「駒ヶ根三十六景」決定
市内の隠れた魅力や資源を発信していこうと、駒ヶ根市とこまがね市民活動支援協会が昨年 12 月に「駒ヶ根三十六景」
の市民投票を実施しました。下記のとおり「駒ヶ根三十六景」が決定いたしました。詳しくは、市報 3 月号に折り込みの
チラシをご覧ください。

駒ヶ池

伊那峡

１ 太田切川

２ 切石公園

３

河川の巨石と緑のコントラスト、
こ
まくさ橋からの南アルプスの眺望。
遊歩道沿いに900本のカエデ、左
岸に
「山野草園」
があります。

カラマツ並木から入ると、
巨石と夫
婦池が目に入ります。
約６万年前の
土石流で運ばれた幾つかの奇石は
古代のパワーを感じます。

四季を通じて中央アルプスの眺望、
湖 面の 逆さ宝 剣 は 記 憶に残りま
す。真青の空、
ツツジ、
桜、
白樺、
こ
の自然は宝です。

４ 池山

５ 大沼湖周辺

６ 光前寺

標高1774ｍの山頂からは中央アル
プスの千畳敷が眼前に迫ります。
登山道にはツツジやミズナラ、白
樺等が見られます。

湖面に二つのアルプスが映えてい
ます。
福寿草、
座禅草、
桜、
紅葉。
近
くには旧市庁舎があり、駒ヶ根の
歴史を感じられます。

駒ヶ根高原の天台宗の古刹です。
東には南アルプスの山並みが映え
て、枝垂れ 桜や周辺のスイセンも
人気です。

標 高1331ｍの 山 頂 からの 眺 望は
素晴らしく、天竜川と両岸の田園
地帯、雄大な中央アルプスの山並
みが映えます。

８ 家族旅行村

９ 南割公園周辺

25

キャンプ施設、日帰り温 泉や家族
で楽しめる運動施設があります。
芝生の広場からは南アルプスの眺
望が楽しめます。

アルプス球場と、
日本最小のハッチ
ョウトンボや在来種のメダカが観
られるトンボ観察園があります。
東
には南アルプスが広がります。

天竜川に架かる下平と東伊那を結
ぶ橋です。二重アーチの曲線が特
長で、中央アルプスの山並みに映
えて美しく輝きます。

７

古城公園

「あかつきの 塔」からの市 街 地と
南アルプスの眺望は見事です。桜
とツツジ、白樺林の散策を楽しめ
ます。

10

大徳原周辺

西に仙涯嶺、
南駒ヶ岳の山々が
え、
東に南アルプスの連山を望みま
す。
アルプスがふたつ映えて身も心
も自然に抱かれます。

13

五十鈴神社

旧上穂村の鎮守。
大鳥居と桜が寄
り添う姿が美しい。秋の例大祭で
は氏子たちが筒花火の火の粉の中
を勇壮に競います。

16

丸塚公園と南下平

里山を背景に田園風景が美しく、
天竜川堤防を散策すれば段丘越し
に中央アルプスの山並み、天竜の
青い空が広がります。

11

太田切川鉄橋

大正３年に架けられた橋で、石積
み橋 脚の鉄橋です。中央アルプス
を背景に電 車が通る、鉄道ファン
に人気の場所です。

14

すずらん公園

市街の中心にある文化の香りが高
い、市民の憩いの公園です。四 季
桜や紅葉が中央アルプスに映え、
カリヨンの音が響きます。

17

馬見塚公園

春の桜、ミツバツツジが 池に映え
る様は絵になります。池の端から
は赤松越しに中央アルプスと南ア
ルプスを望むことができます。

12

共楽園

様々な石碑を集めた、歴史のある
公園で、機 関 車「Ｄ５１」が目をひ
きます。
春は桜や藤、
山吹が彩る、
市民の憩いの場です。

15

美女ヶ森(大御食神社)

樹齢1100年余の御蔭杉、
本殿の見
事 な 彫 刻、荘 厳 な社 殿 を 囲 む 社
叢。
秋祭には氏子が練り歩き、
時代
絵巻を繰り広げます。

18

中田切川鉄橋

鉄道ファンに人気のΩカーブです。
辻沢の桜が咲く頃、
鉄橋をゆっくり
走る電車を入れて中央アルプスの
山並みは絶景です。

19

天竜川七峡谷の一つです。展望台
から見 上げると猿 岩 の 奇 岩 があ
り、北の城橋は吊り橋で、その朱
色は川面に映えます。

22 高鳥谷山

駒見大橋

20 火山峠付近の田園風景

火山峠の頂上近くに枝ぶりの良い
「芭蕉の松」
があります。振り返る
と、山間に棚田が広がり、集落越
しに陣馬形山が見えます。

23

善福寺西方の石仏群

大久保には石碑や石仏が数多く、
守 屋 貞治 作 の 石 仏も数 体 ありま
す。南西側の桜の向こうに中央ア
ルプスが望めます。

26

ふるさとの丘とその周辺

21

高鳥谷神社社叢

参道では樹齢数百年の赤松林が迎
えてくれます。神社の社叢は県の
天然記念物に指定され、林の奥に
社殿が鎮座します。

24

栖林寺

石垣の松越しに中央アルプス、眼
下の景色は四季を通して絵になり
ます。寺の佇まいや境内の枝垂れ
桜は見るものを圧倒します。

27

ふるさとの家とその周辺

眼下に天竜川、駒ヶ根市街 地、遠
く中央アルプスを望む。落日ととも
に刻々と変わる黄昏時。信州サン
セット百選のひとつです。

ふるさとの家が宮沢峠方面入口に
あります。眼下にりんご畑が広が
り、春は白い花、秋は紅い実りが
青い空に映えます。

29 かっぱ館と天竜大橋

30

標 高1681ｍの 名 峰 か ら は 中 央、
南、北アルプス、伊 那谷の眺望が
素晴らしい。ブナやウダイカンバな
どの林が四季の彩りを添えます。

堤防から見る天竜川の流れ、下平
の田園風景と河岸段丘、中央アル
プスの山並み。河童の顔をモチー
フにした建物が際立ちます。

春には桜とミツバツツジが残雪の
中央アルプスと競演。故郷の懐か
しい風が寺院の中を通り抜けて、
本曽倉の花桃も必見です。

31 夕陽の丘

32

天竜川を見下ろす田園風景の中に
｢夕陽の丘」
があり、梅や桜が咲き
誇り、中央アルプスに沈む夕陽を
眺める至福の刻が流れます。

山門が反対側を向く珍しい寺で、
桜の巨木に覆われた古刹です。参
道からの中央アルプスの山並みは
絶景です。

34 吉瀬橋と南向発電所取水堰堤

35

28

戸倉山

赤須峡に静かに佇み、春には山桜
やミツバツツジ、吉瀬橋が川面に
映えます｡堰堤は｢吉瀬ダム｣とも
呼ばれています。

蔵澤寺周辺

吉瀬の山麓

吉瀬の山麓には枝垂れ桜や吉野桜
の景観ポイントがたくさんありま
す。山裾からの中央アルプスの山
並み、天竜川の流れも必見です。

33

桃源院とその周辺

花桃の里

清流沿いに花桃が咲くと正に桃源
郷。芝桜やレンギョウも咲き競い
ます。近くに
「西光の桜」
、八幡神
社からの眺めも素晴らしい。

36

陣馬形山

標高1445ｍの山頂からは中央アル
プス、南アルプス、天竜 川、伊 那
谷が360°に広がります。

