
番号 エリア 名   称 番号 エリア 名   称

1 1 下郷町 大内宿 27 1 南会津町 南郷 大橋の清水堂

2 2 下郷町 中ノ沢観音堂 28 2 南会津町 南郷 花泉酒造

3 3 下郷町 八幡の大ケヤキ 29 3 南会津町 南郷 道の駅きらら289

4 4 下郷町 不動桂 30 4 南会津町 南郷 奥会津博物館南郷館

5 5 下郷町 道の駅しもごう 31 5 南会津町 舘岩 鹿島神社 トチの大木

6 6 下郷町 高倉山湧水(⾧寿の水) 32 6 南会津町 舘岩 道の駅番屋

7 7 下郷町 養鱒公園 33 7 南会津町 舘岩 歓満の滝

8 8 下郷町 大川ふるさと公園 34 8 南会津町 舘岩 たのせふる里公園

9 9 下郷町 湯野上温泉駅 35 9 南会津町 伊南 屏風岩

10 10 下郷町 観音沼森林公園 36 10 南会津町 伊南 古町の大いちょう

11 11 下郷町 下郷町物産館 37 11 南会津町 伊南 大桃の舞台

38 12 南会津町 田島 南泉寺

12 1 檜枝岐 道の駅尾瀬檜枝岐 39 13 南会津町 田島 徳昌寺(山寺)

13 2 檜枝岐 安宮清水 40 14 南会津町 田島 田出宇賀神社・熊野神社

14 3 檜枝岐 ミニ尾瀬公園 41 15 南会津町 田島 国権酒造

15 4 檜枝岐 六地蔵 42 16 南会津町 田島 会津酒造

16 5 檜枝岐 檜枝岐の舞台 43 17 南会津町 田島 男山酒造

44 18 南会津町 田島 マリア観音（常楽院）

17 1 只見町 ねっか奥会津蒸留所 45 19 南会津町 田島 道の駅たじま

18 2 只見町 ただみ・モノとくらしのミュージアム 46 20 南会津町 田島 奥会津博物館

19 3 只見町 ただみ・ブナと川のミュージアム 47 21 南会津町 田島 恋路橋（会津高原尾瀬口駅）

20 4 只見町 田子倉レイクビュー 48 22 南会津町 田島 龍福寺

21 5 只見町 河井継之助記念館

22 6 只見町 十島ビューポイント

23 7 只見町 森林の分校ふざわ

24 8 只見町 叶津番所

25 9 只見町 只見駅

26 10 只見町 J-POWER只見展示館

       チェックポイント（候補）一覧



江戸時代の茅葺屋根の町
並みを今に残す宿場「大内
宿」。江戸時代に会津と日
光を結ぶ重要な街道の宿場
町として栄えました。

御蔵入三十三観音の11番
札所で国の重要文化財。純
粋の和洋建築スタイルの観
音堂です。 釘が一本も使用
されていないなど、古い形
式を残す建築物です。

樹齢約1000年の大ケヤキで
す。樹形の良さは県内屈指
で、豪壮雄大王者の風格が
ある見事なケヤキの巨樹で
す。

「お不動さま直売所」の近
く、不動堂の後ろにあるカツ
ラの巨木。高さ38ｍ、幹周16
ｍ、樹齢は推定360年。

国道289号「甲子道路」にあ
る道の駅です。「エマット」と
は下郷町の方言で「もっと」
という意味を表しています。

下野街道（会津西街道）筋
にあり、高倉山から湧き出る
清水を楽しむことができま
す。

ニジマスの養殖場を中心
に、釣り堀、レストラン、ゴー
カート、バーベキューなど、
家族連れで1日楽しめるレ
ジャースポットです。

会津鉄道ふるさと公園駅か
らすぐの公園です。夏には
下郷ふるさと祭りと會津
YOSAKOI夏の陣が同時開
催されます。

日本でも珍しい茅葺き屋根
の駅舎です。桜の名所とし
て知られ、多くのカメラマン
が訪れます。

沼の周囲には四季折々の
美しさを楽しめる花木等が
植栽され、季節ごとの表情
をゆっくり散策しながら楽し
むことができます。

南会津の採れたて農産物を
販売。地域の加工品や地
酒、民芸品や工芸品などの
品揃えも豊富。食事処は十
割そば、会津地鶏カレー、
マスバーガーなど。

檜枝岐と尾瀬の観光拠点と
して、村内や尾瀬の観光情
報、各種イベント情報を提供
しています。レストランや物
販、木工品販売所なども併
設されています。

高倉の宮様が檜枝岐に落ち
延び、お供が清水を見つけ
て宮様の喉の渇きを癒した
と伝えられています。

尾瀬の季節を一足早く、手
軽に体験出来る公園として
平成11年にオープンしたミ
ニ尾瀬公園です。

檜枝岐村の中心部、国道
352号沿い（沼田街道）いに
たたずむ六地蔵は、凶作の
年に間引きされた赤ん坊の
霊と母親の嘆きを供養した
お地蔵様です。

神にささげる奉納歌舞伎とし
て270余年に渡り継承されて
きた檜枝岐の伝統歌舞伎の
舞台です。

17 ねっか奥会津蒸留所 18 ただみ・モノとくらしのミュージアム

只見町にできた日本一小さ
な蒸留所から生まれた米焼
酎。 蔵人たち自ら、先祖伝
来の土地で丁寧に米を育
て、森から湧き出づる水で
仕込みました。

国重要有形民俗文化財に
指定されている民具、山仕
事や農作業で使われていた
生産用具と作業時に着てい
た仕事着等の民具が収納・
展示されている。

只見町が「ユネスコエコパー
ク（生物圏保存地域）」に登
録され、この豊かな自然環
境の保全・調査・研究・展
示・研修などの活動を行っ
ています。

田子倉ダムは一般の水力発
電所としては日本最大級の
出力を誇ります。

23 森林の分校ふざわ

河井継之助が没した只見町
塩沢地区にあり、継之助に
関する様々な資料、戊辰戦
争に関する資料などが展示
されている記念館です。

只見川と蒲生岳などの山々
を一望できる季節感豊かな
おすすめスポットです。河井
継之助記念館の対岸です。

廃校になった旧分校を改装
し、山村くらしの宿泊体験が
できる施設です。広大なブ
ナ林「恵みの森」や「癒しの
森」の拠点としても利用され
ています。

叶津番所は、戦国時代から
続いた会津と越後を結ぶ八
十里越の関所です。江戸時
代後期に建てられた建物で
南会津地方では最大級とさ
れる豪農兼番所建築です。

05 道の駅しもごう　 Ematto 06 高倉山湧水（長寿の水）

09 湯野上温泉駅 10 観音沼森林公園

13 安宮清水 14 ミニ尾瀬公園

19 ただみブナと川のミュージアム 20 田子倉レイクビュー

21 河井継之助記念館 22 十島ビューポイント 24 叶津番所

07 養鱒公園 08 大川ふるさと公園

11 下郷町物産館 12 道の駅尾瀬檜枝岐

15 六地蔵（檜枝岐村） 16 檜枝岐の舞台
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01 大内宿 02 中ノ沢観音堂 03 八幡の大ケヤキ 04 不動桂



27 大橋の清水堂

2011年の新潟・福島豪雨で
只見駅・会津川口駅間が不
通になり10月1日から再開通
となる只見線。只見駅も賑
わいを取り戻します。

水力発電の力となる「水」を
テーマに、電気や水の不思
議、発電のしくみ、只見にお
ける水と人との関わりなどが
学べる展示館です。

御蔵入三十三観音第27番
札所。 堂内に三十三躰の
観音像が納められ、清水堂
を参拝すると、三十三観音
全て巡った時と同じご利益
があると伝えられる。

大正9年創業。地域と造り手
の気持ちにこだわった酒造
りを行っています。水は町内
の高清水という超軟水の湧
水を使用。仕込の特徴はも
ち米4段仕込みです。

29 道の駅きらら２８９ 30 奥会津博物館南郷館

日帰り温泉施設が併設さ
れ、館内のレストランでは、
手打そばや南郷トマトラーメ
ンなどの名物料理をご提供
しています。

伊南川の漁撈用具、奥会津
の燈火用具、麻織用具と麻
製品、屋根葺用具と火伏せ
の呪具、南郷の歌舞伎衣装
が展示されています。

長治元年（1104年）創立の
鹿島神社の境内にある。樹
齢推定500年、樹高30m、胸
高周囲5m。県内有数のトチ
ノキ巨木。御神木として地区
住民が献植したものです。

会津西南部の標高800mを
超える数多くの山々に囲ま
れた「道の駅番屋」は、その
中を走る国道352号線沿い
にある福島県側「尾瀬」への
玄関口です。

民衆の歓びが満たされるこ
とを願い、明治時代に景勝
「歓満の滝」と命名されたよう
です。地元の人の間では、
「蛇滝」という名で昔から親し
まれています。

舘岩川沿いにあり駐車場、
公衆トイレ、東屋を備えてい
ます。10月後半までの週末
はたのせ農村マルシェが
オープン。
 

伊南川の急流によって長い
歳月をかけて形づくられた
怪岩が天を突くようにそそり
立つ屏風岩です。

旧伊南小学校の校庭にそ
びえるイチョウの巨木です。
樹令は800年余と推定され、
福島県の天然記念物に指
定されています。

国の重要有形文化財指定
の農村舞台です。駒嶽（こま
がたけ）神社の境内にあり毎
年、8月上旬に町内の郷土
芸能が上演されます。

楼門は、寛政６年に御蔵入
領の農民が寄付金を出し
合って建てたものです。梵
鐘は昭和５５年に再鋳造さ
れました。境内の枝垂桜も
有名です。

本堂と庫裡、金比羅堂は国
選定有形文化財に指定され
ています。本堂裏の庭園
は、自然の趣が深いことで
知られています。

会津田島祇園祭は、田出宇
賀神社および熊野神社の祭
礼として、国指定重要無形
民俗文化財に指定されてい
ます。

創立明治10年。厳選した酒
造用米と地元奥会津の清ら
かな水を仕込み水とし、米・
水・麹・酵母をはじめ、すべ
てにわたりこだわりをもって
丁寧に仕込んでおります。

創業約300年の歴史をもつ
酒蔵です。水は山系の超軟
水。糖類・酸味料などを無
添加で、丸みのある米本来
の旨味を活かした酒造りを
行っています。

創業享保元年。創始者の三
代目渡部開当の名前が銘
柄となっており、以来14代、
寒冷地を生かした酒造りに
取り組んでいる。

真言宗豊山派常楽院。ご本
堂に向かって左側に子安観
世音があります。ご本尊の
額に十字があるところからマ
リア観音と言われています。

日光と会津若松を結ぶ国道
121号沿い、南会津町の南
玄関である山王峠の項上付
近にある道の駅です。

国の重要有形民俗文化財
指定の収蔵品が5,058点も
あり、又数百年もの間使用さ
れてきた山村生産用具も収
蔵され、当時の暮らしをリア
ルに知ることができます。

会津高原尾瀬口駅の斜め
前に架かる恋路橋。 「欄干
に赤い紐を結ぶと恋が叶う」
と言われていて、いくつもの
紐が結ばれています。

戊辰戦争で新政府軍が投
宿し、「芸州弐番隊」という逆
さの文字が、本堂の襖に
残っています。 境内には見
事な桜があります。

45 道の駅たじま 46 奥会津博物館 47 恋路橋(会津高原尾瀬口駅) 48 龍福寺

37 大桃の舞台 38 南泉寺 39 徳昌寺(山寺) 40 田出宇賀神社・熊野神社

41 国権酒造 42 会津酒造

25 只見駅 26 J-POWER只見展示館 28 花泉酒造
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43 開当男山酒造 44 マリア観音(常楽院)

31 鹿嶋神社　トチの大木 32 道の駅番屋

33 歓満の滝 34 たのせふる里公園 35 屏風岩 36 古町の大イチョウ


