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大船渡港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

大船渡 海鮮丼  
  

大船渡港では、世界三大漁場のひとつ黒潮と親潮が交わる三陸沖漁場から、一年を通してたくさんの魚が水揚げされます。

また、大船渡湾内での養殖業も盛んです。季節により、あわび、かき、うに、ほたて、わかめをはじめ、いか、ほや、なま

こ、さんま、鮭、鮪など、種類豊富で新鮮な海産物を堪能できます。 

  
 

 

 

 

所在地・開催地  

アクセス 港より車で 5分～15分 

季節 通年 

関連リンク 

大船渡市公式ホームページ 
https://www.city.ofunato.iwate.jp 
大船渡市観光物産協会ホームページ 
http://sanriku-ofunato.or.jp 
 

お問合せ【大船渡市商工港湾部観光推進室】 

電話番号: 0192-27-3111 l メールアドレス: ofu_kanko@city.ofunato.iwate.jp 

ホームページ: https://www.city.ofunato.iwate.jp 

  

大船渡 さんま  
  

秋の旬「さんま」の大船渡港の漁獲量は本州一を誇ります。客船歓迎行事会場では、新鮮で美味しい旬の時期に「海産物炭

火焼試食コーナー」として、新鮮な大船渡のさんまをお振る舞いしています。 

そのほか、さんまをラーメンの具材やスープに使った「大船渡さんまら～めん」も大船渡の名物です。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス 港より徒歩 0分～15分 

季節 9月～11月 

関連リンク 

大船渡市公式ホームページ 
https://www.city.ofunato.iwate.jp 
大船渡市観光物産協会ホームページ 
http://sanriku-ofunato.or.jp 
 

お問合せ【大船渡市商工港湾部観光推進室】 

電話番号: 0192-27-3111 l メールアドレス: ofu_kanko@city.ofunato.iwate.jp 

ホームページ: https://www.city.ofunato.iwate.jp 

  

中心市街地エリア（キャッセン大船渡ほか）  
  

港にほど近い商業エリア。コンセプト毎にまとめられた各店舗が「楽しむ・遊ぶ・食べる・つながる」といった様々なサー

ビスを提供しています。エリア内では年間を通じて様々なイベントが開催されるほか、市民の憩いの場として賑わっていま

す。また、銘菓「かもめの玉子」でおなじみの三陸菓匠さいとう総本店かもめテラスでは、和菓子、ケーキ・洋菓子の販売

に加え、製造工程見学コーナー、オリジナルかもめの玉子づくり体験が楽しめます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒022-0002 岩手県大船渡市大船渡町字野々田 10-3  

アクセス 係留バースより徒歩で 10分(1km) 

季節 通年 

関連リンク 

大船渡市公式ホームページ 
https://www.city.ofunato.iwate.jp 
大船渡市観光物産協会ホームページ 
http://sanriku-ofunato.or.jp 
 

お問合せ【大船渡市商工港湾部観光推進室】 

電話番号: 0192-27-3111 l メールアドレス: ofu_kanko@city.ofunato.iwate.jp 

ホームページ: https://www.city.ofunato.iwate.jp 
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大船渡港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

碁石海岸  
  

大船渡の南、末崎半島の東南 6 キロにも及ぶ神秘的な海岸線、国の名勝・天然記念物にも指定されている碁石海岸。奇岩や

島、洞穴が織り成す荒々しさと、潮風にそよぐ松林の静寂さが調和した絶景の地は、長い時間が作り上げた天然の美しさ。

名前の由来となった「碁石浜」には、波に洗われた黒い玉砂利が敷き詰められています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒022-0001 岩手県大船渡市末崎町字大浜  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 20分(10km) 

個人:港よりバス碁石線「碁石海岸」下車すぐ 

季節 通年 

関連リンク 

大船渡市公式ホームページ 
https://www.city.ofunato.iwate.jp 
大船渡市観光物産協会ホームページ 
http://sanriku-ofunato.or.jp 
 

お問合せ【大船渡市商工港湾部観光推進室】 

電話番号: 0192-27-3111 l メールアドレス: ofu_kanko@city.ofunato.iwate.jp 

ホームページ: https://www.city.ofunato.iwate.jp 

  

平泉 世界文化遺産  
  

平泉には、浄土思想の考え方が反映された中尊寺などの仏教寺院や、毛越寺庭園などの浄土庭園があります。当時の人々が

思い描いている「浄土」として重要な意味を持っていた山や川などの自然もそのまままちづくりに活かされ、寺院や庭園と

周囲の自然が一体となって、現世における浄土世界（理想世界）が創り出されました。平泉の理想世界の表現は、他に例の

無いものとされています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒029-4192 岩手県平泉町平泉字花立 44  

アクセス ツアー:係留バースより車で 140分(85km) 

季節 通年 

関連リンク 

いわて平泉世界遺産情報局（岩手県） 
http://www2.pref.iwate.jp/~sekaiisan/l 
平泉の文化遺産（平泉町） 
http://www.town.hiraizumi.iwate.jp/heritage 

お問合せ【平泉町平泉文化遺産センター】 

電話番号: 0191-46-4012 メールアドレス: bunka@town.hiraizumi.iwate.jp 

ホームページ: http://www.town.hiraizumi.iwate.jp/site/ 

 

猊鼻渓（一関市）  
  

日本百景の一つに数えられる猊鼻渓は、砂鉄川が石灰岩を侵食してできた約 2ｋｍの渓谷で、川岸には高さが 100ｍを超す

断崖絶壁がそびえ、国の名勝にも指定される幻想的な深山幽谷となっています。猊鼻渓の名物として知られるのが、船頭が

棹一本で巧みに舟を操る舟下りで、四季折々の色彩と風情を楽しむことができます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒029-0302岩手県一関市東山町長坂字町 467  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 90分(59km) 

個人:港よりバス岩手県交通㈱一ノ関線「猊鼻渓駅」下車 

季節 通年 

関連リンク 

一関市公式ホームページ 
https://www.city.ichinoseki.iwate.jp 
げいび観光センターホームページ 
http://www.geibikei.co.jp 
 
 お問合せ【一関市役所観光物産課】 

電話番号: 0191-21-2111  

ホームページ: http://www.city.ichinoseki.iwate.jp 
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大船渡港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

伝承園（遠野市）  
  

伝承園は、遠野地方における、かつての農家の生活形態を再現した民俗伝承施設で、園内には国の重要文化財である南部曲

り家「旧菊池家住宅」等があり、伝承行事、昔話、民芸品の製作・実演などが体験できます。また「御蚕神堂（おしらどう）」

には千体のオシラサマが安置され、部屋全体が神秘的な雰囲気に包まれています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒028-0555 岩手県遠野市土淵町土淵 6－5－1  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 90分(53km) 

個人:港よりバス早池峰バス土淵線「伝承園駅」下車すぐ 

季節 通年 

関連リンク 

遠野市公式ホームページ 
http://www.city.tono.iwate.jp 
伝承園ホームページ 
http://www.densyoen.jp/ 

お問合せ【遠野市産業部観光交流課】 

電話番号: 0198-62-2111 

ホームページ: http://www.city.tono.iwate.jp 

 

五葉山  
  

大船渡市・釜石市・住田町にまたがり北上高地に連なる岩手県沿岸最高峰の五葉山。「花の百名山」として全国的に有名な

五葉山は、ツツジやシャクナゲの群落、ミネザクラをはじめ無雪期には数々の美しい花々をみることができます。また、頂

上付近からは眼下に太平洋が広がり、三陸海岸の雄大な景色を楽しめます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒022-0006 岩手県大船渡市日頃市町字上甲子  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 30分(22km) 

個人:港よりバス日頃市線「五葉温泉」下車 

季節  

関連リンク 

大船渡市公式ホームページ 
https://www.city.ofunato.iwate.jp 
大船渡市観光物産協会ホームページ 
http://sanriku-ofunato.or.jp 
 

お問合せ【大船渡市商工港湾部観光推進室】 

電話番号: 0192-27-3111 l メールアドレス: ofu_kanko@city.ofunato.iwate.jp 

ホームページ: https://www.city.ofunato.iwate.jp 

  

大船渡港客船入港歓迎行事  
  

ふ頭の特設会場では、物産販売や大船渡の旬の味覚を味わえるコーナーなど盛りだくさん。「踊る大権現」としては日本一

の「綾里大権現の舞」や郷土芸能、地元の子ども達の踊りや太鼓、吹奏楽などのアトラクションでお出迎え、お見送りし行

事を盛り上げます。市民あげての手づくりの歓迎行事で皆様を心から歓迎します。 

  
 

 

所在地・開催地 〒022-0002 岩手県大船渡市大船渡町字野々田 124  

アクセス 港より徒歩 1分(10m) 

季節 通年 

関連リンク 

大船渡市公式ホームページ 
https://www.city.ofunato.iwate.jp 
大船渡市観光物産協会ホームページ 
http://sanriku-ofunato.or.jp 
 

お問合せ【大船渡市商工港湾部観光推進室】 

電話番号: 0192-27-3111 l メールアドレス: ofu_kanko@city.ofunato.iwate.jp 

ホームページ: https://www.city.ofunato.iwate.jp 
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大船渡港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

奇跡の一本松（陸前高田市）  
  

平成 23 年３月 11 日の東日本大震災。過去の津波から高田のまちを護って来た約７万本の高田松原もほとんどが流された

中、唯一耐え残ったのが「奇跡の一本松」です。この奇跡の一本松を復興のシンボルとして、高田松原津波復興記念公園が

整備されています。公園内には東日本大震災津波伝承館や道の駅高田松原があり、東日本大震災津波による犠牲者への追悼

と鎮魂や、震災の記録と教訓の後世への伝承とともに、国内外に向けた復興の強い意思の発信の場になっています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒029-2204 岩手県陸前高田市気仙町砂盛 176-6  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 25分(14km) 

個人:港よりバス JR大船渡線 BRT奇跡の一本松駅下車 

季節 通年 

関連リンク 

陸前高田市公式ホームページ 
http://www.city.rikuzentakata.iwate.jp 
東北国営公園事務所ホームページ 
http://www.thr.mlit.go.jp/m-park/memorial_park/takada.html 
 
 お問合せ【陸前高田市企画部まちづくり戦略室】 

電話番号: 0192-54-2111 l メールアドレス: senryaku@city.rikuzentakata.iwate.jp 

ホームページ: http://www.city.rikuzentakata.iwate.jp 

 

サン・アンドレス公園  
  

大船渡港から徒歩５分の場所にあり、展望台からは美しい大船渡湾の景色を臨むことができます。特徴的な公園のネーミン

グは、慶長 16 年(1611 年)、スペイン使節団が大船渡港に入港した日が聖アンドレスの祭日であったことから、これを記念

して大船渡湾を「サン・アンドレス」と命名したという故事が由来となっています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒022-0002 岩手県大船渡市大船渡町字笹崎  

アクセス 港より徒歩 5分(200m) 

季節 通年 

関連リンク 

岩手県公式ホームページ  
https://www.pref.iwate.jp/ 
大船渡市観光物産協会ホームページ 
http://sanriku-ofunato.or.jp/ 

お問合せ【岩手県沿岸広域振興局土木部 大船渡土木センター】 

電話番号: 0192-27-9919  

ホームページ: https://www.pref.iwate.jp/ 

  
  

  
三陸・大船渡夏まつり  

  
 

東北最大級の海の祭典。まつり会場の大船渡駅周辺では、「市民道中踊り」などが賑やかに繰り広げられます。フィナーレ

には、水中花火など多種多様な約 8 千発の花火と、イルミネーションで飾られた海上七夕船団湾内巡航パレードが豪華競

演。直近で打ち上がる花火は迫力満点です。 

  
 

 

所在地・開催地 〒022-0002 岩手県大船渡市大船渡町字茶屋前 42  

アクセス 港より徒歩 10分(900m) 

季節 8月第 1金曜日・土曜日 

関連リンク 

大船渡市公式ホームページ 
https://www.city.ofunato.iwate.jp 
大船渡市観光物産協会ホームページ 
http://sanriku-ofunato.or.jp 
 
 お問合せ【大船渡市商工港湾部観光推進室】 

電話番号: 0192-27-3111 l メールアドレス: ofu_kanko@city.ofunato.iwate.jp 

ホームページ: https://www.city.ofunato.iwate.jp 
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