
 

- 1 - 

宮古港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

瓶ドン  
  

岩手県沿岸では獲れたてのウニを瓶に入れて保存します。 

そこをヒントに考案されたのが、宮古の新しいご当地グルメ「瓶ドン」。 

瓶の中には宮古の海の幸がたっぷり。あたたかいご飯の上にかけて食べるどんぶり飯です。 

  
 

 所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

 

関連リンク  

お問合せ【宮古観光文化交流協会】 

電話番号: 0193-62-3534（直通）l メールアドレス: info@kankou385.jp 

ホームページ: http://www.kankou385.jp/ 

 

宮古市魚菜市場  
  

魚市場に水揚げされたばかりの新鮮な魚介類と、地元の農家で生産された健康野菜が並ぶ、宮古の台所です。 

  
 

 

所在地・開催地 〒027-0072 岩手県宮古市五月町 1-1  

アクセス ツアー:港より車で約 15 分 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

3 台 

関連リンク 

宮古市魚菜市場 
http://www.gyosai.jp/ 
宮古観光文化交流協会 
http://www.kankou385.jp/ 

お問合せ【宮古市魚菜市場】 

電話番号: 0193-62-1521 

 

シートピアなあど  
  

「道の駅みやこ・みなとオアシスみやこ」のシートピアなあどでは、観光案内をはじめ、地域のお土産、新鮮な野菜や鮮魚

を販売しています。また、地元食材を使用した料理を提供するレストランもあります。 

  
 

   所在地・開催地 〒027-0004 岩手県宮古市臨港通 1-20   

アクセス 港より車で約 8 分 （約 3km） 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

21 台 

関連リンク 
シートピアなあど 
http://oasis385.jp/ 

お問合せ【シートピアなあど】 

電話番号: 0193-71-3100 

ホームページ: http://oasis385.jp/ 

 

mailto:info@kankou385.jp
http://www.kankou385.jp/
http://www.gyosai.jp/
http://www.kankou385.jp/
http://oasis385.jp/
http://oasis385.jp/
http://www.google.co.jp/maps/@39.646461,141.946082,17z
http://www.google.co.jp/maps/@39.638979,141.970114,17z
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宮古港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

道の駅たろう  
  

道の駅「たろう」は、産直・交流施設や たろう潮里ステーション、道路情報提供施設、個人商店などが立ち並んでいて、 

田老地区の再生・創生に向けた住民活動の交流場所や三陸ジオパークのゲートウェイとして位置付けられています。 

  
 

 所在地・開催地 〒027-0307 岩手県宮古市田老２丁目 5-1   

アクセス 港より車で約 25 分 （約 15km） 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

12 台 

関連リンク 

道の駅公式ホームページ 

https://www.michi-no-eki.jp/stations/view/149 

宮古市ホームページ 

https://www.city.miyako.iwate.jp/taro-shisho/michinoeki_tarou_1.html 

お問合せ【田老総合事務所】 

電話番号: 0193-87-2971（直通） 

 

浄土ヶ浜  
  

三陸復興国立公園の中心となる浄土ヶ浜は、宮古を代表する景勝地です。 

平成 24 年 1 月には、国の名勝に指定されています。鋭くとがった白色流紋岩の白い岬は、紺碧の海、緑のアカマツのコン

トラストでさらに際立ち、四季折々さまざまな表情を魅せてくれます。 

  
 

 所在地・開催地 〒027-0001 岩手県宮古市日立浜町 32  

アクセス ツアー:港より車で約 15 分(約 6km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

7 台 

関連リンク 

浄土ヶ浜レストハウス 
http://www.kankou385.sakura.ne.jp/resthouse/ 
宮古観光文化交流協会ホームページ～浄土ヶ浜～ 
http://www.kankou385.jp/sightseeing/nature/index_01.html 

お問合せ【宮古市産業振興部観光課】 

電話番号: 0193-68-9091（直通）l メールアドレス: kanko@city.miyako.iwate.jp 

ホームページ: http://www.city.miyako.iwate.jp/kanko/jyoudogahama.html 

 

龍泉洞  
  

日本三大鍾乳洞の一つとされ、洞内に棲むコウモリと共に国の天然記念物に指定されています。悠久の時が生んだ芸術品の

ような鍾乳石や、世界有数の透明度の目の覚めるような青い地底湖など、一度見れば忘れられない感動を味あわせてくれま

す。 

  
 

 所在地・開催地 〒027-0501 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字神成 1-1  

アクセス 
ツアー: 港より車で約 50 分(約 46km) 
個人:電車で三陸鉄道リアス線「岩泉小本駅」下車約 20 分(約 18km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

8 台 

関連リンク 

岩泉町観光協会ホームページ 
http://www.iwaizumikankou.com/ 
龍泉洞ホームページ 
http://www.iwate-ryusendo.jp/ 

お問合せ【龍泉洞事務所】 

電話番号: 0194-22-2566  l メールアドレス：iwaizumi-info@town.iwaizumi.lg.jp 

ホームページ: http://www.iwate-ryusendo.jp/ 

  

https://www.michi-no-eki.jp/stations/view/149
https://www.city.miyako.iwate.jp/taro-shisho/michinoeki_tarou_1.html
http://www.kankou385.sakura.ne.jp/resthouse/
http://www.kankou385.jp/sightseeing/nature/index_01.html
mailto:kanko@city.miyako.iwate.jp
http://www.city.miyako.iwate.jp/kanko/jyoudogahama.html
http://www.iwaizumikankou.com/
http://www.iwate-ryusendo.jp/
http://www.iwate-ryusendo.jp/
http://www.google.co.jp/maps/@39.73750,141.97204,17z
http://www.google.co.jp/maps/@39.652652,141.978556,17z
http://www.google.co.jp/maps/@39.860238,141.796922,17z
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宮古港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

みちのく潮風トレイル  
  

青森県八戸市から福島県相馬市までの海岸線を中心に設定されたトレッキングコース。 

約１０００㎞あるコースは森・川・海・里と大自然を堪能することができます。宮古地域には浄土ヶ浜や潮吹穴、 

日出島など見所満載なトレッキングコースがあります。 

  
 

 所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

 

関連リンク 

浄土ヶ浜ビジターセンター  

http://jodogahama-vc.jp/ 

みちのく潮風トレイル（環境省）  

http://tohoku.env.go.jp/mct/ 

 お問合せ【浄土ヶ浜ビジターセンター】 

電話番号: 0193-65-1690 l メールアドレス:   info@jodogahama-vc.jp 

ホームページ: http://jodogahama-vc.jp/ 

 

三王岩  
  

高さ 50 メートルの男岩を中心に、左側が女岩、右側が太鼓岩の 3 つの巨岩からなっており、白亜紀の砂岩、れき岩の水平

な縞模様を見せています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒027-0322 岩手県宮古市田老字青砂里  

アクセス 港より車で約 30 分 (17km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

 

関連リンク 

宮古観光文化交流協会 
http://www.kankou385.jp/sightseeing/nature/index_11.html 

三陸ジオパークオフィシャルサイト 
http://sanriku-geo.com/geosite/60/ 

お問合せ【宮古市産業振興部観光課】 

電話番号: 0193-68-9091  l メールアドレス：kanko@city.miyako.iwate.jp 

ホームページ: http://www.city.miyako.iwate.jp/sightseeing.html 

 

北山崎  
  

南北 8 キロの海岸線にわたる高さ 200 メートルの大断崖。三陸屈指の景勝地を小さな船に乗って近くで眺められるさっぱ

船ツアーも人気です。 

  
 

 

所在地・開催地 〒028-8402 岩手県下閉伊郡田野畑村北山 129-10  

アクセス 
ツアー:港より車で約 60 分(約 57km) 

個人:電車で三陸鉄道リアス線「田野畑駅」下車約 15 分(約 10km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

10 台 

関連リンク 

田野畑村ホームページ 
https://vill.tanohata.iwate.jp/kankou/see/kitayamazaki.html 
三陸ジオパークオフィシャルウェブサイト 
http://sanriku-geo.com/geosite/36-2/ 

お問合せ【田野畑村総合観光案内所】 

電話番号: 0194-33-3248  l メールアドレス：taiken-tanohata@car.ocn.ne.jp 

 

http://jodogahama-vc.jp/
http://tohoku.env.go.jp/mct/
mailto:kanko@city.miyako.iwate.jp
mailto:info@jodogahama-vc.jp
http://jodogahama-vc.jp/
http://www.kankou385.jp/sightseeing/nature/index_11.html
http://sanriku-geo.com/geosite/60/
mailto:kanko@city.miyako.iwate.jp
http://www.city.miyako.iwate.jp/sightseeing.html
https://vill.tanohata.iwate.jp/kankou/see/kitayamazaki.html
http://sanriku-geo.com/geosite/36-2/
mailto:taiken-tanohata@car.ocn.ne.jp
http://www.google.co.jp/maps/@39.733103,141.981557,17z
http://www.google.co.jp/maps/@39.97914,141.95185,19z
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宮古港周辺観光情報 
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青の洞窟  
  

「青の洞窟」の異名をもつ八戸穴。季節により青や緑など様々な表情を魅せ、幻想的な空間を作ります。 

  
 

 所在地・開催地 〒027-0001 岩手県宮古市日立浜町 32-4  

アクセス ツアー:港より車で約 15 分(約 5km) 

季節 3 月～11 月 
観光バス 
駐車台数 

7台(浄土ヶ浜駐車場) 

関連リンク 

浄土ヶ浜マリンハウス 
http://www.j-marine.com/ 
宮古観光文化交流協会 
http://www.kankou385.jp/activity/index_05.html 

お問合せ【宮古市産業振興部観光課】 

電話番号: 0193-68-9091（直通） l メールアドレス: kanko@city.miyako.iwate.jp 

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

 

学ぶ防災  
  

東日本大震災の影響で甚大な被害に遭った田老地区の現状と災害の記録を、後世への教訓として伝えることで、防災意識を

高めてもらうためにガイドを行っています。 

田老地区の防災への取り組みとマスコミ未公開映像の上映を、希望時間により案内します。 

  
 

 所在地・開催地 〒027-0307 岩手県宮古市田老２丁目 5-1  

アクセス 
ツアー: 港より車で約 25 分(約 15km) 
個人:電車で三陸鉄道「田老駅」下車後、徒歩 10 分 

季節 通年 観光バス 
駐車台数 

3 台 

関連リンク 

「学ぶ防災」概要（宮古観光文化交流協会ホームページ内） 
http://www.kankou385.jp/bousai/img/gaiyou.pdf 
三陸ジオパークオフィシャルウェブサイト 
http://sanriku-geo.com/geosite/54/ 

お問合せ【宮古観光文化交流協会】 

電話番号: 0193-62-3534（直通）l メールアドレス: info@kankou385.jp 

ホームページ: http://www.city.miyako.iwate.jp/sightseeing.html 

 

黒森神楽 
   

岩手県宮古市の黒森神社に伝わる民俗芸能の神楽です。2006年に国の重要無形民俗文化財に指定されております。 

春になると権現様のお供をして三陸沿岸を巡る 「廻り神楽」が特徴です。 

  
 

 所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

 

関連リンク 
宮古市ホームページ 
https://www.city.miyako.iwate.jp/bnka/kagura.html 

お問合せ【宮古市教育委員会文化課】 

電話番号: 0193-65-7526（直通）l メールアドレス: bnka@city.miyako.iwate.jp 

 

http://www.j-marine.com/
http://www.kankou385.jp/activity/index_05.html
mailto:kanko@city.miyako.iwate.jp
http://www.city.miyako.iwate.jp/
http://www.kankou385.jp/bousai/img/gaiyou.pdf
http://sanriku-geo.com/geosite/54/
mailto:info@kankou385.jp
http://www.city.miyako.iwate.jp/sightseeing.html
https://www.city.miyako.iwate.jp/bnka/kagura.html
mailto:bnka@city.miyako.iwate.jp
http://www.google.co.jp/maps/@39.648499,141.980971,19z
http://www.google.co.jp/maps/@39.73805,141.97595,17z

