種苗交換会 （770） （1220） 765 922 827  

シャチ流し 25 14 23 7 15 15 15 30

 のしろこどもまつり 4 6 4 6 7 8 7 10

 嫁見まつり 4 4 4 4 5

 能代港まつり花火大会   40 50 100

 つつじまつり 7 7    

 きみまちの里フェスティバル 12 14 11 13 17 11 15 16 17 18

 杉田杉の里二ツ井まつり 29 7 22 18 17 16 14 16 13 13

藤里町 白神山地音楽祭 3    

三種町 縄文王国サマーフェスティバル 5 6    

 国際チャレンジデー 5 5 6 7 7 7 6 4 5

 琴丘町文化祭 1    

 森岳温泉夏祭り 27 22 25 28 23 28 28 30

 森岳温泉冬祭り 20 10 10 12 10

 じゅんさい祭 2 17    

 森岳温泉まつり 2    

 じゅんさい王国ゆう湯フェスティバル 20 20    

メロン王国まつり 10     

 サンドクラフト 50 82 68 70 65 65 60 50 58
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市町村名 行祭事名 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17

八峰町 はちもり観光市 176 176 152 131 155 165 179 144 133 116

 雄島花火 13 11 11 9 12

 雪゛っこ祭り 1 11 18 17 6   

 山村広場桜祭り 7 18 15 13 20 7 11 5 9 8

 ハタハタの里ブリコ祭り 10 20 20 16 16 13 11 11 9

 白瀑神社例大祭 2    

 三尺たんぽ 5  4 5 

 悠久の森白神フェスティバル    9

 ホタルフェスティバル 1    

男鹿市 なまはげ柴灯まつり 17 23 28 23 26 20 29 32 33 35

 鯛まつり 26 26 22 20 19 18 18 18 18 17

 男鹿駅伝競争大会 2 2 7 10 10 10 20 20

 世界の鬼フェスティバル 5    

 男鹿日本海花火   45 85 100

 男鹿SUNSUNまつり 28 26 45 45    

 寒風山まつり 25 25 21 10 10 32 35 36 32 31

 宮沢海水浴場夕陽フェスティバル 5    

 日本海メロンマラソン 2  3 5 6

 チューリップ祭り 20 70 101 110 160 140 71 42

大潟村 菜の花まつり 81 130 83 115 140 75 138 145 145 160

 ワールド・ソーラーバイシクルレース 45 34 27 5 50 7   

 ワールド・ソーラーカー・ラリー 178 139 79 23 28 9 8 12 17

 ワールドエコノムーブ  2 5 

 全日本ローラースキー選手権 1    

 八郎潟干拓記念駅伝 1    

 日本一ジャンボカボチャ 1    

 農業文化祭 2    

青森県     

深浦町 黄金の日本海深浦海まつり 13 22 27 23 25 26 24 20 41 37

 チャンチャンまつり 12 13 5 15 15 16 17 17 

 ヨールプッキまつり・33湖ツアー 13 17 21 21 23 22 20 20 20 15

 エコトレッキング 1 14 12 11

 十二湖まつり・33湖ツアー 14 13 6 12 15 16 17 15 15 7

鰺ヶ沢町 魚魚の火まつり 18 20 20 24 15 8 5 10 10

 鰺ヶ沢トライアスロン大会 8 8 1 1 1 1   

 C - P O I N T    20 20

 白八幡宮大祭 30   

 鰺ヶ沢まつり 8 25    

西目屋村 暗門祭 9 10 8 7 5 4 4 5 4 3
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■温泉利用者 
      （人）

市町村名 温泉地名 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 

秋田県      

湯瀬温泉   239,380 210,288 206,042 214,256 210,761 205,374 187,679 193,190 

大湯温泉   161,100 168,608 145,871 140,573 136,647 141,272 129,578 168,652 

花輪・毛馬内   148,390 154,622 146,060 141,970 130,917 128,555 125,131 62,399 

鹿角市 

やすらぎ温泉ゆらら     5,541 

小坂町 奥八九郎温泉     

大滝温泉        12,831 7,179 22,538 

沼館温泉会館   213,334 188,414 191,983 145,788 198,423 200,240 192,094 196,248 

ポカポカ温泉   180,500 180,000 187,600 187,600 186,735 189,253 184,768 182,736 

ハチ公荘 100,837 122,928 120,260 107,678 101,632 106,433 94,858 94,775 83,470 74,330 

湯夢湯夢の湯 38,454 38,454 105,949 95,661 93,816 94,568 83,786 83,362 81,135 75,134 

釈迦内温泉   50,963 57,825 58,352 53,856 58,719 58,246 53,120 

ふるさわ   2,808 2,828 1,515 31,697 21,364 39,724 37,320 36,290 

長瀞温泉   2,655 1,920 554 596 14,337 61,990 62,594 35,288 

雪沢・日景・矢立 136,034 104,212 60,700 11,596 137,939 136,469   

一心館   189,450 185,548 181,923 186,814 132,595 休業中 

大文字温泉   164,300 162,600 140,400 140,400 40,200  

大葛温泉 20,854 11,798 5,898 68,106 77,655 77,661 76,925 84,048 82,395 75,766 

大館市 

ひない温泉比内の

湯 

    54,382 

湯ノ岱温泉 44,728 42,275 38,937 33,946 33,254 32,360 32,899 33,685 24,118 25,269 

長寿温泉 45,966 34,198 10,072 13,923 8,515 33,522 75,942 72,467 62,425 

下前田温泉 33,073 23,154 15,599 12,475 12,210 12,384   

杣温泉 1,654    

クウィンス森吉 17,356 152,388 137,394 128,400 126,372 118,139 118,002 98,091 84,862 75,863 

森吉山荘 6,462 6,640 30,284 12,117 12,555 11,747 29,770 23,975 27,059 20,311 

打当温泉 28,945 42,078 29,420 29,793 61,491 63,216 62,641 54,595 53,934 52,000 

せせらぎ温泉 27,334 25,015 12,658 14,511 13,060 12,268 12,368 11,857 10,833 9,205 

ひまわりの家   59,842 52,381 51,950 52,972 52,974 46,937 41,721 39,646 

金沢温泉     85,813 

北秋田市 

さざなみ温泉     58,420 

上小阿仁

村 

山ふじ温泉 16,880 18,624 22,662 20,067 21,819 22,716 22,605 19,766 16,747 14,331 

能代温泉 68,477 124,066 129,936 120,207 127,749 134,399 128,827 62,600 65,889 68,591 

アリナス 124,497 124,066 129,936 120,207 127,749   

能代市 

きみまち阪・切石・

駒形 

4,742 36,167 35,358 9,898 8,450 8,161   

湯ノ沢温泉 38,852 37,226 36,249 30,225 24,556 18,820 19,037 16,245 16,170 12,385 藤里町 

健康保養館 93,440 108,676 116,080 108,277 112,869 119,976 120,386 114,331 100,881 86,562 

砂丘温泉ゆめろん 247,125 230,953 216,863 204,572 198,451 221,917 207,809 199,496 201,300 202,314 三種町 

ゆうぱる 125,579 133,333 168,210 165,566 150,629 148,015 149,415 142,427 150,797 152,731 

八森湯っこランド 26,641 24,050 22,056 19,164 11,432 25,937 25,679 24,369 22,987 21,442 

ハタハタ館 158,998 179,207 185,390 199,838 163,641 163,655 136,840 174,651 182,100 183,538 

八峰町 

ふるさと交流センタ

ー 

89,647 103,098 78,183 75,864 80,064 98,610 106,002 106,398 107,099 96,327 

戸賀温泉 47,123 34,667 48,521 48,754 37,171 38,305 26,822 31,466 31,900 31,231 

温浴ランド  101,042 115,871 104,954 104,385 99,233 108,813 106,026 111,239 96,715 

男鹿市 

夕陽温泉ＷＡＯ 134,681 137,579 140,768 138,170 138,170 134,776 130,105 127,684 128,277 113,300 

ポルダ―潟の湯 349,584 333,236 308,916 289,634 289,634 288,418 279,301 279,991 246,720 249,760 大潟村 

サンルーラル大潟

展望台風呂 

  51,111 50,463 49,781 46,440 43,415  
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３．今後の資源となりうるもの 
１）エネルギー関係 

■エネルギー需要 
   (TJ)

 産業部門 民生部門家庭用 民生部門業務用 運輸部門 計 

鹿角市 693 518 798 1,767 3,777

小坂町 413 111 133 303 961

大館市 1,587 1,218 1,820 3,691 8,316

北秋田市 712 586 905 1,751 3,954

上小阿仁村 42 47 62 134 285

能代市 995 1,016 1,555 2,836 6,401

藤里町 70 61 83 191 405

三種町 452 273 413 1,022 2,159

八峰町 147 128 179 424 878

男鹿市 367 612 791 1,624 3,394

大潟村 327 34 44 246 650

深浦町 100 146 214 475 936

鰺ヶ沢町 174 166 217 620 1,177

西目屋村 25 18 25 97 165

合計 6,104 4,933 7,241 15,181 33,459

   

※市町村データの推計方法  

・下記の方法で算出した県データを基に、以下の原単位で按分して推計 

 産業部門のうち農業：農業産出額  

 産業部門のうち鉱業：鉱業事業所数  

 産業部門のうち建設業：建設業事業所数 

 産業部門のうち製造業：製造品出荷額  

 民生部門家庭用：世帯数  

 民生部門業務用：事業所数  

 運輸部門：自動車保有台数  

   

※県データの推計方法  

・石油製品については、県内の燃料油販売量に全国の部門別構成比を乗じて推計 

・LPガスについては、県内の一般消費用途の消費量を全国の家庭用・業務用の割合で按分して推計。その他は用途

別に配分。 

・都市ガスについては、男鹿市と能代市で供給されており、用途別に配分 

・秋田県の電力については、下記のとおり  

 産業部門：産業別使用電力量のうち、「JR」「その他」を除いたもの 

 民生部門家庭用：電灯消費量  

 民生部門業務用：電力消費量から産業別使用電力量を除いたもの 

・青森県の電力については、省エネルギービジョンにおける部門別消費量構成比に平成16年の消費量を乗じて推計
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■エネルギー供給 
 市町村 種別 施設名 出力規模(kW) 管理者 

電力 秋田県  

 鹿角市 水力発電 柴原発電所 2,800 秋田県 

  水力発電 八幡平発電所 5,400 秋田県 

  水力発電 八幡平第二発電所 1,500 秋田県 

  水力発電 湯瀬発電所 1,425 東北電力 

  水力発電 鹿角系永田発電所 475 三菱マテリアル 

  水力発電 鹿角系碇発電所 1,121 三菱マテリアル 

  水力発電 鹿角系大湯発電所 737 三菱マテリアル 

 大館市 水力発電 早口発電所 7,500 秋田県 

  水力発電 山瀬発電所 2,100 秋田県 

  水力発電 下台発電所 340 東北電力 

 北秋田市 水力発電 小又川発電所 3,000 東北電力 

  水力発電 小又川第一系発電所 2,853 三菱マテリアル 

  水力発電 小又川第二系発電所 1,655 三菱マテリアル 

  水力発電 小又川第四系発電所 2,350 三菱マテリアル 

 上小阿仁村 水力発電 杉沢発電所 15,500 秋田県 

 能代市 火力発電 能代火力発電所 1,200,000 東北電力 

 藤里町 水力発電 素波里発電所 6,300 秋田県 

 青森県  

 深浦町 水力発電 大池第一発電所 4,200 東北電力 

  水力発電 大池第二発電所 10,000 東北電力 

  水力発電 松神発電所 5,800 東北電力 

 鰺ヶ沢町 水力発電 滝渕発電所 5,000 東北電力 

 西目屋村 水力発電 岩木川第一発電所 11,000 青森県 

石油・ 秋田県  

天然ガス 男鹿市 石油・天然ガス 申川油田  

 男鹿市 石油 福米沢油田  
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■新エネルギーの導入状況 
市町村 種類 施設名称等 発電規模(kW) 

秋田県  

鹿角市 太陽熱利用 大湯保育園  

 太陽熱利用 草木保育園  

 太陽熱利用 記念スポーツセンター  

 太陽熱利用 母子寮  

 太陽熱利用 大里病院  

 風力発電 ウインドテック南十和田 7,650 

 地熱発電 澄川発電所 50,000 

 地熱発電 大沼発電所 9,500 

 コージェネレーション 五の宮温泉 96 

 コージェネレーション 日本スワイン農場 99 

小坂町 太陽熱利用 老人憩いの家  

 太陽熱利用 公衆浴場  

 廃熱利用 小坂製錬自家発電 3,400 

大館市 コージェネレーション 大館樹海ドーム 480 

 コージェネレーション いとく大館 992 

 コージェネレーション ニプロ 5,000 

 廃熱利用 大館広域第一環境センター  

北秋田市 太陽光発電 ノロ川園地管理棟  

 太陽熱利用 合川健康保険診療所  

 太陽熱利用 合川学堂研修センター  

 コージェネレーション 東洋製箔 1,000 

 コージェネレーション 日本オート電子工業 496 

能代市 太陽光発電 常盤小中学校 50 

 風力発電 東北自然エネルギー開発 14,400 

 風力発電 日立ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ･ｱﾝﾄﾞ･ｻｰﾋﾞｽ 1,200 

 バイオマス発電 能代木質バイオマス発電所 3,000 

 コージェネレーション 山本組合総合病院 880 

三種町 風力発電 エムウインズ 25,500 

八峰町 廃熱利用 北部清掃センター  

男鹿市 風力発電 秋田国家石油備蓄 1,500 

大潟村 太陽光発電 大潟電話交換所 7 

青森県  

深浦町 風力発電 白神エナジーパーク 750 

西目屋村 地熱発電 砂子瀬地区給湯事業  
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２）特産品 
■特産品（比較的新しいもの） 

市町村 品 名 概   要 

秋田県  

鹿角市 花輪のホルモン ホルモンは、鹿角地域の家庭に一つはホルモンを焼くジンギスカン鍋があると言われるほ
ど、この地域では欠かせない食材。 

 八幡平のアケビ そのまま果実を食べるだけでなく、果皮を酢みそ和えや漬物のほか揚げ物にしたりと多く
の調理法がある。これから新しい食材として、大いに可能性がある。 

 鹿角牛 自然放牧で育てられた自然短角種は低脂肪、高タンパク質のヘルシーな牛肉として人
気が高い。 

 組木 木の素材を十分生かし、可愛らしく、温かみのあるパズルで、インテリアとしても好評。 

 古縄めん 鹿角盆地で栽培されている古代米（紫黒米）に国産小麦粉を混合し、自然水で仕上げた
シンプルな干しうどん麺 

 山ぶどう羊羹 八幡平山麓に自生する山ぶどうを使っており、自然の酸味が口の中に広がる。 

小坂町 十和田湖高原ワイン 小坂町の高原に広がるぶどう園の雄大な自然の恵みを受けた良質のワイン。赤ワイン独
特の渋みもなくとても飲みやすい。 

 十和田高原ポーク（桃
豚） 

出産・飼育・生産まで完全な無菌の豚。肉はやわらかく、脂肪がくどくなくさっぱりした味
わいが特徴 

 アカシアはちみつ 豊富なアカシアの蜜源から生産されているはちみつ。アカシアの甘い香りが好評。ＴＶ取
材の後、全国から予約が殺到し、品薄状態になるほどの評判。  

 アカシアクッキー アーモンドを小坂町特産のアカシア蜂蜜をからめて焼き上げた、アカシアの香りと風味豊
かなクッキー。 

 キャベツラーメン・焼き
そば・餃子 

キャベツの粉末エキスを使用した健康食品。小坂町の野菜団地で栽培されたキャベツを
活用している。 

大館市 鶏めし弁当 全国駅弁大会で常にベスト３に入る名物弁当。比内地鶏をふんだんに使った伝統ある駅
弁。 

 酒まんじゅう 秋田の地酒が香る、自家製の酒母にて粉をこね発酵させた本格的な酒まんじゅう。 

 明けがらす 寒氷（寒天と砂糖をまぜたもの）にクルミの実を入れた菓子。大館市の名産として全国的
に有名。 

 おおだて洋梨ワイン 水分が豊富でフルーティな甘さが全国でも人気の中山梨を使用した上品な色と爽やかな
香りを特徴とするワイン。 

 たけのこ缶詰 白神山地田代岳に天然自生する「根曲がり竹たけのこ」の旬の味わい豊かな缶詰。柔ら
かく、しかも歯触りがよい初夏の風味がそのまま味わえる。 

 蜜宝プロポリス 蜂が集めてくる蜂ヤニとも呼ぶ樹脂で、植物の生態維持に欠かせない貴重な自然物質。
ローヤルゼリーを凌ぎ、今では健康食品の頂点に君臨する食品。 

 岩蜜 蜂蜜が巣の中で蒸散完熟したもの。蜂自らが食料としており、糖度は非常に高く世界的
にも最高水準と考えられる。食するだけでなく、お風呂で使用すれば、美肌を作る効果も
高い。 

北秋田市 卵油 古くから伝承されてきた健康食品で、レシチン、不飽和脂肪酸、ビタミンＥが多く含まれて
いる。放し飼い比内地鶏卵を使用し、フライパン手造り製法で作られたこだわりの逸品。

 またたび加工品 阿仁地区の豊かな自然に抱かれ育つ「またたび」を使用した茶、ワイン、ラーメン、ボディ
ーソープなど。 

 馬肉丼 鷹巣・阿仁地域の馬肉料理。独特の風味が旨い。  

 鯉の刺身 「鯉のあらい」と違った食感を楽しめる「鯉のさしみ」。味は高級料理の「フグ刺し」と見分
けがつかない。 

 わさび加工品 霊峰森吉山から流れる清流阿仁川の大自然が育てた森吉わさびでつくったわさび漬け、
わさびみそ、わさびのり、わさびめんなど。 

 あゆ加工品 阿仁川に育まれたあゆを使ったあゆ甘煮、あゆずし（なれずし）・あゆうるか（あゆの内臓
の塩辛）など。 

 秋田グルメみそ おいしさの決め手となる比内地鶏のひき肉と自然食品の合わせみそで加熱している万能
みそ。人気のため在庫不足のことも。 

 マルメロ加工品 栽培面積国内トップクラスを誇る森吉山のマルメロを加工したワイン、ジャム、缶詰、ジュ
ースなど。 

 安の滝ビール・異人館
ビール 

日本の滝百選に選ばれた霊峰森吉山の安の滝の湧水を使用。 

ほおずき加工品 上小阿仁村特産の食用ほおずきを使用したカステラ、ケーキ、ソフトクリームなど。 上小阿仁
村 上小阿仁村「道の駅弁

当」 
比内地鶏とハタハタが一度に味わえるものと山菜とハタハタが一度に味わえる２種類あ
る。 

 
 
 



267 

市町村 品 名 概   要 

能代市 能代うどん 昔ながらの「100%自然乾燥」を頑なに守り続けて、最高級の原料にこだわり、生地を熟成
させながら手間ひまかけてつくりあげられた、職人技が光る一品。温めても、冷やしてもお
いしく食べられる。 

 はちみつ 主に能代の「風の松原」で採蜜。色・香りともに優れ、癖がないので、誰にでも好まれる。

 茶ようかん 北限の「桧山茶」を贅沢に使用。甘さを抑え、お茶本来の香りが優雅な一品。 

 はちみつ羊羹 能代産のアカシア蜜入りで、甘党には嬉しい一品。 

 桧山なっとう羊羹 「桧山納豆」のひき割りの大豆を蜜につけて練り込んだ、甘さひかえめの羊羹。 

藤里町 白神山水 世界遺産の白神山地の森から濾過した水を非加熱で安全に飲むことが出来、大変美味
しい。 

 白神酵母パン 白神山地で発見された天然酵母を使用した手作りのパン。通常のイースト菌に比べ、低
温でも活発に発酵する特徴があり、香りがマイルドでしっとりと焼き上がり、おいしいパン
が出来る。 

 白神山地ワイン 山ブドウ系の醸造専用種を、白神山地の雄大な自然のもとで有機農法・低農薬で栽培
し、じっくり熟成させて仕上げた。 

 白神山地まいたけ  白神山地の広葉樹原木を用い菌床栽培したまいたけ。 

 サフォーク肉 生後１年から２年未満の羊の肉で、ラムとマトンの中間にあたり、肉質がやわらかく、良質
のタンパク質やビタミンも豊富でしかも脂肪は体内に吸収されにくい。焼き肉やしゃぶしゃ
ぶにも適する。 

三種町 まるごと・やまもと・お弁
当 

地元の素材を使い地産地消をスローガンにしたお弁当は「ふるさと」が感じられる。「おせ
ち」も好評。 

 こまちがゆ あきたこまちを100%使用した無添加の自然食品。弱火でコトコト炊きあげるふるさとの味
は、優良県産品として認定されている。消防庁が指定する防災備蓄食品としても認可。

 太陽のしずく（ワイン） 八竜地区特産のメロンから作られた甘くて芳醇な香りは女性に大人気。 

 夢気分（入浴剤） 上記と同様にメロンから作られた入浴剤。冷え性、神経痛、腰痛、肩こり、疲労回復など
に効果がある。 

 梅の里（梅果汁飲料） 琴丘地区産の梅を１００％使用したジュース。飲み方は、そのままで、蜂蜜を入れて、焼
酎と割るなど様々。 

 ラ・フランスシャーベット 琴丘地区産のラ・フランスを上品ですっきりとしたシャーベットに仕上げた。手作りの技術
をいかした高貴な香りが特長。 

八峰町 最高級豆腐「極」 極上の茶大豆を使用し、丹誠込めて作られた極上の逸品。値段は高いが、食べる価値
は十分にある。毎週金曜日限定（季節限定）３０丁販売、価格は２０００円。 

 グリーンとうふ 広大なブナの原生林白神山地から湧き出る豊富な自然水と、地元農家が丹精込めて育
てた青大豆100％の豆腐。 

男鹿市 幸水の香（ワイン） 北限の和梨として知られ、ジューシーで甘みが強く特有の薫りが特徴の男鹿梨で作った
ワイン 

大潟村 カボチャ加工品 大潟村産の完熟カボチャを使ったパイ、ケーキ、ようかんなど 

 豆加工品 大潟村産の青大豆、黒大豆を使った納豆、煮豆、味噌、パイなど 

 八郎ますくんせい 八郎潟で捕獲されるブラックバスのくんせい 

青森県  

深浦町 白神ビール 原料水に津軽国定公園十二湖地内に湧き出る「佛壺の名水」を利用。 

 テイステイングポテト 岩木山麓と白神山麓に位置する標高が高い広大な農地に育った昼夜の気温差で甘み
があるじゃがい。３０種類の作付けの中から、美味しくて市場に出回っていないカラフルな
じゃがいもを厳選し商品化。 

 ガラス食器・アクセサリ
ー 

風力発電を利用した炉から創り出す、モダンデザインのガラス作品 

 白神染め ブナ、ヤマモモ、エンジュ、すおう、黒米の染料で一枚ずつ丁寧に染め上げる。 

鰺ヶ沢町 世界遺産 白神山地の
水 

時を越えて森の生態系を守り続けてきたブナの森の綺麗な湧き水を非加熱殺菌でボトリ
ング。 

 幻の魚 「イトウ」 鰺ヶ沢町では、昭和６０年からイトウの飼育を始めており、現在、1年間でおよそ2,000尾の
イトウ４年魚（2kg）が生産されている（４年魚で価格は約６千円）。 

西目屋村 山菜加工品 山の幸を豊かに調理する山菜料理。舞茸の佃煮やバッケ（ふきのとう）みそまぜごはんの
素など。 

 山ぶどう原酒 天然の山ぶどうを採取した希少価値の高い逸品。 

 白神そば 減反政策による転作地に作付けされている蕎麦。収穫された蕎麦の実を原料とした「白
神のそば」は新たな西目屋ブランドとして商品化されている。 
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３）地域振興のための施策 
■地域産業振興施策 

 施策名 概  要 備考 

秋田県 

鹿角地域

（鹿角市、小

坂町） 

かづの「癒しと体験の

里づくり」プロジェクト

まだ十分活かしきっていない観光資源を再構築し、また新たな体験型観光メニュ

ーの発掘・磨き上げや、それらをコーディネートする体制づくりを通じて、オンリー

ワンの観光地域として成長することを目指す。 

H18.3策定

鹿角市 「鹿角観光」の受け入

れ態勢の充実 

豊かな自然と温泉などの恵まれた資源を生かした健康志向・自然との共生志向

に応える観光地の形成を図る。 

H18.3承認

小坂町 秋田県北部エコタウン

計画 

小坂町においては、秋田県北部エコタウン計画のハード事業で計画された「リサ

イクル製錬拠点形成事業」として金属蒸気回収炉が稼動している。 

H11.11承認

 バイオマスタウン構想 生ゴミの堆肥化や遊休農地等へ植栽する「菜の花」の菜種及び廃食用油からバ

イオ・ディーゼル燃料を製造するリサイクルの構築などに取り組む。 

H17.2策定

 「国際鉱業都市」への

飛躍 

金属鉱業研修技術センターの産業化支援機能を活用し、鉱業の振興や企業誘

致活動、都市的機能の充実などに結びつける。 

H13.3承認

 「エコ・ミュージアム」の

整備 

康楽館や小坂鉱山事務所などの歴史的産業遺産群と十和田湖などの自然を有

機的にとらえ、地域全体を博物館として保存・展示する「エコ・ミュージアム」により

地域発展と魅力の向上を図る。 

H13.4承認

北秋田スローツーリズ

ムの推進 

マタギ文化を色濃く遺す北秋田地域が、スローツーリズム（体験型・滞在型観光）

の先進地域となり、癒しと学びを求める旅行者が多く訪れることにより、地域経済

の活性化を推進する。 

H18.3策定

エコマテリアル等の利

用促進 

域内で産出する珪藻土、十和田石など天然鉱物資源が持つ環境浄化用素材と

しての優れた特徴を活かし、産官学連携による新製品・新技術等の開発を図る。

H18.3策定

大館・北秋

田地域（大

館市、北秋

田市、上小

阿仁村） 

秋田内陸縦貫鉄道 定期以外の利用促進を図るため、新たに温泉入浴券付きの「湯けむりクーポン」

やＪＲ線と連携した「さくら号」、「もみじ号」や「新緑トレッキング」のほか、「森吉山の

樹氷鑑賞」や「米代川花火大会」などの沿線地域の祭りや観光イベントに合わせ

た企画商品など、利用促進のための意欲的な取り組みをしている。 

 

大館市 秋田県北部エコタウン

計画 

大館市においては、秋田県北部エコタウン計画のハード事業で計画された「家電

リサイクル工場」「廃プラスチック利用新建材製造事業事業」について、製造工場

の拠点施設が稼動している。 

H11.11承認

 資源循環型産業の振興 再資源化、再資源の商品化を行う企業、研究機関等の立地を促進する H18.4策定

北秋田市 秋田県北部エコタウン

計画 

北秋田市においては、秋田県北部エコタウン計画のハード事業で計画された「リ

サイクルプラザ整備事業」の拠点施設が稼動している。 

H11.11承認

 地域産業振興センタ

ーの整備 

市内の様々な産業に関わる人々が交流・意見交換できる場でもあり、地域の産業

に関する情報収集や調査・研究を行う場でもある施設を機関する。 

H17.3策定

 阿仁マタギ特区 構造改革特区制度により、地域の伝統である「マタギ文化」を生かしたグリーンツ

ーリズムなどによる滞在型観光の振興により、阿仁地域特有の経済活動の構築を

目指す。具体的には、第３セクター「マタギの里観光開発株式会社」が、阿仁町か

ら１０アールの農地を借り受け、生産した米を原料としてどぶろくを製造し、打当温

泉で宿泊客に提供する。また、旅行者に農作業を体験できる農地を提供する。 

H17.3認定

 木材の加工・販売 製材所からはじかれてしまう質の悪い木材をブランコや犬小屋等の商品に加工し

て東京のホームセンター等へ売り込んだ北秋田森林組合では、商品化や流通の

ノウハウを経験から学んだ職員が育ち、またホームセンター等販売先とのネットワ

ークも組織化されている。 

 

 「比内地鶏」の生産・

加工・流通 

安全、安心で美味しい食材を求める東京等大消費地のニーズに合致した形で、

生産履歴を付け品質管理を徹底してきた比内地鶏は、マーケットインの考え方に

沿って活かされた地域資源のひとつであり、現在は比内地鶏ブランドは全国的に

確立され高い価格での取引が継続している。 

 

上小阿仁村 特色ある農法応援事

業 

直播きやアイガモ農法、農業法人活動に支援 H16.3策定
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 施策名 概  要 備考 

県北９市町

村（能代市、

三種町、八峰

町、藤里町、

北秋田市、上

小阿仁村、大

館市、鹿角

市、小坂町） 

秋田県北部エコタウン

計画 

秋田県と県北部９市町村では、「豊かな自然と共生する環境調和型社会の形成」

を目指して、「秋田県北部エコタウン計画」を策定し、国の承認を得た。現在、ゼ

ロ・エミッション構想に基づき地域の振興を図りながら環境と調和したまちづくりを

進めていくための取り組みを行っている。 

H11.11承認

能代山本地

域（能代市、

三種町、藤里

町、八峰町） 

能代山本元気づくりプ

ロジェクト 

恵まれた自然資源と、エコツーリズムの促進や地産地消の拡大などの先進的な取

り組みを融合し、元気な能代山本地域を創造する。 

H18.3策定

能代市 秋田県北部エコタウン

計画 

能代市においては、ハード事業で計画された「石炭灰・廃プラスチック活用二次

製品製造事業」の工場、「大規模風力発電事業」の風力発電施設（出力

14,400kw（600kw×24基））が稼動している。 

H11.11承認

 資源リサイクル産業の

創出 

資源循環型企業の立地促進やエコマテリアル（天然ゼオライト、珪藻土等）の活

用を重点的に推進する。 

 

 米代川流域の秋田ス

ギの住宅部材供給 

旧二ツ井町のモクネット事業協同組合では、消費者に安心して使ってもらえる木

工品やエコロジー住宅を提供するため、地域の林産資源を活用している。活動は

代表幹事が中心となり、森林問題を考える地元の青年会の若手が行っているが、

製造には木造住宅の設計担当者、製材担当者、木工担当者といった活動に共

感する異業種ネットワークが関わっている。 

 

 「秋田スギの温もり」補

助金交付事業 

住宅を新築、増改築する市民が秋田スギ内装材を使用しようとする経費に対し助

成することにより、秋田スギを住宅内装材に使用することへの理解を深め、より多く

の人々の目に触れることにより地場産材のPR効果を高めるとともに、地産地消の

推進と地場産材の需要拡大を図る。 

H16年度 

藤里町 エコ・ツーリズム推進

モデル事業 

「白神山地」とその周辺環境の保全に基づいた体験プログラムの作成や、白神ガ

イド等の担い手の育成、広域エリアと連携した観光プログラム等の作成を行う。 

 

 白神山地地域活性化

計画策定事業 

地域住民が中心となった自然・農林業体験や食の提供等の農山村間交流を中

心に、新たな農林業の展開と観光産業を結びつけた滞在型交流事業を促進して

いる。 

 

三種町 「安全・安心・信頼」の

農業振興 

地産地消・スローフード運動の促進、大規模野菜ランドへの取り組みと地域ブラン

ド作物の拡充 

H17.3策定

八峰町 「安全・安心・信頼農

業」の振興 

特別栽培農産物の拡大、地域ブランド作物の確立とPR H17.3策定

秋田地域

（男鹿市、大

潟村） 

環八郎湖・水の郷創

出プロジェクト 

多様な主体の参加・交流・連携が可能な協働の場を提示し、総合的・広域的な環

境保全への取り組み等を基盤とした地域経済の活性化と多様化を目指す。 

H18.3策定

男鹿市 “なまはげ”プロジェク

ト 

唯一無比な「なまはげの里」をあらゆる場面で新市のイメージ戦略の核とし発信し

ていき、さらに市民がその誇りと重みを再認識して郷土発全国を実感できるような

まちづくりを目指す。 

H17.3策定

 “元気”プロジェクト 自然・文化・食・交流をキーワードに、観光・農林水産業・商工業の各産業が連携

しながら、活力溢れる元気づくりを目指す。 

H17.3策定

 「男鹿地域の新規地

産地消メニュー創作

発表会」の開催 

男鹿地域の観光産業と一次産業の連携策のひとつとして、地元産の食材を使っ

た新たなメニューを宿泊施設や食堂、学校給食などで採用してもらい、地産地消

の推進を図る。 

 

大潟村 外部からの経済活動

の積極的導入 

農業生産及び農産物の集出荷・加工・販売その他関連事業を展開する拠点を整

備し、株式会社、農業生産法人の誘致活動を推進する。 

 

青森県 

深浦町 新たな観光ルートづく

りの推進 

世界遺産白神山地を資源とする観光ルートづくりや、自然・歴史・風土学習・郷土

芸能・農林水産業体験コースの設定等のための資源の掘り起こし。 

H18.3承認

鰺ヶ沢町 「白神・ツーリズム」推

進プロジェクト 

世界遺産白神山地を中心に、自然、人、文化資源を有効に活用・連動させ、白

神にこだわった人材の育成、産業振興、観光交流の推進、環境に配慮した景観

づくり等をすすめ、観光交流拠点づくりとして鰺ヶ沢ならではの「白神・ツーリズム」

を推進する。 

H13.12承認
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 施策名 概  要 備考 

西目屋村 「白神山地ふれあい

村」の建設 

白神山地の裾野に位置する「赤石渓流暗門の滝県立自然公園」を拠点として施

設整備を図り、来村者に自然とふれあう体験の場を提供し、白神山地の自然とふ

れあう機会を提供しながら、地元民との積極的な交流を図る。 

H12.3承認

 
 
４）自然を活用するための施設・プログラム 

■自然活用プログラム 
市町村 施設・主催者 プログラム名 内  容 期間 

秋田県     

大館市 ｽﾀｰｳｫｯﾁﾝｸﾞ 春の星空の話，天体観望 2006年5月17日 

～19日 

 

大館少年自然

の家 

夏のｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ ﾃﾝﾄ泊，ﾄﾚｯｷﾝｸﾞ，ｶﾇｰ，野外炊飯 2006年8月5日 

～7日 

  野外活動ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ講習

会 

「夏のｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ」の指導補助 2006年8月5日 

～7日 

  大文字と花火鑑賞ﾅｲﾄ 鳳凰山の火床見学，ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ，大文字焼き・花火鑑賞、

創作活動 

2006年8月16日 

～17日 

  ｵｶﾘﾅ音楽祭 ﾈｲﾁｬｰﾊﾞﾝﾄﾞ演奏，募集ﾊﾞﾝﾄﾞﾗｲﾌﾞ 2006年9月24日 

  宿泊通学学級 食材の買い出しと自炊，洗濯，野外活動，勉強，室内

ｹﾞｰﾑ，ﾊﾞｽ通学 

2006年10月1日 

～4日 

  森の子展示会inおおだ

て 

写真ﾊﾟﾈﾙ展示，創作活動，ｵｶﾘﾅ演奏 2006年10月28日

～29日 

  ｻﾝﾀと雪山ﾌｧﾝﾀｼﾞｰﾅｲﾄ ﾊﾟｰﾃｨｰ，ｹﾞｰﾑ，ｸﾘｽﾏｽ創作，お菓子作り 2006年12月9日 

～10日 

  山の学校ｽｷｰｽｸｰﾙ ﾚﾍﾞﾙに応じた班編制によるｽｷｰ教室 2007年1月13日 

  長根山冬祭り ねじりﾊﾟﾝ，室内ﾚｸ，餅つき，ｽﾉｰﾓｰﾋﾞﾙ・そり体験，かん

じき体験 

2007年2月17日 

～18日 

北秋田

市 

森吉山荘 ハイキング、トレッキング 桃洞渓谷、桃洞滝、桃洞杉、小又峡、三階の滝、赤水

渓谷、ブナ林その他 

春から秋 

 登山 ヒバクラコース、様田コース、松倉コース、中村・打当内

コース、割沢森コースその他 

春から秋 

 アニマルトレッキング  冬 

 かまくら作り  冬 

 

 スノーシュートレッキング  冬 

山岳スキー  冬   

森吉山の樹氷  冬 

藤里町 夏休みぶなっこ探検隊 ブナ林散策、登山、川遊び、ナイトハイク、きりたんぽ作

り、工作、農作業、白神のお話な 

 

 

白神ぶなっこ

教室 

早春の白神をかんじき・

スキーで歩く 

かまくら・雪灯籠作り、雪の里山散策、雪遊び、サケの

放流、白神のお話など 

 

 自然観察会  ・世界遺産センター周辺（峨瓏峡、高山） 2006年4月29日 

 

白神山地世界

遺産センター

（藤里館） 新緑の小岳登山とブナ

林散策 

 ・1日目 小岳登山、・2日目 岳岱、田苗代湿原、太良

峡 

2006年6月10日 

～11日 

  真夏のブナを見る集い 岳岱、田苗代湿原、太良峡 2006年8月12日 

  黄葉の小岳登山とブナ

林散策 

 ・1日目 小岳登山、・2日目 岳岱、田苗代湿原、太良

峡 

2006年10月14日

～15日 

  晩秋のブナを見る集い 岳岱、田苗代湿原、太良峡 2006年11月4日 

  早春の白神をスキーで

歩く 

横倉集落～水無沼周辺 2007年3月25日 
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市町村 施設・主催者 プログラム名 内  容 期間 

藤里町 藤里町森林セ

ンター 

 新緑の白神山地での藤里駒ケ岳登山 2006年6月18日 

   初夏の白神山地での植物鑑賞と森林浴 2006年7月9日 

   夏休み白神山地での親子自然観察（岳岱、クルミ台、

太良峡） 

2006年8月3日 

   早秋の白神山地での小岳登山 2006年9月10日 

   紅葉の白神山地での小岳登山 2006年10月7日 

 藤里町森林セ

ンター 

 白神山地での紅葉狩りと温泉浴（岳岱自然観察教育

林・釣瓶落峠・太良峡） 

2006年10月22日

八峰町 ぶなっこランド ハーブ湯を楽しむⅠ 植物を使った手軽なお風呂の素を作ります。 2006年1月 

  新月の木で良材を得る

方法 

オーストラリアでは新月に木を伐採する法律があります。 2006年2月 

  ハーブ湯を楽しむⅡ 植物を使った手軽なお風呂の素を作ります。その２ 2006年3月 

  自然の絵手紙 自然の中で絵手紙をしたためてみましょう。 2006年4月 

  野天囲碁大会 自然の中で仙人になった気分で碁を打ちましょう。 2006年5月 

  真瀬青秋林道完歩会 排ガスとは無縁な林道１０ｋｍを歩いてみましょう。 2006年6月 

  水の観察「川虫の標本

づくり」 

水生昆虫の幼虫を採集し標本にします。 2006年7月 

  「川原の石」学習会 川原の石には意外な物語が。 2006年8月 

  草木染をためしてみよう 季節の色でカラー軍手を作ります。 2006年9月 

  ブナの植樹 白神ネイチャー協会「ブナの植樹ボランティア」と共催。 2006年10月 

  燻製づくり 燻製づくりにチャレンジ。 2006年11月 

  クリスマスリースづくり 親子でクリスマスリースづくりに挑戦しては。 2006年12月 

男鹿市 男鹿水族館Ｇ

ＡＯ 

ザ・ヒストリウム展 （ヒストリウム = ヒストリー(歴史)＋アクアリウム(水槽)の造

語。 ）シーボルトとアユ、徳川家康とアマダイなど歴史

上の有名人物と水生生物の以外な関わりについて展

示。その他、自然科学分野に歴史的貢献をした生き

物、最近注目されている生き物も展示。 

2006年7月15日 

～12月3日 

  蝦蟹展 12種類200匹のエビやカニを展示。エビカニ採り用の専

用漁具や脱皮した甲羅に触れる。 

2006年12月23日

～ 

大潟村 干拓博物館  自然観察会や科学実験・工作教室、いろいろなテーマ

での講座等の行事を実施 

 

青森県     

町役場 ブナ林散策ゾーン「ミニ白神」コース  鰺ヶ沢

町  

白神山地トレッキング 

くろくまの滝コース  

   奥赤石ブナ遺伝資源保存林コース  

   津軽森コース  

   北限の天然杉コース  

   滝ノ沢周辺コース  

   然ヶ岳コース  

   天狗岳コース  

春のバードウォッチング ブナ林散策コースで新緑のブナの中、森の生き物を観

察する 

2006年5月28日 西目屋

村 

白神山地ビジ

ターセンター 

初夏の花ウォッチング 津軽森初夏の花々を見つけにブナ林を散策 2006年6月25日 

  マタギ伝説 白神山地を知り尽くしたマタギの知恵などを紹介する 2006年7月1日 

  遊々の森で遊ぼう 森林インストラクタ－及びレンジャ－と、いろんな森の遊

びと生態を学ぼう 

2006年7月23日 

  渓流の生き物調査 暗門川周辺で渓流に生息する水生昆虫等を調査し、

観察する 

2006年8月6日 

  星降る白神山地 満点の星空と白神山地を観察する 2006年8月27日 

  世界自然遺産を知る 屋久島、知床、白神山地の自然遺産講座 2006年9月10日 

  樹木医と歩く白神山地 津軽森周辺を訪ねて、白神山地の植生を学ぶ 2006年9月24日 

  白神山地を撮る 高倉森周辺で風景、草花の写真の撮り方を学ぶ 2006年10月8日 

  秋のバードウォッチング 暗門の滝周辺で紅葉の中、森の生き物を観察する 2006年10月22日
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市町村 施設・主催者 プログラム名 内  容 期間 

西目屋

村 

 紅葉の白神を歩く ブナ林散策道コースで落ち葉を踏みしめながら冬枯れ

の風景を楽しむ 

2006年11月12日

  クリスマスリース教室 自然の素材を活かしたリース作りを楽しみます 2006年12月17日

  森の恵みクラフト教室 端材や石、木の実を使ってオブジェ等を造る 2007年1月21日 

  木工教室 県産木材を使った親子木工教室で木のぬくもりを体験

させる 

2007年2月18日 

  アニマルトレッキング 美山湖周辺で雪上の足跡を追いながら春を探す 2007年3月18日 

 
５）地域の活動 

■認証ＮＰＯ法人 
（平成19年3月27日現在）  

市町村 団体名 定款に記載された目的 活動の種類 認証年月日

国認証   

鹿角市 特定非営利活動法人

健康福祉研究会 

すべての国民に対して、保健、医療又は福祉の増進

を図るために係る情報の収集、調査研究、講習会を通

して啓蒙を行うとともに、必要な人材の養成に関する事

業を行い、国民の健康増進及び福祉の発展に寄与す

ること 

1.健康、医療又は福祉の

増進 

平成12年11月

22日 

北秋田

市 

特定非営利活動法人

高齢社会の住まいを

つくる会 

高齢社会において良質な住まいを求める市民に対し

て、一定の技術レベルを持つバリアフリー住宅設計の

実務者の全国ネットワークによる情報の整理とその成

果の普及に関する事業を行い、もって高齢社会の住

文化の構築に寄与すること 

1.保健、医療・福祉の増

進 15.職業能力開発・雇

用機会拡充 16.消費者

保護 

平成15年11月

4日 

能代市 特定非営利活動法人

環境持続住宅研究会 

自然にやさしく永くすみつづけるための住まいの提案

である環境持続住宅に関する事業を行い、地球環境

の保全と街づくりに寄与すること 

3.まちづくりの推進 5.環

境の保全 

平成12年7月

13日 

 特定非営利活動法人

緑の列島ネットワーク 

わが国に居住する人たちに対して、林業の育成、山林

の保全、国産材の普及、国産材による家づくりの支援

に関する事業を行い、わが国の山林を保護し、国土を

保全して、美しい山および木と森の文化を子孫に残す

ことに寄与すること 

2.社会教育の推進 3.ま

ちづくりの推進 5.環境の

保全 12.活動の助言・援

助 

平成12年9月

19日 

大潟村 特定非営利活動法人

ホームヘルパー広域

自薦登録保障協会 

障害者及び高齢者に対して、地域で自立した生活を

営んでいくために必要な事業を行い、福祉の増進を図

り、社会全体の利益の増進に寄与すること 

1.保健・医療又は福祉の

増進 

平成13年12月

13日 

秋田県    

鹿角市 特定非営利活動法人

鹿角親交会 

精神障害を持つ人々が地域で自立して生活していけ

る社会の実現を図るため、精神障害を持つ人々の自

立支援や、障害を持つ人々とその家族の暮らしやすい

町づ くりを実現するために保健、医療または福祉の増

進を図る活動、および精神障害への理解の啓発など

に関する事業を行い、もって社会全体の利益の増進

に寄与すること 

1.保健・医療・福祉の増

進 8.人権擁護、平和の

推進 

平成12年8月

15日 

 特定非営利活動法人

インターネット鹿角 

インターネットの運用やその技術、あるいはコンピュー

タ及びそのネットワークの技術について、自らも高度化

を図りつつ、それを活用して地域全体の高度情報化の

ための啓蒙、普及、支援、研究活動を行うことで特定

非営利活動促進法に規定する諸活動を実践しあるい

は支援し、もって公共の福祉の増進に寄与すること 

1.保健・医療・福祉の増

進 2.社会教育の推進 3.

まちづくりの推進 4.文化・

芸術・スポーツの振興 6.

災害救援 11.子供の健

全育成 12.情報化社会 

平成12年11月

22日 

 特定非営利活動法人

秋田県ＩＴ基盤協会 

秋田県民、及びＩＴ利用者に対して秋田県情報ハイウ

ェイ利活用促進など高度なＩＴ基盤普及に関する事業

を行いＩＴ及び関連業務によるまちづくりに寄与すること

と 

3.まちづくりの推進 平成13年11月

28日 
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市町村 団体名 定款に記載された目的 活動の種類 認証年月日

鹿角市 特定非営利活動法人

関善賑わい屋敷 

特定非営利活動促進法に規定する諸活動に対して、

古い町屋を保存活用するために福祉、住環境、観光、

経済の視点で研究・実践して、地域住民が安心して暮

らせる、賑わいのあふれる地域社会を実現すること 

1.保健・医療・福祉の増

進 2.社会教育の推進 3.

まちづくりの推進 4.文化・

芸術・スポーツの振興 6.

災害救助活動11.子ども

の健全育成 17.前各号に

掲げる活動を行う団体の

運営又は活動に関する連

絡、助言、援助 

平成14年8月

23日 

 特定非営利活動法人

青垣 

精神障害を持つ人たちに対し、自立支援や就労支

援、活動支援などを行い、障害者が地域社会におい

てより快適に自立した生活を営むために、地域住民と

の交流 活動を通し障害者の家族を支えながら、住み

よい環境づくりと、保健、医療、福祉に関する事業活動

を行い、広く精神障害者の社会復帰の推進に寄与す

ること 

1.保健・医療・福祉の増

進 4.学術・文化・芸術・ス

ポーツの振興 15.職能開

発・雇用拡充 17.助言、

援助 

平成18年9月4

日 

 特定非営利活動法人

かづの活動センター

出発の家 

北鹿地区の在宅の障害者を対象に刺し子の製作と布

団乾燥作業を主体とし、技術習得訓練、作業訓練の

事業活動及び、保健・医療・福祉の増進のための共同

作業 と共に各種施設見学、交流会、研修会、レクレ

ーション等の屋外活動を実施し、地域社会に適応でき

るよう心身両面から支援、育成し、勤労意欲、自主性

の向上等、自立支援のために寄与すること 

1.保健・医療・福祉の増

進 15.職能開発・雇用拡

充 

平成18年9月

11日 

大館市 特定非営利活動法人

福祉バンク大館 

大館市に在住する人に対して、各人のライフスタイル

の中で、労働、時間に余裕のある時にボランティア活

動を行い、自分や家族が困った時には手助けを受ける

という、会員相互の労力や心の互助活動を行い、社会

全般の福祉の向上に寄与すること 

1.保健・医療・福祉の増

進 

平成12年10月

31日 

 特定非営利活動法人

秋田県北ＮＰＯ支援

センター 

地域住民に対して、男女共同参画事業の推進をはじ

めとする市民活動の促進に関する事業を行い、もって

公益の増進に寄与すること 

1.保健・医療・福祉の増

進 2.社会教育の推進 3.

まちづくりの推進 4.文化・

芸術・スポーツの振興 5.

環境の保全6.災害救援 

7.地域安全 8.人権擁

護、平和の推進 9.国際

協力 10.男女共同参画

社会の形成の促進 11.子

どもの健全育成 17.前各

号に掲げる活動を行う団

体の運営又は活動に関

する連絡、助言、援助 

平成14年5月

20日 

 特定非営利活動法人

花岡平和記念会 

第二次世界大戦中にひき起こされた中国人強制連行

による「花岡事件」をとおして、加害の地である大館の

市民が、この事件を風化させることなく、この地に在 住

する人々が自ら積極的に平和を希求し、それを具現化

する「花岡記念館」を建設し、そこでの活動を基調とし

て日中の平和と交流に寄与すること 

8.人権擁護、平和の推進 

9.国際協力 

平成14年6月

19日 

 特定非営利活動法人

早麻(そうま)ライフサ

ポートセンター 

秋田県内及び青森県南部に住む老若男女に対して、

日常生活の補助と結婚相談に関する事業を行い、高

齢者や障害者を含む男女も安心して暮らせる環境を

作り、 多忙な生活から与えられるストレスを多少なりと

も減らす事で児童に対する虐待に繋がらないよう補助

し、明るく住み良い社会を築くために、生活と暮らしの

改 善と秋田県内及び日本の少子化防止対策に寄与

すること 

1.保健・医療・福祉 2.社

会教育の推進 3.まちづく

り 7.地域安全活動 11.

子どもの健全育成 

平成17年9月8

日 
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市町村 団体名 定款に記載された目的 活動の種類 認証年月日

大館市 特定非営利活動法人

ひととくらしとまち大館

ネットワーク 

地域住民の子どもから高齢者に対して、経済・金融に

ついての知識を市民が相互に深めることを支援し、そ

れらを通じて地域との関わりや、まちづくり、職業・勤労

観、情報処理能力を身につけ自律した価値観をもつ

人材を育成し、地域振興の増進に寄与すること 

2.社会教育の推進 3.ま

ちづくりの推進 11.子ども

の健全育成 12.情報化

社会 14.経済活動 15.職

能開発・雇用拡充 17.助

言、援助 

平成18年2月7

日 

 特定非営利活動法人

共生センターとっと工

房 

地域に在住する障害者に対して自立支援、就労支援

等の機能を充実・強化するため障害者自立支援法に

基づくサービスを提供する事業及び地域住民と共に

住みよい環境づくりに関する活動や交流する機会をと

おして、社会参加、福祉の向上に寄与すること 

1.保健・医療・福祉の増

進 5.環境の保全 15.職

能開発・雇用拡充 

平成18年5月

30日 

 特定非営利活動法人

ＪＯＹさあくる 

心身の障害により一般企業への就労困難な障害者に

対して、日中活動の拠点となる場を提供し、自立支

援、就労支援等の機能を強化および充実するため、

障害者 自立支援法に基づくサービスを提供する事業

および地域住民とともに、生きがいのある住みよい生活

環境を支えながら、作業や交流活動を通して、福祉な

らびに社会性の向上と社会経済活動への参加を促進

し、以って自立助長を図ること 

1.保健・医療・福祉の増

進 5.環境の保全 15.職

能開発・雇用拡充 17.助

言、援助 

平成18年9月

14日 

北秋田

市 

特定非営利活動法人

一番星きらら 

高齢者に対して、健康増進、痴呆・寝たきり予防に関

する事業を行い、老人福祉の向上と、その家族が安心

して働ける環境づくりに、退職グループが生きがい活

動として尽力すること 

1.保健医療福祉の増進 平成11年11月

17日 

 特定非営利活動法人

冒険の鍵クーン 

子ども達に自然と触れ合う機会を提供するとともに、訪

れる方々に対し自然環境に配慮した自然体験活動を

提案、提供し、併せて、人と自然が共存する社会づくり

の啓発活動を行い、美しい自然と調和のとれた持続可

能な利活用を進めることを通じて地域の活性化に寄与

すること 

3.まちづくりの推進 5.環

境の保全 11.子どもの健

全育成 14.経済活動の

活性化 

平成16年5月

31日 

 特定非営利活動法人

「ケアポートたかのす」 

高齢者や障害者等に対して、社会福祉に関する事業

を行うとともに、公益法人としての特性を活かしながら、

住民の福祉ニーズに柔軟に対応し、制度にないサー

ビスの提供や開発に積極的に取り組み、安心して暮ら

せる地域づくりを支援し、住民の福祉向上に寄与する

こと 

1.保健・医療・福祉の増

進 3.福祉のまちづくりの

推進 

平成17年2月

25日 

 特定非営利活動法人

阿仁前田福祉援護会 

高齢者及び障害者に対して自立支援、生活支援に関

する事業と町内会と商店街の一体化したまちづくり事

業、福祉に関する勉強会、研修会等を通じて世代間

交流の場を設け、地域住民と一体となり社会教育、子

供の健全育成推進を図る活動を行い、公益の増進に

寄与すること 

1.保健・医療・福祉の増

進 2.社会教育の推進 3.

まちづくりの推進 11.子ど

もの健全育成 17.助言、

援助 

平成18年9月

12日 

 特定非営利活動法人

あんず 

精神障害者及びその他の障害者に対して、社会復帰

を推進するため、生活指導・作業指導などを通して就

労支援を行い、障害者の地域での自立に寄与すること

1.保健・医療・福祉の増

進 4.学術・文化・芸術・ス

ポーツの振興 15.職能開

発・雇用拡充 

平成18年9月

13日 

上小阿

仁村 

特定非営利活動法人

上小阿仁村移送サー

ビス協会 

村内の６０歳以上の人または通院者、身体障害者また

は妊婦に対して、その移動を補完し、よって公益の増

進及び福祉に寄与すること 

1.保健・医療・福祉の増

進 

平成17年1月

11日 

能代市 特定非営利活動法人

ニューハピネス扇寿 

高年齢者、身体障害者及び日常生活に支障のある者

等に対して、生活の維持・向上を支えるために、在宅

支援サービスに関する事業を行い、社会福祉に寄与

すること 

1.保健・医療・福祉の増

進 

平成11年10月

20日 
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市町村 団体名 定款に記載された目的 活動の種類 認証年月日

能代市 特定非営利活動法人

白神ネット 

特定非営利活動促進法に規定する諸活動に対して、

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ利用に関する運営、支援、研究活動を通じ

て行い、活動の情報化、活性化により人々の福祉に寄

与すること 

1.保健・医療・福祉の増

進 2.社会教育の推進 3.

まちづくりの推進 4.文化・

芸術・スポーツの振興 5.

環境の保全 6.災害救援 

7.地域安全 8.人権擁

護、平和の推進 9.国際

協力 10.男女共同参画

社会の形成の促進 11.子

どもの健全育成 17.前各

号に掲げる活動を行う団

体の運営又は活動に関

する連絡、助言、援助 

平成12年5月9

日 

 特定非営利活動法人

結いの里 

高齢者に対して、健康増進、痴呆・寝たきり予防に関

する事業を行い、老人福祉の向上と、その家族が安心

して 働ける環境作り、一般住民の交流を深めるための

コミュニティ作りを目指すこと。また、痴呆の人や障害を

持っている人も持たない人も、あるがままの姿で、他の

人々と同等の権利を享受できる生活（ノーマライゼーシ

ョンの基本理念）を支えること 

1.保健・医療・福祉の増

進 2.社会教育の推進 3.

まちづくり推進 5.環境の

保全 8.人権の擁護 

平成15年1月7

日 

 特定非営利活動法人

能代市芸術文化協会 

能代市を中心とする地域の人々に対し、芸術文化の

普及と向上のための事業を行い、もって地域社会の芸

術文化の振興発展に寄与すること 

2.社会教育の推進 3.ま

ちづくりの推進 4.文化、

芸術、スポーツの振興 

11.子どもの健全育成 17.

前各号に掲げる活動を行

う団体の運営又は活動に

関する連絡、助言、援助 

平成15年5月

19日 

 特定非営利活動法人

くらしの救急サービス 

地域住民が、心身共に健康で文化的な生活を営むこ

とが出来る豊かな社会の構築を図るため、行政及び各

種団体若しくは専門知識を有した個人と協力を図りな

がら、健康・福祉の維持・増進、及び日常生活の質の

向上を図ること 

1.保健・医療・福祉の増

進 2.社会教育の推進 3.

まちづくりの推進 4.文

化、芸術、スポーツの振

興 6.災害救助 7.地域安

全 9.国際協力 14.経済

活動の活性化 17.前各

号に掲げる活動を行う団

体の運営又は活動に関

する連絡、助言、援助 

平成15年9月5

日 

 特定非営利活動法人

ドリームホープなかよ

し 

精神障害者、身体障害者、高齢者が、地域で自立し

て生活していける社会の実現を図るため、その自立支

援や精神障害者、身体障害者、高齢者と、その家族

の暮 らしやすい町づくりを実現するために保健、医療

又は、福祉の増進を図る活動、及び精神障害者、高

齢者への理解の啓発などに関する事業を行い、地域

と社会 の福祉の増進を図り、広く公益に貢献すること

1.保健・医療・福祉の増

進 3.まちづくりの推進 8.

人権の擁護又は平和の

推進 

平成15年10月

2日 

 特定非営利活動法人

青年クラブのしろ 

能代市・山本郡内の住民に対して、大人と子供のふれ

あいの場を提供し、子供たちの郷土に対する愛情を育

て、住み良い町づくりを考えることにより、地域住民の

生活の向上に寄与すること 

1.保健・医療・福祉の増

進 2.社会教育の推進 3.

まちづくりの推進 11.子ど

もの健全育成 

平成15年10月

17日 

 特定非営利活動法人

メリーゴーランド 

家庭において十分な保育ができない保護者に代わり

保育を行うとともに、いかなる勤務時間・勤務体制であ

ろうとも必要に応じて安心して子供を預けることができ

るように、一時保育、休日保育、夜間保育、２４時間保

育、学童保育などの事業を行うほか、子育てに前向き

に取り組むことができるよう支援活動を行い、児童福祉

の充実と向上を総合的に寄与すること 

1.保健・医療・福祉の増

進 8.人権擁護、平和の

推進 10.男女共同参画

社会の形成の促進 11.子

どもの健全育成 

平成16年4月8

日 
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市町村 団体名 定款に記載された目的 活動の種類 認証年月日

能代市 特定非営利活動法人

ワークしののめ 

地域に在住する心身障害者に対して自立支援、就労

支援等の機能を充実・強化するため障害者自立支援

法に基づくサービスを提供する事業及び地域住民と

共に住みよい環境づくりに関する活動や交流する機会

をとおして、社会参加、福祉の向上に寄与すること 

1.保健・医療・福祉の増

進 5.環境の保全 15.職

能開発・雇用拡充 

平成18年8月

21日 

 特定非営利活動法人

留守家庭児童会のし

ろっこくらぶ 

保護者の就労等により適切な保護・保育が受けられな

い小学校低学年児童等に対して、適切な遊び及び、

生活の場を与え、安全指導等を行うことにより、地域の

社会教育の推進と、児童の健全育成 

1.保健・医療・福祉の増

進 2.社会教育の推進 7.

地域安全 10.男女共同

参画社会の形成の促進 

11.子どもの健全育成 

平成18年9月

28日 

三種町 特定非営利活動法人

ヘブン 

八郎湖に係わるすべての環境の保護と湖面の有効活

用に寄与すること 

2.社会教育の推進 3.ま

ちづくりの推進 4.文化・ス

ポーツの振興 5.環境の

保全 7.地域安全 11.子

どもの健全育成 17.前各

号に掲げる活動を行う団

体の運営又は活動に関

する連絡、助言、援助 

平成13年6月8

日 

 ＮＰＯ法人一里塚 八竜地域の日本海から、山本地域の温泉、琴丘地域

の房住山などにいたる豊かな自然環境に恵まれた、三

種町及び近隣地域を対象とし、誰もが安心して暮らせ

る 持続可能な地域社会を作るため、住民を巻き込ん

だ活動をとおして、少子高齢化からはじまる、教育、文

化、スポーツ、福祉、環境、産業、地域資源保全、都

市 農村交流などの諸問題を、男女共同参画の基本

理念を踏まえつつ、自らの責任で解決していく使命感

を持って、田舎の良さを生かしたまちづくり活動を展開

する こと 

1.保健・医療・福祉の増

進 2.社会教育の推進 3.

まちづくりの推進 4.学術・

文化・芸術・スポーツの振

興 5.環境の保全 6.災害

救援 7.地域安全 10.男

女共同参画社会の形成

の促進 11.子どもの健全

育成 14.経済活動 

平成18年6月

30日 

八峰町 特定非営利活動法人

白神ネイチャー協会 

地域住民に対し、白神山地と八森の自然についての

調査研究と、その保全に関する事業を行い、自然保護

啓蒙及び地域の活性化、自然型産業の確立、環境教

育の普及に寄与すること 

3.まちづくりの推進 6.環

境保全（環境の調査研究

に関する活動） 11.子ども

の健全育成 

平成16年12月

6日 

男鹿市 特定非営利活動法人

なまはげエリア創造委

員会 

観光ボランティア活動の推進等により男鹿半島を訪れ

る方々の観光ガイドや各種観光振興事業へのボランテ

ィア参画により、市民意識の高揚を図りながら、「人 づ

くり」を念頭に、人材の活用、育成等の活動により、「社

会教育の推進」及び「まちづくり」に寄与し、地域活性

に貢献すること 

2.社会教育の推進 3.ま

ちづくりの推進 

平成12年5月

18日 

 特定非営利活動法人

ひなたぼっこ 

高齢者、障害者、病弱者などの自立及び子育てに対

して、支援に関する事業を行い、社会福祉に寄与する

こと 

1.保健・医療・福祉の増

進 

平成15年2月

13日 

 特定非営利活動法人

「和（なごみ）」 

高齢者、障害者、病弱者など自立及び家事、介護に

対して、支援に関する事業を行い、社会福祉に寄与す

ること 

1.保健・医療・福祉の増

進 

平成15年7月

22日 

 特定非営利活動法人

観光情報スクエア 

わが国の観光地における広報活動・企画運営の効率

化、高価値化を図るために、ＷＥＢ等のＩＴ技術を活用

した観光ＰＲの手法を研究・実践するとともに、観光 に

関わる方々に対しＩＴを活用した自発的な情報発信に

ついて普及・啓発を図り、主に観光産業を中心として、

地域経済の活性化や観光と連携したまちづくりの 推

進に寄与 すること 

2.社会教育 3.まちづくり

の推進 12.情報化社会の

推進 14.経済活動の活

性化 15.職業能力開発・

雇用機会の拡充支援 

17.助言・援助 

平成16年10月

25日 

 特定非営利活動法人

通所センター男鹿浜

辺の里 

障害者に対して、生産活動の場を提供し、作業訓練

及び共同生活をとおして、社会性を養い、地域生活に

溶け込んでいけるよう支援する事業を行い、よって、地

域の福祉の向上に寄与すること 

1.保健・医療・福祉の増

進 15.職能開発・雇用拡

充 
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市町村 団体名 定款に記載された目的 活動の種類 認証年月日

青森県    

鰺ヶ沢

町 

特定非営利活動法人

白神自然学校一ツ森

校 

自然学校として白神山地の山・川・海の自然を創造的

に活用した自然体験の活動を実施し、ゆとり教育・環

境教育のリーダーを養成し、地元の地域経済の振興

のために森林整備・農村振興・自然公園の整備など幅

広い森林保全作業も行い国土の健全な発展に寄与す

ること 

 平成15年7月

29日 

 特定非営利活動法人

パソネット街づくりの

会 

鰺ケ沢町民及び周辺市町村民に対して、パソコンと通

信ネットワークを利用した街づくりや、パソコンリサイク

ルで資源の効率化と物づくり技術の蓄積を図る事 業

並びに高齢者及び障害者の日常生活を支援する事

業を行うことによって、社会全体の利益の増進と地域

社会の活性化に寄与すること 

 平成15年10月

16日 

 
 

■その他の地域活動団体 
市町村 団体名 設立目的 主な活動内容 

秋田県    

鹿角市 華かがみの

会 

・縄文時代を豊かに生きた女性たちの心を「学

び・遊び・写す」 

・ストーンサークル（大湯）を多くの方々に知って

いただく為のイベント 

・地場にあるものを活かし新しい発想を育む 

①ストーンサークルでの植栽・土器づくり 

②女たちの縄文講座 

③ストーンサークルでのイベント企画や広域でのコンサート

企画など 

④たんぽぽ茶や古代米研究・ぬか染め研究など 

 パソコンボラ

ンティアどき

どき倶楽部 

人生を積極的に楽しみたい人達が、パソコンを

中心に集まって、互いのパソコンライフを助け合

い、さらに世の中のあらゆる人々にパソコンライフ

を広める事を目的とする。 

シニアネット、パソコン講習会、ふれあい広場、秋田県ボラ

ンティアフェスティバル 

 八幡平婦人

会 

本会は地域住民の発展に寄与し、会員各自の

教養を高め各婦人会との連絡協調及び婦人総

合活動の進展を図ることを目的とする。 

(1)会員の修養と福祉の増進に関する事業 

(2)他団体との連絡協調に関する事業 

(3)郷土の文化、産業、経済に関する事業 

フラワーロード花だんづくり 

施設慰問、敬老会の手伝い 

一人暮らし老人の方たちとの交流会 

市民体育祭 

スキー大会、芸術文化祭等の協力 

 鹿角民話・

伝説の会「ど

っとはらえ」 

1.鹿角の民話や伝説の伝承活動のため 

2.民話や伝説によって観光活動し地域おこし 

3.地域の人間関係の育成 

・むかしっこ村の開催（道の駅あんとらあ 8月各日曜日午

前午後1回ずつ） 

・第12回鹿角むかしっこのつどい（むかしっこの語り9人） 

・花輪線で民話列車の施行 

 鹿角市老人

クラブ連合

会 

鹿角市内老人クラブとの連絡を密にし、会の充

実発展と老人福祉の推進を図る。 

1.市老連リーダー研修会 

2.市老連女性リーダー研修会 

3.福祉施設訪問 

4.山ぶどう生産活動 

5.健康登山（健康教室） 

6.スポーツ大会 

7.ゲートボール大会 

8．ニュースポーツ親睦交流大会 

9.会報発行（年3回） 

 錦友会 活発で明るい錦木地区を創ること ・空カン拾い（４月） 

・米代川川下り大会（８月） 

・地域スポーツ大会（１１月） 

 鹿角国際交

流協会 

国際交流を通じて国際社会に対する意識や相

互の理解を高め、国際社会に対応しうる人づくり

及び地域づくりに貢献すること。 

・鹿角市の海外友好都市との教育文化面での交流（ホーム

スティ派遣・受入、人材派遣・受入 等） 

・市民を対象とした国際理解講座等の開催 

・年３回の会報誌発行 

・通訳ボランティア等 
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市町村 団体名 設立目的 主な活動内容 

鹿角市 秋田県精神

保健福祉ボ

ランティア連

絡協議会 

県内の精神保健福祉ボランティア団体相互の連

携を深めるとともに、研修等を通じて活動の活性

化を図り、ボランティアの資質の向上を図る。 

・研修会の開催 

・活動の情報交換・研修会への派遣 

・会報の発行 

 ＮＧＯ秋田

つばさの会 

９５国際北京会議に出席後、各地域で各自のや

り方で活動をする事を目的に設立。 

会員各自の得意分野で活動を行ってもらっている。（講

演、読み聞かせ、福祉施設への手伝い、ＤＶ関係、茶道、

教育関係、地域興し、男女共同参画） 

小坂町 「北の演劇

祭」実行委

員会 

国の重要文化財「康楽館」で、北東北の演劇集

団や高校演劇が発表・交流の機会を持ち、演劇

文化の向上を図るとともに、康楽館の劇場として

の役割の拡大と地域文化の発展に寄与すること

を目的とする。（康楽館を核にした地域の活性

化） 

平成１７年１２月１７日（土）１８（日）に「第３回北の演劇祭」

開催 

 小坂町社会

福祉協議会 

小坂町における社会福祉事業その他の社会福

祉を目的とする事業の健全な発達および社会福

祉に関する活動の活性化により、地域福祉の増

進を図る。 

 

 まごころ会 ・高齢化・核家族化が進行している中で家族の

持つ福祉機能の脆弱化や、地域における連帯

感の希薄、さらには社会情勢の激変などが相ま

って、私たちの身辺には様々な福祉に欠ける問

題が顕在化しております。新たな視点に立つ地

域福祉状態を踏まえながら、住民の在宅福祉に

対する研修と理解を深め奉仕活動をする。 （平

成元年4月設立） 

1.福祉施設への援助交流・身体障害者養護施設、知的障

害者施設、特別養護老人ホーム等施設単独事業及び福

祉施設の全町的なイベント事業へのふれ合い奉仕 活動

（年5～6回） 

2.町の福祉対策事業への参画・一人暮らし老人交流研修

会、福祉弁当受給者等（年3～5回）・町の福祉事業 福祉

弁当作り（年間約800食） 

 小坂町国際

交流協会 

国際交流活動の推進により諸外国との友好親善

及び相互理解に努める。会員相互の連携・研さ

んを通じて国際理解を深め、本町の国際化と個

性豊かな町づくりに寄与する。 

1.研修事業・中高生海外体験旅行・英会話教室・ハロウィ

ンパーティ・一般会員海外研修旅行 

2.「国際町小坂」づくり事業・海外のスポーツ紹介、普及（ス

トリートホッケー大会） 

3.国際交流事業・ＪＩＣＡ研修員交流事業・フランス研修生

受入外語大留学生受入 

4.援助・奉仕事業・募金活動 

5.組織強化事業・会報発行、ホームページ更新 

 おはなしラン

プ 

図書館 乳幼児サービスボランティア 手遊び歌や絵本、紙芝居の読み聞かせを通じて、親子に

絵本の楽しさを伝える。 

大館市 ファミリーネ

ットワーク 

「家庭の回復」をテーマに、講演会やセミナーの

開催、カウンセリング、またインターネットを通し

て、家庭の諸問題に取り組み、家庭生活のお手

伝いをしていく。 

・地域での教育講演会 

・各種セミナー・カウンセリング（2005年からの講演実績：鹿

角市立大湯小学校、末広小学校、大湯保育園、若葉保育

園、大館市立城南小学校、下川沿保育所、旧比内町

PTA、大館市立病院、他） 

 F・Ｆネットあ

きた北 

◎あきたF・F推進員の活動を進めるための協力

体制や勉強会を企画運営し、男女共同参画社

会実現のための情報交換をする。 

◎平成15年男女共同参画あきたF.F推進員認定

式に参加した県北地区の推進員から今後の活

動のための協力体制を整え協働して、男女共同

参画社会形成に寄与する活動を推進しようという

声が上がり、設立発起人会が開かれた。 

5月22日（日）定例会 認定式ワークショップ提案 会の運

営について検討 

6月26日（日）ハーモニーフェスタ2005参加協力 生活劇

「あしたの風」上演 

ネットで参画パワーアップ事業実行委員、参加協力 

8月27日（土）能代・山本地区フォーラムinのしろやまもと 

10月2日（日）大館・北秋田地区 男性ライフスタイルセミナ

ー「自然と遊ぼう！お父さんといっしょ」 

11月13日（日）鹿角・小坂地区「プロジェクトH」「屁ったれ嫁

っこの反乱」上演 

 下川沿公民

館お茶会サ

ークル一期

一会 

我家の娘達が小学校の時「親子茶会」を公民館

行事の中で設立し、娘の手をひいて通ったのが

きっかけです。数年間のブランクがありまして、平

成13年度改めて「一期一会」を設立し、再活動と

なりました 

3月3日 「おひなさま茶会」地域のスポ少の子供達、及び

小学校の子供達との交流を図っていきたい。 

10月末 「下川沿公民館文化祭一期一会お茶会」地域と

の交流茶会。 

12月25日 「一人暮らしの老人を応援するクリスマス茶会」

旧会員が一人暮らしをしていた事に対して応援のお茶会。
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市町村 団体名 設立目的 主な活動内容 

大館市 大館市聴力

障害者会 

聴力障害者の福祉向上のための自助活動を目

的とする。 

○季節の行事（花見・タンポ会等） 

○全日本ろうあ連盟および、秋田県聴力障害者協会加盟

団体として、ろうあ者の福祉向上の活動 

○手話指導 

 大館市ゲー

トボール協

会 身障者

ゲートボール

友の会 

スポーツに親しみ自己の健康増進を図り健常者

との交流を深める。 

ゲートボール規則を守り技術の向上を図る。多くの友人と

交流する事を希望する方の入会をお待ちしております。 

 福祉バンク

大館 

各人のライフスタイルの中で、労働時間に余裕が

ある時にボランティア活動を行い、自分や家族が

困った時に手助けを受けるという会員相互の労

力や心の互助活動事業を行い、社会全般の福

祉の向上に寄与する事を目的とします。 

1．在宅援助 

２．父子家庭援助 

３．福祉施設援助 

４．ミニデーサービス市委託事業 

５．各種イベント協力 

 大館自然の

会 

ふるさとのきれいな空気と水、かけがえのない動

植物、美しい自然景観等を守り次世代に伝え

る。 

・市民参加の自然観察会の企画実施 

・トンボ公園親子観察会 

・長木川源流域のブナ植林（テロロ森創出）と下草刈払い

等の植林苗木の保育活動。 

 比内町連合

婦人会 

・住み良い町づくり ・婦人の地位向上 ・第６回婦人会議 

・健康推進 

・日赤活動 

・学習 

 越山長寿会 1.親睦交流 2.研修（一般教養） 3.社会参加

（ボランティア・児童との交流等）各種イベント参

加 4.健康維持・増進 

・環境美化（花壇造成、植栽、除草、堆肥、神社・墓地・道

路の清掃） 

・先進地視察（レクリエーションを兼ねて） 

・児童と交流（座談会・タンポ会） 

・独り暮らし老人家庭除雪奉仕 

・会報発行（連絡・先人の訓 等） 

・ゲートボール練習、各種大会出場 

 坂地壽楽会 高齢者の健康･友愛・社会参加 ・現在は部落会館･内外整理 

･草刈･花植え･神社や墓地の清掃 

･合唱練習･押し絵・ユニカール 

・春､秋の研修レク 

・新年の顔合わせ会 

･歩こう会 

 岩野目高齢

者花作り会 

地域（小学校学区）集落の毎戸・学校・子供会に

花の苗を無料で配布 

①ビニールハウスによる種蒔き5月上旬 

②植替えをして成苗を配布 生産する成苗1,600本 

③各集落の160世帯に1戸当り5本・小学校300本・子供会

400本・学校通学路・墓地通路・センター前等 

 田代町ボラ

ンティア団体

連絡協議会 

町内のボランティア団体やその関連団体及び田

代町ボランティアセンターと相互の連絡調整・情

報交換等を図りながら､ボランティア活動の活性

化をはかることを目的とする。 

各団体それぞれの活動をしているが､ボラ連協として次の

事をしている。 

・町民総ボランティアデー（全町クリーンアップ活動） 

・チャリティバザー（ふれ合い広場の開催） 

・チャリティ芸能まつり 

・研修会（秋田県ボランティアフェスティバルに参加） 

・秋田県ボランティア交流研修会 他 

 大館市連合

婦人の会 

地域住民の発展に寄与し、会員各自の教養を高

め、各単位婦人会の連絡協調及び総合活動の

推進を図る。 

・消費者問題研修会 

・秋田ＤＶ対策フォーラム 

・ふるさと伝統食講習会 

・青少年問題研修 

・福祉まつりバザー 

・大文字まつり、おどり 

・敬老会協力 

・婦人体育祭 

・芸能のつどい 
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市町村 団体名 設立目的 主な活動内容 

大館市 大館手話研

究会「ふきの

とう」 

手話を学び、ろうあ者と交流する中で、お互いの

理解を深めるとともに手話を一般に広め、通訳者

育成を目的とする。 

1.聴覚障害者に対する理解を深めるとともに手話の普及に

努める。 

2.効果的な学習方法により、手話技術の向上に努める。 

3.例会やレクリエーションを通 じて会員同士の交流を深め

る。 

4.各種関係団体との連携を深め、地域に根ざした手話研

究会を目指す。 

5.各種大会・行事に積極的に参加する。 

 秋田県国際

交流をすす

める婦人の

会わびえ 

この会は”国際婦人の１０年”を一つの契機に県

内の女性が集って世界の人々との相互理解と国

際化時代にふさわしい開かれた地域社会作りを

願って１９８５年に発足しました。 

1.国際理解を深める研修 ・「わぴえ」トーク話題提供による
学習会（県、支部、地区）・「海外研修」 独自の企画での海

外交流（県の企画に参加）・「生活相互理解講座」料理を

はじめ世界の生活文化の紹介 

2.交流会の開催 外国人と会員及び一般市民の交流 拡

大 

3.チャリティ活動 手づくり「わぴえフローラ」ブローチの販

売 

4.刊行物 会報わぴえ県北だより各年3回 

 大館マンドリ

ンクラブ 

恵まれない施設他団体及び地域住民に音楽を

通じて心の安らぎと希望を与えるため演奏の奉

仕活動を行い、地域社会に貢献することを目的

とする。 

1.昭和５０年４月設立以来大館市母子寮「白百合ホーム」

の入居者（８０余名）に１２月中、Ｘマス慰問演奏とプレゼン

ト及び夕食会を連続２８回（平成１３ 年１２月）実施 

2.設立以来、老人ホーム・保育園・遺族会・福祉団体他多

数演奏の奉仕活動を実施中 

3.病人・寝たきり者・その他一般家庭に電話受付で 出前

奉仕演奏実施中 

 （社）大館青

年会議所 

社会的・国家的・国際的な責任を自覚し志しを

同じくする者、相集い力を合わせ青年としての英

知と勇気と情熱をもって明るい豊かな社会を築き

上げる。 

・長木川クリーンアップ 

・わんぱく相撲の開催 

・渋谷区・市原市との交流 

・ウルチュ（韓国）との交流 

・イベントＦＭの開催 

 朗読ボラン

ティア麦の会 

設立２０年。視覚障害者も市役所からの情報を

得る権利がある。また市役所は、平等に情報提

供する義務があるとの考えから有志で発足しまし

た。 

視覚障害者用の「広報おおだて」と「市議会だより」の音声

訳テープの作製 月２回 

 大館西地区

在宅福祉ボ

ランティア協

議会 

高齢者及び低所得者の在宅福祉ボランティア活

動 特に１人ぐらしの高齢者の友愛訪問 

１．１人ぐらし高齢者及び福祉施設入所者の見舞 

２．福祉弁当の配布 

３．友愛訪問と声かけ運動 

４．高齢者、低所得者に随時援助活動 

５．各々の除排雪、雪の道づけの奉仕活動 

６．会員の研修視察（福祉施設） 

 一味会 親睦 福祉施設での呈茶 広域交流センターでの呈茶 茶会 

色々なイベント時呈茶 

 大館南ロー

タリークラブ 

奉仕活動 主に社会奉仕 

 大館市女性

ボランティア

のぎくの会 

児童の健全育成と高齢者福祉の向上を願い、二

本の柱で活動をさせて頂いております。 

(1)特養水交苑訪問（月２回～４回） 

(2)デーサービスかつら（月１２回） 

(3)ミニデーサービス（月２回） 

(4)ボランティアの店担当（月４回） 

(5)心身障害児童子守（年２回） 

(6)大型紙芝居、人形劇公演（年１５回） 

(7)児童施設訪問、地域の福祉行事への協力（年５回～１０

回） 

 大館まちづく

り協議会 

まちづくりに必要と思われる提言・助言を取り上

げて調査・研究し具体的な行動をもって、その実

現に寄与することを目的とする。 

・大館市等への市町村合併協議会設置陳情 

・観光シンポジウム 

・忠犬ハチ公ふるさとモニュメント建立 

・まち並みを考える懇談会 
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市町村 団体名 設立目的 主な活動内容 

大館市 陽気な母さ

んの会 

大館市内の農家の主婦が設立。農産物・加工品等の直売

の他、食堂、弁当・仕出し、野菜宅配、など、活動内容は

多岐にわたる。 

北秋田

市 

生命の貯蓄

体操普及会

鷹巣支部 

・生きている限り、不定愁訴をとって元気で生きた

い。 

・友人知人を含め、地域のみんなにも健康になっ

てほしい。 

・体操を通して元気な仲間づくりをし、高齢化社

会の孤独を防ぎたい。 

北秋田市（旧鷹巣町）地区８会場で毎週定例日に集い、リ

ーダーのもとに全身で気を流し体調を良くする気功養生術

（五導術、要の操法、組操法）を２時間行う。 

リーダーは定期的に上位研修を受ける。平成１７年１０月２

９日は１０周年記念研修会、リーダー研修会を行った。 

 阿仁ライオン

ズクラブ 

社会奉仕活動をするためにライオンズクラブとい

う団体を組織（世界180国・43,500クラブ・142万

人）し、チームワークを発揮して行うことによって

有意義な効果をあげることができるように組織さ

れた団体です。 

・老人ホーム慰問 

・災害救助金活動 

・献血運動 

・薬物乱用防止運動 

・清掃活動、植樹運動 

・青少年海外派遣受け入れ 

 介護ボラン

ティアしろば

と会 

平成5年度に厚生省の定めるホームヘルパー養

成研修3級課程として秋田県知事が指定した研

修を終了した仲間たちが介護へ協力することを

目的として結成した。 

・特別養護老人ホームを訪問しお手伝い､町社協事業の生

き生きサロン､食事サービスの調理・配食に協力。 

・町内の在宅要介護世帯に必要に応じて支援活動もしま

す。 

・会員の介護に関する知識や技術の向上と親睦を図ること

を目的に研修会及び交流会を開催しています。 

 合川町民生

児童委員会 

 民生委員の活動として､老人福祉、子供の健全育成と困り

ごと相談等が主な活動としているがその他もあり 

  地球環境を

考える会 

資源循環型の社会システムを目指し､自ら学習

し､実践し提言をする。 

・春秋のフリーマーケット開催（リサイクル推進） 

・奥森吉クリーンアップ（自然環境保全） 

・環境美化の一環として鉢花割安提供 

 森吉山麗村

興し会 

地域作り及び活性化の推進 ・「森吉山麗たなばた火まつり」の主催（毎年8月7日） 

・阿仁前田河川公園及び周辺のクリーンアップ 

・町内イベントへの協力 

・地域芸能伝承に関する協力と育成 

 森吉山の自

然を愛する

会 

森吉山の自然を美しく保持するとともに、健康で

快適な利用が行える公園とするとともに公園事業

の推進を図るため。 

1.公園の自然保護､美化清掃 

2.施設整備及び維持補修に関すること 

3.広報宣伝及び事故防止に関すること 

4.その他 

 コスモス会 会員各位が無理なく楽しく活動する。 1.施設への訪問・援助 ・入所者とのおはなし・介護・誕生

者へのお祝いの演舞・おむつたたみ・窓拭き・草取り 

2.100ｋｍマラソン おにぎりづくり 

3.独り暮らし老人の旅行付き添い・福祉弁当の宅配 

4.ボランティアの研修・交流（ボランティア団体との） 

 コールもりよ

し合唱団 

昭和52年、町立米内沢小学校ＰＴＡコーラスグル

ープを発足。以後町のコーラスグループとして継

続している。浜辺の歌音楽館の顕彰も兼ね、合

唱活動を推進する。 

・福祉施設ボランティア訪問 

・もりよし合唱祭開催 

・町行事参加 

・県内合唱祭参加 

・町産業文化祭参加 

・成田為三墓前演奏会参加 

・練習会週一回 

 おはなしどん

どこの会 

①乳幼児・児童・保護者へ「本」や「おはなし」の

楽しさを伝え一緒に楽しめる活動をする。 ②ボ

ランティア活動を通じ､会員の朗読技術を高め、

仲間作りをする。 

・月一度の乳幼児、児童向けの「おはなし会」 

・町内保育園、小学校での読書行事へ参加 

・町内老人クラブ等での交流活動 

・大型紙芝居・絵本・人形等の製作 

※朗読奉仕（町内福祉施設での対面朗読や広報録音）を

計画中 
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市町村 団体名 設立目的 主な活動内容 

北秋田

市 

浦田若勢会 会員の親睦を図り、部落の実践的推進力として

部落の発展に寄与することを目的とする。 

1月1日 定例総会 15日どんと祭 鳥追いへの協力 ２月

下旬 世代間交流事業への協力（わら細工作り） 3月２４

日 少年団万灯火への協力 下旬 環 境整備事業（堤防

整備） 4月２０日 春季金勢祭（旧3月８日） 上旬 4部落

若勢会総会（担当 白坂） 下旬 会有田関連作業（種蒔

き等） 5月下旬  会有田田植え 6月16日山道払い 湯

場開館 7月7日 虫祭りと関連作業 7月２5日 獅子踊り

運営委員会 ２9日 獅子踊り練習開始 8月6日 七夕 祭

り 8月1２日 獅子踊り頭揃え 13日 獅子踊り本番（3箇

所） 9月9日 祭典運営委員会 1２日 相撲練習開始 ２0

日 浦田神社祭典 宵宮 諸 作業 ２1日浦田神社祭典 

神輿繰り出し 奉納相撲 ２２日 浦田神社祭典 諸作業 

10月中旬 町民バレーボール大会参加 13日 秋季金勢

祭（旧9月 8日） 下旬 会有田関連作業（稲刈り 脱穀 

出荷） 湯場閉館 11月下旬 4部落若勢会交流会 12月

15日総勘定 会計決算 次年度予算編成 期末 監査 ※

役員会及び付帯作業は随時実施 

 鷹巣女性史

研究会 

郷土を築き上げた女性達の足跡を歴史的文化

的な面から掘り起こし女性の地位向上のための

学習。女性・家族を中心にした生活研究。特に

食について重点を置く。健康問題、生活文化の

資料を収集し、次の世代に書き残す。 

(1)鷹巣町女性先覚者の功績について調査研究。 

(2)鷹巣町の特に助成に関する生活文化を掘りおこし、記

録（冊子）に残す。 

(3)人物、生活、文化、政治などについて研究（学習）し次

代へ引継ぎをする。 

 ふるさと研究

会 

平成６年に設立。鷹巣町の民族資料をみて、貴

重な資料がたくさんあり、その整理が必要なこと

を感じ、ボランティアとして整理展示することを目

的とする。 

カードに品物の内容等を記入したり､写真の添付作業。資

料の整理展示作業。児童生徒が郷土学習のため民族資

料を見学の際のガイド 

 鷹巣町精神

保健福祉ボ

ランティア

「れもんの

会」 

精神に障害を持った方や､家族の日常生活の悩

みに耳を傾け、社会の偏見､差別等の取り巻く状

況を地域の人達へ正しく理解してもらう架け橋に

なる。 

・杏っ子作業所調理昼食交流会（年４回） 

・鷹巣病院行事参加（運動会・夏祭り・クリスマス会） 

・入院患者さんの生活訓練活動（毎月１回調理実習や街

へ出かけて買い物をしたり交流する） 

・ディケァひまわり会行事参加 

・サロン「あんず」の開設（毎週金・日曜日午前１１時～午後

２時） 

町ボ連協・県精 神保健ボ連協の事業・行事への参加 

・各種（全国・県・町）研修会・学習会で学ぶ。 

 ＪＡ介護グル

ープあぜみ

ち会 

ヘルパーの講習受けて資格を得た人達がボラン

ティアとして近所の独り暮らしの高齢者の介護を

行ったり､交流を行うことを目的とする。平成６年

位から設立されている。位から設立されている。位から

設立されている。 

高齢者との交流会を行っている。学習会を重ねてボランテ

ィアとして地域に役立つよう活動をしている。 

 鷹巣町母子

寡婦福祉会 

会員の相互扶助、会員の資質向上をはかり､明

るい母子家庭の建設に努力することを目的とす

る。 

・ 会員相互扶助のための研修及び座談会。 

2.生活育英その他一般の相談 

3.物資の共同購入頒布相互斡旋 

4.全国県郡連合会との連絡提携及び研修会出

席 

福祉協議会に月１回ディサービスにきている人達の世話係

としてボランティアで食事などの介護を行っている。そのほ

か独り暮らしの人達の買い物の手伝い等行っている。 

 円グループ 住み良い地域作りを目指して ・環境美化 

・老人家庭への声かけ 

・子供たちへの挨拶 

・町行事への参加 

・保健意識への高揚 

・町内の親睦会 
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市町村 団体名 設立目的 主な活動内容 

北秋田

市 

鷹巣町実年

ボランティア

協会 

鷹巣町において､ボランティアを理解し､相互の連

絡をはかり､以って普及啓発と資質を高め､地域

社会福祉の推進を期すことを目的とする。 

・公園あじさい丘手入れ作業、吉野の郷まつり、青山荘 

・秋田内陸100kmマラソン 

・赤い羽根街頭募金 

 遺跡ガイドボ

ランティア 

伊勢堂岱遺跡保存・活用とともに町づくりに活か

すため、現地でのガイドとして平成9年に発足し、

ＰＲなどの活動 

・現地でのガイド 

・ガイドの養成研修 

・学習会の開催 

 鷹巣町安全

な石けんを

広める会「さ

ぷる学級」 

科学物質から健康や環境を守ろう ・廃油で石鹸を作り､販売し環境保全を広めている。 

・水質調査（子供たちと）…米代川で… 

・地域の子供たちへ環境学習 

・いろいろな環境問題について学習会を開設 

・年に数回「さぶる通信」を発行 

 鷹巣町婦人

ボランティア

「いちご」 

Ｓ５２年設立当時は急速に増えている独り暮らし

のお年寄りへの友愛訪問と支援が目的であった

がＳ５４年からは、盲人の方への声の広報とガイド

等、Ｓ５８年 から心身障害時の集団訓練へのお

手伝い、その他ボランティア行事への参加、支援

もするよう活動の場をひろげた。その後、声の広

報（Ｈ４）・心身障害者への支援（独立したグルー

プとして分離、現在に至る） 

・独り暮らしのお年寄りをお芝居と温泉への招待 

・独り暮らしのお年寄りへの友愛訪問 

・独り暮らしのお年寄りへのふれ合い電話 

・海外からお嫁さんに来 た方々との交流 

・赤い羽根基金その他のボランティア行事への参加 

・活動資金を得るための「もちっこ祭り」への参加とチャリテ

ィダンスパーティの開催 

 朗読ボラン

ティア「あか

ねグループ」 

鷹巣町の目の不自由な方たちへ、地域の話題を

提供しようと地方新聞（３紙）より抜粋、録音テー

プにし、声の新聞として送付することを目的とす

る。（昭和６２年９月より始める） 

1.地方新聞（秋北新聞､県北新聞､大館新報）３紙から毎月

２回編集・録音し、そのテープをダビングし、各個人及び他

町村の社協へ郵送している。 （Ｈ１４.２.２８現在 ３４８号）

2.厚生省発行のテープ「厚生だより」も併せて同じように郵

送している。 

3.盲人協会のみなさんとの交流会を実施 

4.鷹巣町ボランティア協議会に加入し、講演会、研修会に

参加。 

 鷹巣町朗読

ボランティア

「やまびこ」 

視覚障害の方たちに、町で出している広報・議

会便りなど情報をお届けすることを目的としてＳ

54年に設立しました。 

・視覚障害の方たちへ町広報、議会便りをテープに録音し

郵送し、情報をお届けしています。 

・詩、小説、作文、絵本などを朗読し、芸術としての「朗読コ

ンサート」を開催し、声に出して読むことの楽しさを紹介して

います。 

 鷹巣釣り同

好会 

釣り愛好者が集い、釣り大会の開催、釣技向上

の研修を行い自然環境の保護（河川清掃、クリ

ーンアップ活動）さらに関係団体との連絡協調を

目的とする。 

・淡水魚釣り大会5大会 海水魚釣り大会6大会 

・河川清掃運動 

・漁協等他各地釣同好会等団体との連絡協調 

能代市 ＮＰＯモクネ

ット 

地域資源を生かした自然共生型のまちづくりを

考える。ものづくりの観点で自立した町のサイク

ル構築を目指す。 

・定期の勉強会（二ツ井町） 

・まちづくりフォーラム（二ツ井町、秋田市等） 

・商工会と連携した「ものづくりコーディネート事業」 

 真瀬生物学

研究会 

自然に親しみながら動植物を生態観察し、さらに

は生態学や保全、環境問題などについて研究、

討論しあうための団体。 

(1)山のトイレさわやか運動＝本部（田部井淳子会長）が全

国の山岳域における水質汚染状況の調査を2000年から実

施。本会も白神山地の水質調査の委嘱を受け、真瀬岳・

二ツ森・白神岳・藤里駒ケ岳など登山者が飲用としている

沢水、湧き水の水のみ場６ケ所を調査している。 

(2)緑の国勢調査＝環境庁が実施した緑の国勢調査に参

加協力。真瀬川・笹内川の流域と追良瀬川・赤石川の源

流部、水沢川流域を調査した。 

(3)イワナ原種の保全対策とモニタリング＝真瀬川において

は八森町真瀬川漁協へ一部支流域のイワナを種として永

久に維持保全できるようにしながら、観光資源としても活用

するよう、禁漁流域の設定を提言。このことが認められて、

1985年より中ノ沢の永久禁漁が実現した。 
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市町村 団体名 設立目的 主な活動内容 

能代市 ＩＶＣ秋田 国際ボランティア、発展途上国の女性と子どもを

中心に支援をする。 

・アフリカの写真家の写真展 

・アフリカの子供達の絵画展 

・地雷撤去キャンペーン 

・文具・衣類の送付 

 二ツ井町川

と道の愛護

会 

二ツ井町内の川と道の清掃美化と環境保全に務

め、地域に親しまれる川と道を守っていく。 

・毎年春と秋のクリーンアップ 

・川と道の愛護精神の高揚を図る 

・川と道の清掃美化運動を行う 

・川と道の環境の保全及び向上を図る 

・川と道の環境の整備促進を図る 

 二ツ井町母

子寡婦福祉

会 

女手一つで子どもを育てているお母さん。または

成人させたお母さんたちが､手と手をつなぎあっ

て精神的自立と生活の安定をはかることを目的と

した団体です。 

・総会（講演） 

・郡母子寡婦福祉研修大会参加 

・県母子寡婦福祉研修大会参加 

・赤い羽根共同募金運動 

・料理講習 

・ボランティア活動（特養よねしろ・おとも苑） 

・きみまちマラソン手伝い 

・親子ふれあい教室 

・研修旅行 

 のしろ日本

語学習会 

外国人に対する日本語支援を通じて､能代市を

多文化共生社会に変えて行くことを目指す。 

・市町村より委託されての日本語教室開催（毎火・木） 

・教室受講生（外国人）と地域住民との交流活動を行う（花

見・盆踊り・お茶会・忘年会） 

・地域における国際理解推進活動（受講生と一緒に活動

する。学校等へ） 

 みちの会 秋田県立点字図書館の音訳校正ボランティア 1.音訳図書の校正 

2.音訳校正の学習会開催 

3.音訳合同勉強会・会議への参加 

 図書館ボラ

ンティア ホ

ワイトブックス 

本が好きで､図書館で本を借りに行ったところ､ボ

ランティア養成講座を受け､日ごろお世話になっ

ている図書館へのお手伝いの気持ちと､子どもた

ちに本に親しんでもらうため､本の整理・読み聞か

せを始めました。 

・絵本・紙芝居の読み聞かせ 

・講座出演参加 

・大型紙芝居作成他図書館ボランティアとの交流見学他 

・ボランティアの養成講座への講師 

・市立図書館のウインドディスプレーと行事予定書き 

・毎年3月（小学生対象お料理教室）※去年は談社キャラ

バン隊（おはなし）への参加 

 ボランティア

福寿会 

１.地域の環境浄化と美化。国道南バイパス沿道

にマリーゴールド花植栽花壇作り。 

2.高齢者を被害に合わせない・合わない運動と

暮らしを守る活動 

１.昭和57年4月から中浅内神社前通学路浅内小学校･保

育園に至る沿道に花壇を設置､花植栽していたが国道7号

線南バイパス完成にともない同時に現在の南バイパス沿道

に異動花植栽を継続実施している。 

2.高齢者の暮らしを守る活動として安全・安心・防犯の見

地から心配事の相談・訪問販売・通信販売・催眠商法・悪

質商法に合わない。交通安全・火災予防・除雪など独居老

人の実態調査のうえ名簿作成、総合的に訪問指導とあわ

せて活動を実施している。 

 能代南ロー

タリークラブ 

職業を通じての社会奉仕と世界平和の実現 ・高校奨学金制度 

・秋田県立能代養護学校児童・生徒参加の能代観光七夕

の運行 

・ボーイスカウトへの資金提供 

・能代商業高校生のインターアクトクラブ育成 

・大規模災害への援助（国内外を問わず） 

・ポリオ絶滅 

・国際的な奨学生制度維持への協力 

・地域に開かれた組織として存続していくために新会員の

加入を歓迎した い 

 童芸まつぼ

っくり 

人形劇などを通じて､子どもたちと触れ合うととも

に､教職員としての力量を高める。 

能代市立図書館での公演（年1回） 
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市町村 団体名 設立目的 主な活動内容 

能代市 能代ボラン

ティア連絡

協議会 

ボランティア活動をしている個人・グループ及び

団体相互の情報交換・学習・連絡調整等により､

その活動の拡大及び資質を高めることによって

市民の中にボランティア運動の輪を広め､地域福

祉の向上に寄与する。 

・交流研修会 

・市社協との共催事業 

・大会への参加（県ボランティアフェスティバル・県ボランテ

ィア交流研修会・全国ボランティアフェスティバル） 

・情報の収集と発信 

 能代ボラン

ティアグルー

プ「あかし

や」 

・自分の持っている能力を社会のため役立てる 

・ボランティア活動を通じて自己を高める 

・地域とのかかわりを広くもつ 

・折り紙指導 

・16ミリフィルムの映写 

・ジャンボ紙芝居（手づくり）の上演 

・お話し相手（特養ホーム）他 

 能代市日本

中国友好協

会 

日中両国民の相互理解と友好を深め､以って日

本とアジア及び世界の繁栄に貢献することを目

的とする。 

・中国事情と文化の研究及び紹介に関すること 

・日本事情と文化の中国への紹介に関すること 

・各分野にわたる交流の促進に関すること 

・永住帰国者家庭への支援 

・中国料理教室の開催 

・映画会、芸術音楽祭、美術展示会、記念講演会、味の開

催等 

・訪中団の派遣 

 おとも自然の

会 

1.小友沼及び周辺の自然環境と保全活動への

参加 

2.人と自然の共生・共存・自然保護などについて

の学習 

3.ガン・カモ類・自然環境の調査 

1.ガン・カモ類および周辺自然の観察会 

2.小中学生のふるさと学習への援助 

3.自然に関する研修 

4.清掃活動 5.その他 

 ひまわり号を

走らせる会 

障害者（児）・高齢者・大人も子どもも共に生きる

社会をめざし、より現実的に学びあう機会になる

よう、五能線を利用してひまわり号を走らせた。

（であいのコンサート10周年記念からスタートしま

した。Ｈ4） 

Ｈ13年第10回目のひまわり号には、参加者330名に達し、

最高の人数となりました。10回記念の特別企画で2組を北

海道の旅へ招待。旅を通じてよい思い出作りと共に､人間

にやさしい町づくりや､心のバリアフリー社会作りのために勇

気をもって行動”ひまわり号”の花を咲かせます。 

 ボランティア

グループか

いご会 

Ｓ60年老人介護者養成講座修了生27人でスタ

ート現在に至る。Ｈ13年度までの修了生647人に

なる。在宅福祉・地域福祉のシビアな現状が報

道されているときで「もっと勉強したい」「私たちが

できるボランティアの会を」ということで設立となり

ました。 

１.障害者（児）・高齢者の介助・ガイドヘルプ 他 

2.在宅高齢者の友愛訪問 

3.福祉施設関係での介助ボランティア 

4.各団体事業への協力・支援ボランティア 

5.学習と活動の場作り 

6.その他 

 能代ライオン

ズクラブ 

「われわれは奉仕する」 Wｅ Ｓｅｒｖｅ 地域社会に根ざす社会福祉、とくに献血・献眼・献腎の三

献運動 

 ボランティア

グループに

ぐるまの会 

体の不自由な人・高齢者の方たち･子どもたちの

ために車の片方の車輪になって､ささやかなお手

伝いではありますが､支えていこうと命名。人の命

を運ぶボランティアからスタートしました。 

1.移送ボランティア（命を運ぶボランティア） 

2.福祉機器の開発・バリアフリーの研究 

3.ボランティア活動の企画（ワークショップ・心を紡ぎあうも 

のづくり） 

4.不登校児のカウンセリング 

5.独り暮らし老人の心のケア・支援 

6.森の精シリーズの製作 

7.社会福祉の啓蒙活動 他 

 にぐるまの会

生活学校 

高齢者の生活環境を考えているうちに、高齢者

を取り巻く課題について取り組む生活学校を開

設したのである。（共生のまちづくりをめざして） 

1.介護保険5年目、見直しのとき、何がどう変わろうとしてい

るのか。（調査・学習） 

2.「老いをみつめて-老後の老後をあなたはどう考えるの

か」ワークショップ 

3.「いのちの尊さ」講演（中越地震チャリティ・イベント） 

4.「地域で支えあうとは・・・」学習会 

 桧山周辺歴

史ガイドの会 

能代市の国指定史跡の桧山安東氏城館跡を中

心に、桧山周辺の歴史・文化・自然・産業・生活

遺跡について共に学び合いながらガイドする。 

平成11年 年間82団体・843人をガイド 

平成12年 年間48団体・1,026人をガイド 

平成13年 年間32団体・671人をガイド 

会主催の史跡めぐり研修会を年3回実施し一般の人々の

参加を呼びかけている。 
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市町村 団体名 設立目的 主な活動内容 

能代市 音訳ボラン

ティア「虹の

会」 

視覚障害者等への情報の提供を通じて､福祉の

増進に寄与する。 

1.能代市が発行する広報その他の印刷物の音訳 

2.関係団体やボランティアグループとの交流・学習 

 能代朗読の

会「あかり」 

視覚障害者への広報のしろの録音 ・広報のしろの録音・ダビング 

・読み聞かせ（子ども対象） 

・交通安全教室のテープ作り（警察署より依頼） 

・朗読の集い開催（会員同士の交流・研修目的） 

・テープ利用者との交流 

藤里町 藤里町ぷら

すの会生活

学校 

自分たちの住んでいる地域をより住みやすい街

（町）にするため、生活環境を基本として活動し､

課題を掘り起こし､解決に向けて取り組む。 

・ＪＡ女性部へのボカシづくり講習会 

・町民祭での手づくり石鹸実演コーナー参加（毎年参加）

・小中学校での手づくり石鹸講習 

・花いっぱい運動での道路花壇作り 

 フレンドリー 幼児教育のお手伝いということで､図書館の主催

行事のお手伝いをしたり､フレンドリー独自の事

業を計画し製作して（ビックな紙芝居・人形劇・ジ

ャンボカルタ等）行く事を目的として設立しまし

た。 

年間を通じ手紙芝居・ジャンボカルタ・本の読み聞かせなど

製作し､開催している。 

定例会を今年度より第２土曜日の夜７時からの開催とし､次

月の行事予定を検討したりしている。 

 駒草民舞会 踊を通じてお互いの親睦を図るため おどり各流派合同で発表会を開催している 

 米田婦人会 地域の活性化と親睦・婦人の学習の場として ・米田地区のフラワーロード作りに参加 

・特養ボランティア 

・児童会・保育園（七夕祭り） 

・自然環境美化（空き缶拾い等） 

 ばっけの会  ・独り暮らし弁当作り 

・独り暮らし弁当作り配達 

・福祉ボランティア 

 藤里町国際

交流協会 

国際感覚を養い､諸外国との友好親善及び相互

理解に努めるとともに､会員相互の連携・研鑚を

通じて国際理解を深め本町の国際化と豊かな町

づくりに寄与することを目的とする。 

・日本語教室 

・外国出身者との交流会 

・各種講座 

・ホームスティの受入 

 秋田自然を

守る少年団

（ＡＮＧ少年

団 

郷土の自然について学び､自然を守り､健全な心

と体育の向上､奉仕の精神を養うことを目的とす

る。 

年間３回の活動 

・６年生が卒業（５，６年生を対象に募集）の為募集後は、５

月結団式と同時に白神山地ブナ林の観察と林間の調査

（動・植物） 

・７月駒ケ岳 1,158ｍ・小岳1,042ｍ１年交互に観察調査登

山 

・１０月県立自然公園秋の観察（太良峡・つるべ落峠・猿ケ

瀬園 他） 

いずれも帰路クリーンアップ活動 

 秋田自然を

守る友の会

（ＡＮＧ友の

会） 

秋田県内の自然を守り､県土美化運動に参加。

失われる自然を保護育成に奉仕 

・自然公園及びその周辺の生物の保護育成 

・高山植物の分布状況の調査（白神山地藤里管内） 

・白神山地遺産地外部に於ける案内標識の設置補修（東

北森林管理局の許可のもと） 

 白神山地保

全と観光の

会 

白神山地世界遺産地域を守る為にカルチュラル

ゾーンを設定。観光客に自然学習をしてもらうこ

とを目的としている。 

(１)自然公園および白神山地内（町有地景観を含む）の自

然の状況調査を実施し､関係団体との連絡協議のうえ自然

の維持管理に努めている。 

（２）前号に規 定する地域内に生ずる破壊､崩壊（火災）等

問題あるときは､直ちに関係機関に連絡し保全等の協議を

する。 

（３）世界遺産地域外の保護された自然を開放する ことで､

自然の貴重さを伝えるためのガイド養成を進めた。 

（４）年一回（または必要に迫られた問題が生じたとき）保全

と観光または計画等について関係機関 との連絡会議を開

催することが出来る。 

（５）白神山地の保全について動・植物､地質等の専門学

者による研究､講習会等を実施した。 

（６）上記に揚げる事業 のほか理事会で必要と認める事業
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市町村 団体名 設立目的 主な活動内容 

三種町 子育てサポ

ート「さんりん

しゃ」 

核家族が多い時代の子育てのサポートをする。 ・個人託児 

・県子育てセミナー、能代市ママさん講座等の集団託児 

・町文化祭でのキッズコーナー 

 琴丘町上岩

川マレットゴ

ルフ愛好会 

・ 地域の活性化を図る 

2)高齢化と健康の時代を迎えて健康づくりと交流

を図る 

3)世代間交流の推進 

1)愛好会メンバーを中心とした月例会の開催。 

2)生涯スポーツとして定着するよう常時開放して利用されて

いる。 

3)マレットゴルフの普及、底辺の拡大のため毎月「上岩川

マレットゴルフ愛好会だより」の発行をしている。 

 ボランティア

グループ「さ

わやか」 

余暇を利用しながら､従来の福祉ボランティアだ

けに縛られず､色々なことにチャレンジしたい。 

・広報「はちりゅう」の音訳 

・生涯学習事業に関するお手伝い 

・福祉施設への奉仕活動 

 鵜川地区生

活学校 

自分たちを取り巻く､様々な環境について学習す

る。 

・高齢者への福祉弁当の配達 

・生ごみの減少対策について 

・健康を考えた食生活のあり方について 

 八竜町ボラ

ンティア団体

つくしんぼ会 

寝たきりの姑さんを抱え仕事をもって大変な苦労

をしたのでボランティア等のグループでもあったら

と思い､自分で難儀した時は八竜町にはまだ特

養等の施設も無く、息子は進学受験のときだった

ので私にとっては最悪の時であった。１年４ヵ月

後寝たきりの後亡くなったという経験があったた

め。 

会員の方々はほとんど仕事をもっている。現在は当町にも

特養施設があるので、月１回会員交互で特養施設にボラン

ティアに行っている。その他秋協の方からいろいろな要請

があればそれらの要請にも応じている。 

 山本町配食

サービスボラ

ンティア 

町受託事業、ふれあい弁当の調理及び友愛訪

問をかねての配達 

手作りの弁当を調理し､配達する。配達するだけではなく､

見守りも兼ね声掛けをし、独居老人・老人世帯への安否確

認もしている。 

 声のサーク

ル「かくれん

ぼ」 

目の不自由な方（高齢者・障害者）に町内の情

報をタイムリーに伝える。 

・行政の広報・社協の広報等を音声訳（テープ） 

・福祉施設での朗読会 

・保育所での読み聞かせ会 

 山本町防犯

協会 

自主的な防犯活動を推進することにより､犯罪の

無い明るい地域社会を建設することを目的とす

る。 

・春・秋の地域安全運動（ロックパトロール等） 

・こども・女性１１０番の家の設置 

・各種イベント等の防犯指導 

八峰町 「白神の夢」

と文化を育

む会 

八森町を舞台にしたドキュメンタリー映画「白神

の夢－森と海に生きる－」の制作にかかわった町

民有志が、同映画の上映活動を支援するととも

に、町でさまざまな芸術・文化事業を展開してい

こうと設立。 

・『白神の夢』の上演支援 

・情報紙「編a m u」の発行 

・コンサート等イベントの企画・開催 

 手這坂活用

研究会 

手這坂は江戸時代の紀元家菅江真澄が訪れて

「桃源郷のようだ」と詠を読んだことでも知られる

かやぶき民家4件の集落である。しかし平成12年

に無人集落となり荒廃が進んでいた。この集落

を、昔のような風景に戻し、集落を再生し、農山

村体験の場として活用していく方法を模索・実践

していくことを目的として設立。 

・かやぶき民家の修復や周辺環境の整備をボランティアの

手で行う。 

・手這坂桃源郷まつりの開催 

・桃の木の植樹、遊休農地の草刈り、田植え、稲刈り 

・ホタルの増殖のための水路整備 

 水沢川を守

る会 

 ・水沢川に鮎を放流。川のクリーンアップ等 

・会員の鮎釣り大会年１回か２回 

 子育てサポ

ート「にこに

こママクラ

ブ」 

子育てしているお母さんが､少しでも心にゆとりを

もてるように手助けをすることが出来ればと思い､

グループを結成しました。 

・個人を対象とした託児 

・秋田県主催ＩＴ講習会､受講者の子どもの託児（能代市）

・峰浜村主催の料理講座や映画鑑賞会での託児 

・秋田県男女共同企画センター主催女性問題啓発講座で

の託児 
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市町村 団体名 設立目的 主な活動内容 

八峰町 ぶなっこ自

然環境指導

員 

世界遺産登録地である白神山地の理解を深め

てもらうとともに､森林の持つ多面的要素を理解

し､自然とのふれあいを深めて､自然の保護と自

然の利用方法についての橋渡しとしてぶなっこ

自然環境指導員を設立した。また､八森町の観

光施設および､八森の自然についても併せて開

設指導し､自然の保護と利用の啓蒙普及に努め

る。平成６年設立。 

世界遺産に登録された白神山地の「二ツ森」山登山コース

自然観察ガイド及び周辺地域の自然観察コースガイドや､

町内観光施設のガイドを行っている。平成１３年度実績､ガ

イド利用件数１８９件・参加人数１,７９２人 

男鹿市 あゆみ小規

模作業所 

精神障害者に対する正しい知識の普及啓発を

図るとともに、当事者や家族との交流を通して病

気や障害に対する偏見や誤解を取り除き、障害

者が暮らしやすい地域づくりを目指すものであ

る。 

・自主作品制作及び販売（おてもとのはし、エコクラフトカ

ゴ、アイディアマクラ） 

・社会との交流促進事業（生活指導訓練、交流会） 

・年1回の福祉交流会や研修旅行 

 子育てカフ

ェ・にこリー

フ 

乳幼児とお母さんに親子のふれ合いの時間と、リ

フレッシュの時間を提供する事。 

育児をみんなで助け合い、仲間を作ってお母さ

ん達の気持ちの活性化を図る事。 

・子育てカフェ（英語あそびとコーヒータイムの時間）の開

催。 

・フリーマーケット出店。 

・男鹿市民吹奏楽団のミニコンサート開催。 

 ぐるうぷ木響

（こだま） 

・ 現存する古い木造建築を把握して記録する

２、木材及び木造建築に関する情報を発信する

３、林産資源と基幹産業に基づいた住宅づくりを

実践する 

４、各地の景観・町並み活動の実績を学習する 

５、「木都」（もくと）にふさわしい町並みを考える 

秋田県能代・山本周辺の古い木造建築の記録と町並みを

再生する活動 

１、学習会を実施（木造建築調査会、学習会、報告会、読

本会） 

２、データ資料集及び報告書、アートマップの作成 

３、県内外の先進地の視察調査・情報交換、HP等による情

報公開 

 若美町国際

交流クラブ 

国際交流の推進と国際協力親善に寄与し、広く

海外知識の普及に努める。そして、会員 相互の

親睦と地域社会の発展に寄与することを目的と

する。 

１．メロンの里、国際交流の集い（６月下旬） 

２．宮沢海岸クリーンアップ（６月下旬） 

３．県国際交流フェスティバルへの参加（１０月上旬） 

４．天王町、大潟村、若美町２町１村情報交換交流会（１１

月） 

５．若美町国際交流フェスティバルの開催 

 夏井千世子

舞踊教室 

自分でも民生委員の役がら施設慰問にも回って

行き、何か自分でも協力出来ればと考え、自宅

で舞踊教室を開いていたもので皆さんと相談し、

時を見て訪問しようという事がきっかけです。早い

もので平成２年からですので、今年で１３年目で

す。みんなの力をかりてがんばっていくつもりで

す。男鹿市でもボランティアが結成され、Ｈ５年に

入会しています。 

地域の施設訪問と公民館活動及び踊を通して地区内外の

諸行事に参加させて頂きながら交流を深め、親睦を図りな

がら、無理しないで私をはじめ、会員一同頑張っておりま

す。これからも健康に気を配り１人でも多くの人との和を広

げ、心豊かな生活を舞踊を通して送って頂ければと願って

おります。 

 秋田県精神

保健福祉ボ

ランティア連

絡協議会

「グループあ

おさぎ」 

県内の精神保健福祉ボランティア同士が、学習

と交流を行いゆるやかなつながりをもって活動の

質を高め、心の病気や精神に障害をもつことの

正しい理解の推進と、障害があってもなくても共

に安心して暮らせる秋田を目指すことを目的とし

ます。 

・あゆみ小規模作業所への支援 

・家族会への協力 

・保健所デイケアの講師などで参加 

・社会福祉協議会の地域活動支援 

・市ボランティア連絡協議会への協力 

・バザー、出品物製作販売への援助 

・イベント参加  ・定例会（月１回） 
・全国、県、市町村各種研修会に参加 

・精神保健福祉に対する地域の理解者の輪を広げる。 

 民謡船川睦

実会 

ふるさとの民謡を学び、会員相互の親睦と協益を

図る。 

・市民文化祭、公民館祭等への参加 

・各種老人施設への訪問 

・県内主催民謡全国大会への出場 
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市町村 団体名 設立目的 主な活動内容 

男鹿市 男鹿地区子

育て支援ネ

ットワーク「バ

ンビ」 

男鹿地区（男鹿市、天王町、若美町、八竜町等）

において、保育活動を行うグループの連携と情

報交換及び相互援助を行うことを目的とし、育児

サポートの資質向上と、子供達を取り巻く環境の

整備と福祉の向上をめざした「楽しい子育て、安

心出来る子育て」 のできる地域づくりに寄与す

る。 

１．子育て支援の普及および宣伝（含、託児ボランティア：

有料） 

２．会員相互の情報 交換及び研修 

３．子育て支援に関するイベントの開催 

４．子育て支援に関する情報 紙発行 

５．子供図書館の運営 

６．高齢者とのふれあい 

７．その他 

 男鹿市ロシ

ア友好協会 

男鹿市民とロシア市民との相互理解と親善を深

め、両国間の平和と繁栄に寄与する。 

１．ロシア語講座（市主催）への参加 

２．秋田・ハバロフスク青少年交流事業の共催 

３．ロシアの大学の日本語学科学生との交流 

４．船川港入港のロシア船乗組員との交流 

５．極東ロシア・サハリン等への親善訪問 

６．国際交流クリスマスの集いの共催 

 脇本城址懇

話会 

脇本城址を復元整備し、歴史遺産を後世に伝え

ると共に、子供たちや市民の憩いの場とし、郷土

の歴史学習をする。 

・城址草刈り等の作業 

・郷土の歴史学習 

・視察、研究者等の案内 

・郷土の歴史を中心に研修視察 

・年１回会報の発行 

大潟村 環境サーク

ル たんぽぽ 

大潟村環境創造２１の活動グループです。環境

に負荷をかけない生活を考え、自ら“せっけん作

り”や“マイバック持参”を実行しています。 

１、ひだまりサロンでのせっけん作り、重そうバスフィズ＆み

つろうリップ作り 

２、マクロビオテックの料理講習会（ピスタ） 

３、会員による“四季のせっけん”作り 

４、リサイクルプラザの見学 

 大潟の自然

を愛する会 

日本第2に湖八郎潟を干拓してできた大潟村の

大地は特有の景観と雄大な自然を形成してい

る。当会では、大潟村の自然を愛し、子どもたち

の自然に活用し会員の親睦を図ることを目的と

する。 

村内外における自然観察会（夜の生き物、田んぼの生き

物、外来魚、冬鳥と渡り鳥） 

 大潟村裏千

家お茶愛好

会 

大潟村芸術文化協会に加入することによって他

団体との交流を深める。 

・年１回福祉施設で呈茶 

・幼稚園で年数回お茶の指導 

・学校週休２日制への協力 

 廃油リサイク

ルの会「八

郎湖」 

・八郎湖の水を有害な合成洗剤で汚さないように

安全なせっけん使用を推進するための啓蒙活動

・台所から出る廃油のリサイクル ・より環境に負

担をかけない生活の見直 し循環型社会を目指

す。 

・平成３年に会を結成 

・平成４年、粉せっけん（太郎のゆめ）にエコマークを取得 

し、現在に在る。 

・村内外、県内外より多くの視察者や研修グループを受け

入れてきた。 

・ビデオテープなどを南秋田郡の婦人会などに寄付して啓

蒙活動をしている。 

・「大潟村環境２１」のメンバーとして様々なことを学習し提

案している。 

 福クルミの会 １．本会は大潟村の地域性を生かし、防風景観、

環を維持し実益も兼ねたモデル、クル ミ園造りを

目的とする。 

２．本会は人々との和を大切にしてクルミ園を福

祉に貢献して 行くことを目的とする。 

１．クルミ園の植樹、草刈、其の他一般管理 

２．ボランティア、フェスティバル等の協力 

青森県    

深浦町 いわさき自然

ガイドクラブ 

 観光客を対象に十二湖周辺のトレッキングや白神岳登山

のガイドをし、自然環境の保護保全の啓蒙普及に努める。

 岩崎・ラヌア

友好協会 

 ①フィンランド（ラヌア郡）への親善訪問者への支援と日本

文化の紹介 

②フィンランド来町者へのホームステイの受入れ 

③ヨールプッキまつり等への参加及びサポート 
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市町村 団体名 設立目的 主な活動内容 

深浦町 深浦中学校

環境福祉委

員会 

 ①一人暮らしの高齢者の方を体育祭・文化祭に招待 

②高齢者介護福祉施設での体験学習 

③深浦町花いっぱい運動への協力 

④年２回の募金活動 

⑤アルミ缶の集収、車いすへの交換 等 

 深浦町交通

安全母の会 

 ・春の入学シーズンにはストップマークの貼布作業 

・交通安全週間の期間中に交通安全を願いマスコット配布

・一人暮らしの老人世帯訪問して反射材の配布 等 

 白神倶楽部  白神岳避難小屋及び登山道清掃、補修、高山植物等の

観察、盗掘防止の啓蒙活動を推進している。 

鰺ヶ沢

町 

Ｈｅｌｌｏ英会

話 

 国際交流の振興を図るため、週１回、語学指導講師を迎

え、語学、国際交流について学習しています。 

 ＫＥＣこども

未来 

 保護者ボランティアによる子供向け英会話教室の運営 

 文化サーク

ル「おたまじ

ゃくしの会」 

 保育所、老人クラブ等に手作りの人形劇を公演している。

町の図書コーナーへ絵本の寄贈も行い、町民が豊かな心

に育つよう活動している。 

 精神保健福

祉ボランティ

アごめの会 

 精神支援所やすらぎ作業所へ、不定期で、月１～２回各事

ボランンティアしている。スラッシュキルトを作業しながら、ま

た各種行事にも参加しています。 

 センター濱

未来 

 退職保健師、看護師、教師等で町内に住むお年寄りと毎

週１回浜町集会所で、健康チェックと介護予防（閉じこもり、

ねたきり、認知症）自立、残存機能維持、手づくり福祉をめ

ざして１７年になりました。 

 ロシア倶楽

部「ドゥルー

ク・ナターシ

ャ」 

 〇ロシア語講座開設 

〇来日、在住ロシア人との友好交流 

 建石小学校

母親委員会 

 年間で、廃品回収を３回、交通安全マスコットの制作に配

布を２回、三世代の文化的交流を目的とした行事を１回行

っています。 

 鰺ヶ沢町手

話サークル

はまなす 

 聴覚障害者の現状の理解、地域の福祉向上を図ることを

目的に、手話講習会を開催しています。また、手話コーラス

等の発表を通して地域の子供との交流を図っています。 

 ぽかぽかの

会 

 毎月１回、日本海拠点館で児童を対象にしたお話会を行

う。不定期で保育所・公民館へもお話会を行っている。 

西目屋

村 

西目屋村老

人クラブ連

合会 

 地域及び観光地等の清掃を行っている。 

 西目屋村赤

十字奉仕団 

 村の各種イベント等への協力。 
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■イベント（比較的新しいもの） 
市町村 名 称 場 所 概  要 

秋田県 

鹿角市 大湯温泉雪まつり   鹿角市十和田大湯 2月10・11日  かまくらや大小の雪像が並ぶ雪祭りで、ヒップスキー大

会、花火大会、ちびっ子サッカー大会など２日間にわたって開催され

る。  

 花っこ市   鹿角市花輪 2月第4日曜日  約1万鉢の花が咲きそろうイベント。花の販売のほか、

ヒップスキー大会・雪合戦等のイベントなど盛りだくさん。  

 八幡平山開き   鹿角市八幡平 4月下旬  八幡平アスピーテラインの全線開通に合わせて山開きを行

い、入山者が観光客の安全やテープカットを行うほか、ピッケル交換な

ども行われる。  

 大湯温泉夏祭り   鹿角市十和田大湯 7月第4土・日曜日  大太鼓の競演や盆踊り、花火大会などが行われ

る。  

 古代焼き大会   鹿角市十和田大湯 8月下旬  縄文遺跡の隣りで、地元の土と炎を用いて、縄文時代そのも

ののやり方で土器作り、一晩かけて焼き上げるイベント。  

小坂町 十和田湖冬物語 小坂町（十和田湖休

屋） 

2月上旬 

十和田湖畔に大小の雪像が立ち「雪上花火大会」・「乙女の像ライトアッ

プ」・「津軽三味線ライブ」などが行われる。 

 十和田湖雪まつり 小坂町十和田湖 2月最終土・日曜日 

雪像、花火、郷土芸能、スノートライアル他 

 アカシアまつり 小坂町中央公園・明

治百年通り 

6月第２土・日曜日 小坂町に多く群生しているアカシアの開花時期に

合わせた町民手造りの祭り。露店・各種イベント等が行われる。 

 十和田湖ひめますマ
ラソン大会 

小坂町十和田湖大川

岱 

6月第３日曜日 ナショナルパーク十和田湖と特産ヒメマスをテーマに大

自然の中で行われるマラソン大会。 

 康楽館歌舞伎大芝

居 

小坂町（康楽館） 7月上旬 明治の芝居小屋「康楽館」で、花形歌舞伎役者が演ずる本

格的な歌舞伎を見ることが出来る。 

 十和田湖湖水まつり 小坂町（十和田湖休

屋） 

7月第３土・日曜日  

十和田湖の夏の観桜シーズンの幕開けを告げる祭りで、湖上花火大会

等のイベントがある。 

 十和田八幡平駅伝
競走全国大会 

十和田湖休屋～中滝

～花輪～八幡平大沼

8月7日 国内トップレベルにある実業団、大学の参加のもと、国内で数

少ない真夏のレース 

 十和田湖国境祭 小坂町（十和田湖休

屋） 

9月第１土・日曜日 

十和田湖を囲む秋田・青森両県と岩手県から、竿燈・ねぶた・さんさ踊り

等、北東北を代表する祭りが集結。 

 小坂ワイン祭り 小坂町中央公園 9月第３日曜日 町の中心部、中央公園をメイン会場に特産品「小坂ワ

イン樹海」と小坂牛のグルメパーティー。 

大館市 比内とりの市 大館市比内町扇田 1月第4土・日曜日  比内鶏の要素を盛り込んだ冬の祭り。「比内鶏の

供養祭」、「人間比内鶏永唱大会」、「比内鶏ダービー」等が開催され

る。 

 大館桜まつり  大館市（桂城公園） 4月下旬～5月上旬  城址の桂城公園には、ソメイヨシノが咲き、市民

が集いお花見を楽しむ。岩神ふれあいの森公園では５月に入ると２２種

一万本の桜が咲き乱れる。 

 全国秋田犬展覧会 大館市（桂城公園） 5月3日  全国の秋田犬保存会会員が参加、秋田犬が約２００頭ほど出
品され、体躯や容姿、気質などが審査される。 

 大館バラまつり  大館市石田ローズガ

ーデン  

6月上旬～6月下旬  世界各国のバラ６００種が開花。期間中にはバラ

のコンテストも開催。 

 田代名産たけのこま
つり   

大館市  6月中旬  たけのこ・タケノコ製品の販売等やイベントの実施。  

 市日まつり  大館市中町通り柳町 6月下旬・9月下旬  新鮮な特産品が盛りだくさんの露店が約１００店並

ぶ。 

 全国鮎つり大会   河川公園つりきち広

場  

8月中旬  田代を流れる早口川は天然鮎の宝庫。釣人が腕を競う。  

 本場大館きりたんぽま
つり   

大館市長木川市民広

場 

10月第2土曜日とその翌日  比内地鶏を使った本場のきりたんぽ鍋が

楽しめる。大々的に行われる行事。各種イベントも催される。参加賞他

がもらえる。  
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大館市 

 

比内とりの市 大館市比内町扇田 1月第4土・日曜日  比内鶏の要素を盛り込んだ冬の祭り。「比内鶏の

供養祭」、「人間比内鶏永唱大会」、「比内鶏ダービー」等が開催され

る。 

 大館桜まつり  大館市（桂城公園） 4月下旬～5月上旬  城址の桂城公園には、ソメイヨシノが咲き、市民

が集いお花見を楽しむ。岩神ふれあいの森公園では５月に入ると２２種

一万本の桜が咲き乱れる。 

 全国秋田犬展覧会 大館市（桂城公園） 5月3日  全国の秋田犬保存会会員が参加、秋田犬が約２００頭ほど出
品され、体躯や容姿、気質などが審査される。 

 大館バラまつり  大館市石田ローズガ

ーデン  

6月上旬～6月下旬  世界各国のバラ６００種が開花。期間中にはバラ

のコンテストも開催。 

 田代名産たけのこま
つり   

大館市  6月中旬  たけのこ・タケノコ製品の販売等やイベントの実施。  

 市日まつり  大館市中町通り柳町 6月下旬・9月下旬  新鮮な特産品が盛りだくさんの露店が約１００店並

ぶ。 

 全国鮎つり大会   河川公園つりきち広

場  

8月中旬  田代を流れる早口川は天然鮎の宝庫。釣人が腕を競う。  

 本場大館きりたんぽま
つり   

大館市長木川市民広

場 

10月第2土曜日とその翌日  比内地鶏を使った本場のきりたんぽ鍋が

楽しめる。大々的に行われる行事。各種イベントも催される。参加賞他

がもらえる。  

北秋田

市 

阿仁の樹氷まつり  北秋田市 

森吉山阿仁スキー場 

1月～3月 ゴンドラ山頂駅舎からも見ることができ、徒歩５分でアオモリト

ドマツの樹氷群を観賞出来る。   

 もちっこ市 北秋田市綴子 大太

鼓の館前 

2月第2土曜日とその翌日  鷹巣で昔から農家などで作られた手作りの

餅の市。草餅やお焼き、干し餅など餅捲きの実演もある。 

 鷹巣中央公園さくらま
つり  

北秋田市南鷹巣 4月下旬～5月上旬 約1千本の桜の木があり、水辺と樹木の景観が美

しいことで知られる。 

 森吉山山開き 森吉神社  毎年5月4日 森吉山の前岳まで春山登山を行い、前岳の神社でシー

ズン中の無事故を祈願する。森吉山の５合目付近にあるコメツガ山荘に

集合した後、残雪を踏みしめながら、一ノ腰を越え森吉神社までの約

3.6kmを登る。 

 ふるさと踊りと餅っこ

祭り 

北秋田市鷹巣 

鷹ノ巣駅前・銀座通り

6月第1日曜日 婦人や子供約６００人による太鼓と踊りのパレードがあ

り、綴子大太鼓も共に登場する。各種餅の販売も行われる。 

 太平湖湖水開き  北秋田市太平湖太平

グリーンハウス  

6月上旬（１日） 太平湖・小又峡の観光シーズンの幕開けであり、遊覧

船森吉丸から湖畔の風景や名勝小又峡を散策。 

 阿仁の花しょうぶ祭り 北秋田市阿仁小沢 7月上旬～中旬 約１３０種、１００万本のしょうぶが咲く。 
 たかのす米代川花火
大会 

北秋田市 鷹巣橋

下・米代川河川敷  

7月中旬  県北では、最も早い時期に開催される花火大会。約5千発

が米代川の水面を飾る。  

 あじさいまつり 合川翠雲公園 7月中旬  ９種類２５００株の「あじさい」の散策路がある。他各種イベント

も開催される。 

 森吉山麓七夕火まつ
り  

北秋田市阿仁前田中

川原河川敷公園 

8月7日 各集落の七夕行事を一同に集め、打ち上げ花火、創作花火、

灯籠流し、七夕踊りなどを阿仁川河畔で繰り広げる火祭り。 

 異人館フェスティバル 阿仁合駅異人館前広
場 

8月15日 異人館前広場を中心に、ドイツビアガーデン、ドイツ音楽等。

ドイツからお客様も迎え国際交流の場ともなる。 

 阿仁の花火と灯籠流
し 

北秋田市阿仁銀山 8月16日 灯籠流し、花火大会が行われる。 

 合川まと火・ふるさと

まつり  

合川町駅前通り・役

場前広場・合川橋周

辺 

8月中旬 タント節、まとび音頭による通り踊りの他、当町の伝統芸能「獅

子舞」「駒踊り」等、阿仁川沿いに２ｋｍにわたる炎の郷宴。 

 北緯40°秋田内陸リ
ゾートカップ100キロチ

ャレンジマラソン  

角館広域交流センタ

ー～鷹巣阿仁広域交

流センター  

9月 みちのく小京都角館町をスタートし大太鼓の町鷹巣にゴールする

距離100キロのウルトラマラソン大会。マタギの里阿仁をスタートする50キ

ロ部門もある。 

 太平湖紅葉まつり  北秋田市（太平湖小
又峡） 

体育の日前日～第４日曜日（10月） 錦の衣を着飾る太平湖遊覧と小

又峡散策の後は、ナメコ汁のサービス、特産品販売もある。 
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山野草展示会 小田沢 5月に実施 上小阿

仁村 太平山山開き 萩形 6月に実施、村民登山 

 小阿仁川川下り 上小阿仁村 上小阿仁村の環境保護を考えてもらおうと平成11年から実施。7月に行

われる。 

 特産物特売フェア 
ほおずき市 

小田沢 8月に道の駅で実施 

 おらがふるさとフェス
ティバル 

上小阿仁村 商工会が中心となり、平成18年から、８月の盆に「小沢田駒踏み」「大林

獅子踊り」などの村内の郷土芸能、太鼓演奏などを行っている。 

 上小阿仁・五城目間
駅伝 

上小阿仁村～五城目

町 

10月上旬に行われる。 

 萩形紅葉祭り 萩形 10月中旬に行われる。 

 産業祭 小田沢 10月末頃に実施。 

能代市 こども冬まつり  能代市渟城第二小学

校 

毎年2月第１土・日曜日 馬そり運行、マラソン、わんぱく相撲、綱引き、

雪山競技など、小学生を中心としたこどもたちが対象のイベントを多数

開催。  

前夜祭では、たくさんのミニかまくらにローソクで明かりを灯す「彩ナイト」

が行われる。 

 全市凧揚げ大会 能代港５千トン岸壁 4月下旬（最終日曜日） 能代凧（武者絵・ベラボー凧）をはじめアイデア

凧・大凧・的凧等、県内各地の凧の競演。又各種種目により技やアイデ

アを競う。 

 能代公園さくらまつり 能代公園 4月下旬～5月上旬 吉野桜を主体に約９００本が咲き誇る中、露店が出

店する 

 きみまち阪桜まつり  県立自然公園きみま
ち阪 

4月中旬～5月上旬 屏風岩をバックに１５００本のソメイヨシノが咲き乱れ

る桜の名所です。桜の後はツツジが咲き乱れ、きみまち阪は真紅に染ま

る。夜はライトアップされ、昼とは違う幻想的な姿を見せてくれる。 

 能代公園つつじまつ
り  

能代公園 5月中旬～下旬 公園内に４千本あまりのつつじ 

 きみまち阪つつじまつ
り  

きみまち阪公園 5月初旬～末日 公園内に点在する奇岩怪石、そしてその空間に群生

する「つつじ」のコントラストが見事です。 

 ふたつい白神郷土の

森・春の自然観察会 

ふたつい白神郷土の

森 

6月中旬  さわやかな新緑のブナ林を歩き自然を堪能しながら、森林

や環境について考える。 

 能代港まつり花火大
会 

能代港下浜埠頭  7月20日 能代発祥「幻想花火」等が、能代の夜空を彩ります。 

 みなとまつり 能代港５千トン岸壁 7月第３月曜日（海の日）前後  物産展、屋台村、インポートフェア、フリ

ーマーケット等 

 こども七夕 能代市内一円 8月3日 各町内の子供達が、それぞれ工夫を凝らした灯籠を繰り出し

練り歩く。 

 秋田杉の里二ツ井ま
つり  

道の駅二ツ井 8月上旬 東北四大祭りに合わせ、木工品や特産品の展示即売会など

がおこなわれる。 

 おなごりフェスティバ
ル  

能代市畠町大通 9月第２土曜日 東北を中心とした全国の有名な夏祭りを一堂に集め

て、一挙に披露する。 

 ふたつい白神郷土の
森・秋の自然観察会 

ふたつい白神郷土の

森 

10月初旬 紅葉の郷土の森で、小滝山(614m)頂上を目指すグループ

と、避難小屋周辺を散策するグループにわかれ、自然を観察。 

 きみまちの里フェステ
ィバル 

二ツ井勤労者体育セ

ンター 

10月第３週土・日曜日 二ツ井町の特産品の展示販売を行うほか、県

内外から約2,000人のランナーが参加しマラソンを実施。 

 きみまち阪公園紅葉
祭り 

きみまち阪公園 10月中旬～11月上旬 巨大な奇岩の屏風岩が連なり、絶壁にしがみつ

く緑の松と真っ赤に燃える紅葉との調和が美しく、まさに絶景です。 

 きみまち阪郷土芸能
合同発表会 

きみまち阪公園 11月3日 切石作々楽踊り、富根報徳番楽、羽立大神楽など町内１１団

体の郷土芸能が、きみまち阪公園で一堂に会し披露される。 

藤里町 白神山地・みどりの日

の集い 

小岳、岳岱、田苗代

湿原、太良峡 

6月4～5日 小岳登山、岳岱、田苗代湿原、太良峡など散策 

 真夏のブナ林と暗門
の滝散策 

岳岱、田苗代湿原、

暗門の滝、太良峡 

8月13～14日 岳岱、田苗代湿原、太良峡、暗門の滝散策 

 駒ヶ岳山開き登山 藤里駒ヶ岳 5月第２または第３日曜日 残雪の駒ヶ岳を登山するほか、岳岱、田苗

代湿原を散策する。 
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藤里町 湯の沢温泉祭 藤里町藤琴字湯の沢

地内 

8月上旬 高山太鼓白神会による和太鼓の演奏。 

 駒ヶ岳紅葉登山 藤里駒ヶ岳ほか  10月第２週日曜日 藤里駒ヶ岳（藤駒岳、1,158m）に登り、紅葉の白神

山地を探勝する。 

 藤里峡ハイキング 岳岱自然観察教育

林、藤里町太良峡ほ

か  

10月第２週日曜日 推定年齢400年のブナに守られた岳岱自然観察教

育林、太良（だいら）峡などを散策し、紅葉の白神山地を探勝する。 

 素波里紅葉祭り 藤里町素波里国民休

養地猿ケ瀬園地 

10月中旬  駒ケ岳山頂付近の紅葉が終わると素波里国民休養地猿ケ

瀬園地付近の紅葉が真っ盛り。各種イベントが開催され賑わう。 

三種町 森岳温泉冬まつり  三種町(森岳温泉街・

惣三郎沼公園) 

2月上旬 森岳温泉街の街灯や看板の光を消し、かがり火・ミニかまくら

キャンドルなどにより演出する。 

 房住山山開き 三種町房住山 2月下旬 ３３観音像や可憐な高山植物を楽しみながらの登山。 

 サンドクラフト ｉｎ 八
竜 

三種町釜谷（釜谷浜

海水浴場） 

７月下旬～８月上旬 砂を素材にして様々な像を製作する。砂像製作

体験コーナーや特産品メロンにちなんだイベントなど多彩 

 縄文王国サマーフェ
スティバル  

三種町鹿渡 8月上旬  縄文ページェント「琴の湖」と町商工会主催の縄文王国サマ

ーフェスティバルが合体し、より縄文色の強いイベントになった。 

 森岳温泉夏まつり  三種町（森岳温泉街・
惣三郎沼公園） 

8月下旬 １日目は仮装盆踊り、郷土芸能、２日目はわんこじゅんさい、

ボートレース、野外コンサート、大花火大会などが行われる。 

 羽根川ダム観光湖水
まつり  

三種町羽根川ダム周

辺 

9月上旬 初秋のダム湖畔で楽しむ祭り。散策路を使ってウォークラリー

や様々なショーを行う。 

 秋の房住山登山 三種町 房住山 10月下旬 紅葉を楽しみながら、秋の房住山を登山する。 

八峰町 ハタハタの里はちもり

「雪゛っ子まつり」 

御所の台ふれあいパ

ーク  

1月第４土・日曜日 雪像コンクール、雪合戦世界選手権、輪っこ投げ

漁大会、雪゛っ子スタンプラリー、大鱈宝引き大会など 

 山村広場桜まつり  八峰町御所の台 4月中旬～5月上旬  

 自然観察会“ミネザク
ラをみよう” 

八森ぶなっこランド他 5月最終日曜日か、6月第１日曜日 新緑の白神山地－二ツ森－山頂

付近に咲く「ミネザクラ」を観察。 

 ラベンダー祭り 八峰町ポンポコ山公

園西海岸ハーブ園 

6月下旬～7月中旬 、「ラベンダー刈取り体験」や「ハーブグッズ製作体

験」といった様々なイベント  

 ホタルフェスティバル 八峰町水沢川上流 7月第３週月曜日 ホタルの観賞ほか、バーベキューやイワナのつかみ
取りなど、親子で楽しめるイベント 

 雄島花火大会 八峰町中浜（海浜地） 8月15日 日本海に浮かぶ雄島から花火がうち上げられる。 

 ハタハタの里ブリコ祭

り 

八峰町各所 8月15日 日中は事前に段ボールで作り上げた舟で距離やアイディアを

競うイベントが行われる。夕方にはメイン会場でハタハタ灯篭を担ぎ、ユ

ニークなハタハタ音頭を踊る 

 三尺たんぽ祭り 八峰町御所の台ふれ

あいパーク  

9月第3日曜日 秋田名物きりたんぽの大きなもの（３尺）を作り販売する

とともにイベントを行う。 

 自然観察会“つつま
れてブナの白神”  

八森ぶなっこランド他 10月第１または第２日曜日 紅葉の白神山地のブナ原生林につつまれ

ながらの自然観察。 

男鹿市 男鹿の鯛まつり  男鹿市門前地区 5月15日～6月30日 男鹿半島で獲れた活きのいい天然真鯛を味わう。

 日本海メロンマラソン 館山近隣公園 8月上旬 北緯の４０度の若美路を走る。種目は一般２０ｋｍから３．６ｋｍ

のペアの部まであり、大人から子供まで参加することができる。  

 寒風山まつり  男鹿市寒風山  9月中旬 五箇条の御誓文が書かれた「誓の御柱」で行う記念式典に伴

ったアトラクションをもりこんだ祭典 

 秋田船方節全国大
会 

男鹿市船川港 11月第３土・日曜日 秋田船方節の発祥地男鹿で全国の民謡愛好家

が集い自慢ののどを披露し、全国一を競う大会 

大潟村  菜の花まつり  大潟村多目的運動広

場  

5月上旬 菜の花が咲き乱れるなか、各種ショーやグランドゴルフなどの

イベントが行われる。 

 ワールド・エコノ・ムー
ブ  

大潟村 ソーラースポ

ーツライン  

5月上旬 手のひらサイズのバッテリーだけをエネルギー源にどれだけ走

れるかを競う。 

 全日本ソーラーカー・
チャンピオンシップ  

大潟村 ソーラースポ

ーツライン  

7月下旬～8月上旬 ソーラーカー・レース。 

 ジャンボカボチャ秋田
県大会 

大潟村多目的運動広

場 

9月15日 ジャンボカボチャの重量を競う他、重量当てクイズ、カボチャ

抱え込み競技、種飛ばし競技等を開催。 
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青森県 

深浦町 グルメinふかうら   深浦町 2月の毎週土曜日 冬の日本海で水揚げされた捕れたての海の幸を味

わうグルメツアー。 

 白神岳登山大会 深浦町 7月第2日曜日 白神の新緑を満喫する。 

 黄金の日本海深浦海

まつり   

深浦町 8月14・15日 深浦は、帆船時代の日本海交易盛んな頃、北前船の風

待ち湊として栄えた。昭和61年に復元された北前船「辰悦丸」の寄港を

記念して始まった祭。 

 夕陽海岸マラソン大
会 

深浦町 9月最終日曜日 旧深浦町を南北に縦断する国道101号の長さが

42.195kmと、フルマラソンと同距離であることにちなんで始まった。毎

年、有名ランナーをゲストに招く。 

 津軽深浦チャンチャ

ンまつり   

深浦町 10月第3土・日曜日 地元産の捕れたての鮭と野菜を鉄板の上で焼き、

特製の味噌だれで食べる“グルメまつり”です。「チャンチャン」の名称

は、昔、地元の漁師が北海道の漁場に出稼ぎに行ったとき、親方に見

つからないように“ちゃんちゃんこ”を頭からかぶり、スコップを鉄板がわり

に鮭を焼いて食べたという逸話に由来する。 

 ヨールプッキまつり  深浦町 12月第2土・日曜日 サンタクロースの故郷フィンランドからサンタクロー

ス（ヨールプッキ）とその手伝いをする子供たち（トント）がやってきて、フィ

ンランドの歌と踊りなどを行うクリスマスにちなんだイベント 

鰺ヶ沢

町 

冬のミニ白神散策体

験  

鰺ヶ沢町 2月の毎土・日曜日 普段は気軽に足を踏み入れることができない冬の

ブナ林の中で、スノーシューを履いて散策します。 

しらかみ冬祭り 西目屋村 2月中旬～下旬 紙風船打ち上げや打ち上げ花火を行う。  西目屋

村 カヌージャパンカップ 西目屋村（岩木川） 6月 全国のパドラーがタイムを競い、ランキングを争う競技大会。 

 白神夏祭り 西目屋村 7月 盆踊りなどのイベントで夏の夜を演出。模擬店などもある。 

 白神・西目屋新そば
祭り 

西目屋村 10月 「そば無料試食会」「そば打ち体験」など各種イベント。 

 子どもパークレンジャ
ー 

白神山地世界遺産ｾ

ﾝﾀｰ 

3月 白神の冬体験スノーキャンプ 

 カナディアンカヌー体
験 

砂川学習館 5月 カナディアンカヌーのあやつり方を指導。 

 ミズナラノ径観察会 
ブナの草木染め体験

会 

砂川学習館 6月 「ミズナラノ径」を散策し山野草を観察。 

   ブナを煮出した染め液で染め体験。 

 ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰふれあ
いデー 

白神山地ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀ

ｰ 

7月 ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰを開放し、各種イベントを企画。     

 子どもパークレンジャ
ー・白神山地端材ア

ート展 

白神山地世界遺産ｾ

ﾝﾀｰ 

7月 ブナの森と秋田天然杉の森調査、ﾏﾀｷﾞのキャンプ 

端材に描いた白神山地のアート展 

 夏休み子供体験会 砂川学習館 8月 沢で生物を採集し観察、木工細工体験。 

 山の生活体験 
ぞうりづくり体験 

砂川学習館 9月 炭焼き（窯だし）と豆腐づくり。 

「ワラぞうり」を実際に作る。 

 木の実収穫体験 

正月用しめ飾りづくり

体験 

砂川学習館 10月 「ミズナラの径」散策し、ドングリやクリ拾い。 

ワラでしめ飾りを作る。 

 青森県の野鳥 白神山地ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀ

ｰ 

１０月～11月 青森県に生息する野鳥展  

 白神山地写真展 白神山地ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀ

ｰ 

１２月～１月 自然観察会で撮った写真展  

 
 


