
スポット名 住所 説明 写真① 写真②

1 祖谷のかずら橋 三好市西祖谷山村善徳162-2

シラクチカズラで作られた長さ45ｍの橋。3年
毎に架け替えが行われる。国指定重要有形民俗
文化財。

2 奥祖谷二重かずら橋 三好市東祖谷菅生
男橋と女橋の二本が架かり、山中にあり川面が
近いロケーションは秘境感たっぷりです。

3 野猿 三好市東祖谷菅生
奥祖谷二重かずら橋の横にある、人力で渓谷を
渡るロープウェイ。

三好市にある風景や街並みなど思わず写真を撮りたくなる景観を、地域おこし協力隊の移住者ならではの視点と、三好市の写真を撮った数なら誰にも負けない広報

担当とが「三好百景」として選定しました。

三好市民の皆さまには地域の再発見を、三好市へ来られる方には旅の参考に「三好百景」をご活用いただけると幸いです。

カメラを持って出かけてみませんか？

三好百景　- Best 100 Sights of Miyoshi -



4 塩塚高原 三好市山城町平野

徳島県と愛媛県にまたがって広がる高原。スス
キ野が広がり、雲海や満天の星空も見ることが
できます。ポートレート撮影に来られる方も多
いです。

5
塩塚高原

（春の野焼き）
三好市山城町平野

塩塚高原で春を迎えるダイナミックなイベント
として野焼きが行われ、20haの高原を焼き尽く
す。オレンジ色の炎が描く絵模様は圧巻。

6
塩塚高原
（紫陽花）

三好市山城町平野
塩塚高原キャンプ場周辺にはたくさんの紫陽花
が斜面いっぱいに咲きます。その眼下には周辺
の山々を見ることもできます。

7 大歩危・小歩危 三好市山城町

四国山地を横切る吉野川の激流によってつくら
れた渓谷。国道32号線の歩道からは遊覧船やラ
フティング、釣り人、鉄道、イワツツジなど眺
めることができる。



8 大歩危峡遊覧船 三好市山城町西宇1520

大歩危の美しい岩石やV字谷の様子から日本列
島の成り立ちが分かる全国的にも貴重な場所を
遊覧します。エメラルドグリーンの吉野川や新
緑の渓谷を泳ぐ色とりどりの鯉のぼりは春の風
物詩。

9 小歩危展望台 三好市山城町・西祖谷山村

小歩危が一望できる高台
国道と線路も見渡すことができ、展望所周辺に
はミツマタも育てられている

青春18きっぷポスター（2009冬）
変わる日本の、変わらない景色。ゆっくりとし
か行けない旅をする。

10 ラフティング 大歩危・小歩危
世界選手権も開催された激流大歩危・小歩危で
のラフティングは楽しむのはもちろん、その様
子を見るだけでも迫力満点です。

11 国政橋 三好市山城町重実

吉野川小歩危に架かる吊り橋で、歩道部はグ
レーチングなので吉野川が良く見えます。ここ
からラフティングを楽しむ様子も見ることもで
きます。



12
たばこ資料館
うだつの家

三好市池田町マチ2465-1

たばこの歴史を理解できる資料館。貸スペース
の和室、中庭やうだつなど撮影のロケーション
にも適しています。

13
うだつの街並み
（本町通り）

三好市池田町マチ
うだつがあがる街並みを眺めながらカメラ散歩
しませんか

14 三好市地域交流拠点施設 真鍋屋 三好市池田町マチ2226-3

旧真鍋家の商家をリノベーションした交流拠点
施設。貸しスペースやカフェレストランもあ
り、ゆっくりと過ごすことができます。

15 4s stay 本町通り 三好市池田町マチ2467-1

うだつのあがる街並みで、町家ステイが楽しめ
る。建物内の路地や中庭は四季を感じることが
できます。



16 ハレとケ珈琲 三好市池田町出合
廃校を利活用したカフェ
懐かしい学校の雰囲気が人気でカメラを持参す
る来店者が多い

17 腕山放牧場 三好市西祖谷山村下名
山の上の広大な牧草地に遊歩道が整備されてい
ます

18 井川スキー場腕山 三好市井川町井内
人工造雪機で長い期間雪を楽しめる
色とりどりのライトはオーロラナイターと呼ば
れる

19 龍宮崖公園 三好市東祖谷元井
冬以外の時期に、のんびりできる場所。迫力の
ある吊り橋の上で自然や鳥の声に囲まれて祖谷
川を眺める



20 半田岩 三好市山城町頼広
黒川谷の溪流にできた奇岩と大断崖で、もみじ
とホタルの名所であり、長曽我部の四国制覇の
時の休憩所跡であるともいわれている。

21 信正の一本桜 三好市山城町信正
山の上に咲く大きな一本桜。背景に空しか見え
ないその様は圧巻です。

22 下久保のエドヒガンザクラ 三好市井川町井内東（下久保）
樹齢300年以上といわれる市指定天然記念物。
県下有数の大桜でたくさんのカメラマンが訪れ
ます。

23 井内の梅 三好市井川町井内
井川町井内地区にはたくさんの梅の木があり、
開花する2月頃には三好市の鳥「メジロ」をた
くさん見ることができます。



24 雲辺寺 三好市池田町白地ノロウチ763-2

四国八十八カ所霊場第66番札所。
夏は紫陽花、秋は紅葉、冬は雪景色が楽しめ
る。
県境を越え観音寺市側には天空のブランコなど
もあります。

25 坪尻駅 三好市池田町西山

四国に2つしかないスイッチバック駅の1つ。山
林と川に囲まれる全国有数の秘境駅。

青春18きっぷ（2015冬）
14時55分　一生来なかったかもしれない場所
に、いま来ています。

アニメ呪術廻戦OP舞台との噂で聖地巡礼者アリ

26 大歩危駅 三好市西祖谷山村徳善西
土讃線の駅で観光列車の終発着駅。吉野川に並
行しており、ホームにはミニかずら橋もありま
す。春には桜が咲き誇ります。

27 小歩危駅 三好市山城町

青春18きっぷ（2017夏）
「歩くと危ない」という名は、山が険しいから
でしょうか、渓谷に見とれてしまうでしょう
か。



28
鉄道写真スポット
（吉野川第１橋梁）

三縄～祖谷口間
吉野川（池田ダム湖上流）に架かる橋です。東
側から、西側からなど様々な方角から見ること
ができます。

29
鉄道写真スポット

（川口駅周辺菜の花）
阿波川口～祖谷口間

JR阿波川口駅北側の線路沿いに菜の花がたくさ
ん咲くスポットがあります。

30
鉄道写真スポット

（箸蔵）
箸蔵～坪尻間

箸蔵駅近くにJRと地元の方が桜を植樹していま
す。観光列車はここでスローダウンし吉野川の
流れと箸蔵・西井川の街並みを眺めます。

31 馬場展望台 三好市池田町馬場

三好市の中心街と吉野川の曲がり角、池田へ
そっ湖大橋や池田ダムが一望できます。
春と秋の早朝には雲海が見られることがあり、
近年たくさんのカメラマンが訪れています。



32 西山雲海展望台 三好市池田町西山（旧西山小の上）
名称のとおり雲海を見渡せる展望台。吉野川、
馬路川、祖谷川、伊予川、各谷に沿ってたくさ
んの雲海が合流する様子が見えます。

33 パノラマ展望台
三好市池田町峯の久保

googlemapで検索

池田町西山・馬場地区にたくさんある展望台の
うち、東向きにある吉野川下流まで見渡せる展
望台

34 吾橋雲海展望台 三好市西祖谷山村吾橋
大歩危、吉野川や高知方面も眺望でき、春や秋
の日の出前には良い確率で雲海を見ることがで
きます。

35 かかしの里 三好市東祖谷名頃
地区内のあちらこちらに200体以上のかかしが
います。一緒に記念写真を撮りませんか。



36 剣山（山頂） 三好市東祖谷見ノ越

西日本第2の高峰でありながら登山リフトがあ
るため初心者でも気軽に登山できます。
山頂から見える稜線はとても素晴らしく、登山
客を魅了します。
また全国でも有数の光害がない場所で星空は絶
景。

37 剣山（雲海テラス） 三好市東祖谷見ノ越
頂上にはデッキが整備され、歩きやすく、また
山というよりは天空と呼ぶにふさわしい景色。
雲海をみながら休憩してみませんか。

38 三嶺 三好市東祖谷
四国一自然が残り綺麗だと言われる登山道と山
頂付近にある池が絶景。秋にはコメツツジが
真っ赤に染まります。

39 ひの字渓谷 三好市西祖谷山村
深い山々に囲まれて、祖谷川が悠然と蛇行する
「ひの字渓谷」。祖谷街道沿いからその全景を
見ることができる。



40 祖谷渓の小便小僧 三好市池田町松尾

祖谷街道にある谷底まで200mの高さがある小
便小僧は圧巻です。その昔この辺りで子どもた
ちが小便をして度胸だめしをしたという伝えが
由来となっています。

41
祖谷渓

（出合）
三好市池田町出合

祖谷渓の中でダム湖になる出合地区では、流れ
が少なくて水の色はとても青く、まるで鏡のよ
うな反射が見られます。

42 落合峠 三好市東祖谷落合
眺望の良い峠一帯には低いクマザサの群生が広
がっています。県道44号線、標高1,520m

43
とりのすカフェ

（伊予川）
三好市山城町大野496-3

カフェのテラス席からは伊予川（銅山川）を一
望できる



44
道の駅三野付近

（吉野川）
三好市三野町太刀野1909-1

三好市の中心を流れる吉野川は多様な表情を見
せるが、道の駅三野付近では中流域の穏やかな
流れとなっている。12月ごろには川から陽がの
ぼり、10月ごろには川に陽が沈むように見るこ
とができる（はず）。

45 落合集落展望所 三好市東祖谷中上80

国選定重要伝統的建造群保存地区の落合集落の
向かい側（中上）に展望所があり、集落を一望
できる。

46 黒沢湿原 三好市池田町漆川

広がる大空と遊歩道。三好市の花「サギソウ」
が8月上旬頃に咲き誇ります。他にもツツジや
スイレンが咲き、トンボやメダカなども多く見
ることができます。

47 境宮神社 三好市池田町馬路宮ノ下41
秋には銀杏の葉の絨毯ができあがる。
手水舎にある楓は葉が大きくとても華やか。



48 諏訪神社 三好市池田町ウエノ2907-3
鳥居の先の参道上に大銀杏があり、銀杏の葉の
絨毯が毎年できあがります。

49 下影の棚田 三好市井川町井内西（下影）

農水省が選定する「日本の棚田百選」の一つ。
山の斜面に沿って棚田があり、水面に山の緑を
映している。現在は１軒の農家が田植えをして
いるのみ。

50 密厳寺 三好市池田町西山佐古3798

700株ある色とりどりの牡丹は４月下旬～５月
上旬に見ることができ、展望台からの景色や花
手水も楽しめる。

51 ミツマタの花
山城町重実,

井川町井内　など

紙幣の原料として生産されているミツマタ。三
好市は日本有数の産地となっており、国立印刷
局のミツマタ収集所も市内にある。



52 吉野川第二橋梁 大歩危～小歩危駅間
吉野川（大歩危）に架かる橋で、3両編成の列
車がすっぽり収まります。国道32号線にある大
歩危洞門の脇にある歩道から見えます。

53 夢来人イルミネーション JR阿波池田駅前・池田へそっ子公園
毎年恒例の冬のイルミネーション！三好市内は
ライトアップされたオブジェで飾られる。

54 琵琶の滝 三好市西祖谷山村善徳
昔、平家の落人が京の都をしのび、この滝の下
で琵琶を奏でたことから名付けられたと言い伝
えられている。

55 三好大橋 三好市井川町西井川～池田町箸蔵
吉野川に架かる橋。橋の歩道からは吉野川を東
西に眺めることができ、季節によって川から昇
る朝陽、川に沈む夕日を見ることができる。



56 竜頭の滝・金剛の滝 三好市三野町加茂野宮
滝寺の奥に２つの滝があり、秋には紅葉の織り
なす景観が美しい。

57 健康とふれあいの森 三好市三野町芝生1342-3

小高い丘に作られたに作られた公園からは、吉
野川や山々が展望できます。ご来光スポットと
してもたくさんの方が訪れます。遊具のほか、
「冒険城」には、滑り台・アスレチックもあり
ます。宿泊が可能なバンガローやバーベキュー
エリアも完備されています。

58 三野健康防災公園 三好市三野町清水

広大な広場としてサッカーやグランドゴルフな
ど様々なスポーツシーンが見られます。また西
日本最大級の花火師競技大会「にし阿波の花
火」が開催されました。

59 長岡家住宅 徳島県三好市東祖谷落合89-1

落合重要伝統的建造物群にある伝統的建造物
で、昔ながらの生活様式を見学することができ
ます。



60 ホテルかずら橋　休憩所 徳島県三好市西祖谷山村善徳33-1
囲炉裏でゆっくりと休憩ができ、縁側には足湯
も備えている

61
祖谷川

（かずら橋下の河原）
三好市西祖谷山村善徳162-2

iyablueと呼ばれる青く透明な水
浅く緩やかな流れでたくさんの方が水辺で遊ぶ
姿も見られます

62 ヤマガラ
祖谷温泉、森のくまさん、龍宮崖公園、

歩危農園、など

人懐っこいヤマガラがやってくるスポットが市
内にたくさんあり、餌やりなどの体験もできま
す

63 神代踊り 西祖谷善徳　天満宮神社
1100年以上昔の雨乞いが起源とされ、1976年に
国指定重要無形民俗文化財に登録されました。



64 山城の鉦踊り

三好市山城町

粟山　大西神社
寺野・信正　信正堂
茂地　茂地観音堂

徳島県指定無形民俗文化財で毎年8月に開催さ
れます。踊りによって地域の無事安泰を祈り、
仏の霊を慰め新仏の供養をするものです。

65 妖怪屋敷
三好市山城町上名1553-1

道の駅大歩危内

山城町は110以上の妖怪伝説が残る妖怪の郷
で、そんな妖怪たちに出会える場所が妖怪屋敷
です。トリックアートもあります。

66 妖怪まつり 三好市山城町　旧上名小学校
妖怪が勢ぞろいし、妖怪行列に人形劇など楽し
みがたくさん。お気に入りの妖怪と記念写真を
撮ろう

67 山城・大歩危妖怪村 三好市山城町大歩危周辺

大歩危周辺にはこなき爺の石像のほか、様々な
木彫りの妖怪モニュメントが伝承の地に設置さ
れており、そのポイントを巡るコースも作られ
ています。



68 辻の町並み 三好市井川町辻
幕末から明治にかけてタバコの集積地として栄
え、伝統的な街並みや町家、神社などが残る。
町歩きガイドもあるので歩いてみては。

69 辻の浜 三好市井川町辻
刻み煙草で栄えた辻地区の川湊があったのが辻
の浜です。美濃田大橋は吉野川に架かる吊り橋
の中で自動車が通行できる唯一のレトロな橋。

70 石光山農村公園 三好市井川町旭町
美濃田の渕を見下ろす高台に位置し、公園周辺
には子安観音堂や東屋があり、桜もたくさん植
えられています。

71 諏訪公園 三好市池田町ウエノ
約300本のソメイヨシノが植えられ、桜まつり
の期間はぼんぼりも灯され夜桜も楽しめます。



72 丸山公園 三好市池田町シンヤマ
小山にある公園で、園内にはたくさんの桜が植
樹されている。ここの桜は背が低いのでポート
レート撮影しているのを良く見かけます。

73 桜ヶ丘公園 三好市井川町西井川1359-1

約1100本の桜が植えられ、その種類は豊富で長
い期間桜を鑑賞することができます。眼下には
吉野川も見えます。

74 金竜山農村公園 三好市井川町井関
早咲きの桜が有名で3月下旬には約100本のソメ
イヨシノが咲きほこります。遊具や東屋もあり
ゆっくり過ごすことができます。

75 池田へそっ湖大橋
三好市池田町

池田湖水際公園

徳島自動車道の池田ダム湖に架かる橋で、四国
の中央「へそ」にあることからこの名称になっ
た。土木学会デザイン賞も受賞しており、広い
湖面に大きな弧を描くアーチの繊細で優美な美
しさは周辺の景観によく調和しています。



76 いけだ阿波おどり
三好市池田町

JR阿波池田駅周辺

毎年8月14～16日に約30連の踊り子たちが乱舞
します。客と踊り子が近いのも「いけだ阿波お
どり」の特徴です。13日には前夜祭も行われま
す。

77 川人家長屋門 三好市池田町西山

かつて大庄屋であった川人家の茅葺屋根の長屋
門で、徳島県の有形文化財に指定されていま
す。長屋門の前に広がる畑には、ソバやヒマワ
リなどが季節ごとに植えられています。

78 ご来光の滝 三好市井川町井内東
4段からなる段瀑で、通路となる堰堤状の橋か
ら上下に見えます。冬には寒い日が続くと滝が
凍ってしまうことがあります。

79 敷之上橋 三好市池田町敷ノ上

グレーチング構造で約37ｍ下の池田ダム湖の湖
面を足元から透けて見ることができ、空が見事
に映り込みます。また湖上から見る四季折々の
草花も絶景です。



80 桃源郷祖谷の山里 三好市東祖谷落合

落合重要伝統的建造物群にある茅葺の一棟貸の
宿です。桃源郷での暮らしをゆっくりと満喫す
ることができます。星空や霧に包まれた里山を
見ることができます。

81 篪庵（ちいおり） 徳島県三好市東祖谷釣井209

東洋文化研究者のアレックスカー氏が惚れ込ん
で購入し、祖谷地方の歴史や暮らしを体感でき
る宿にリフォームした。梁や床板などに往時の
面影を残しながら最新の設備を備えている。

82 箸蔵寺 三好市池田町州津
春と秋に行われる大祭では桜と紅葉、そして僧
侶の練り歩きが見応えあります。

83 池田湖水際公園 三好市池田町イタノ3304
静水の湖面では様々な情景が見え、またウォー
タースポーツも盛んに行われています。



84 フォレストアドベンチャー祖谷 三好市西祖谷山村尾井ノ内379

祖谷川を渡るジップラインは川からの高低差50

ｍ、長さ360ｍで国内トップクラス。山の中を
人が飛んでいるような姿に出会えます。

85 かずら橋山草園 三好市西祖谷山村中尾157-1

絶滅危惧種にも指定されている約1万2千株のク
マガイソウが林の中一面に咲き誇ります。見頃
は5月上旬ごろとなっています。

86 祖谷八景 山野草園 三好市東祖谷中上66-2

春を告げる花として知られている福寿草が約
5000株ほど自生しており、2月頃に花を咲かせ
ます。

87 井川池田I.C. 三好市井川町西井川
車や街路灯のライトが多重するインターチェン
ジなどで車の軌跡を撮る方も多いですがここは
三好市内唯一のインターチェンジ



88 シモノロ・パーマネント 三好市池田町西山中塚1093

廃校を活用した「物・食・学」の機能を持つ複
合施設。山と川に囲まれた昔ながらの風景、サ
ウナと川に入る楽しみ方もある。

89 池高階段 三好市池田町ウエノ 池田高校前にある通学路の階段。4月にはたく
さんの桜が咲き誇る。

90 田尾城址 三好市山城町
４～５月頃にはツツジが咲き誇る。かつてつつ
じ祭りが開催されていた。

91 パーラ喫茶21世紀
三好市池田町マチ2177-4

駅前商店街

駅前商店街にあるレトロな雰囲気の喫茶店。
白とワインカラーで統一された店内は、昭和に
タイムスリップしたような懐かしくて落ち着く
憩いの場です。



92 野鹿池山 三好市山城町野鹿池山
野鹿池山神社の周辺にはシャクナゲが自然群生
しており、5月～6月頃に見頃を迎えます。

93 たびの尻滝 三好市池田町漆川
黒沢湿原の奥にある滝。遊歩道が整備されてい
て、滝壺近くまで行くことができる。

94 祖谷温泉 三好市池田町松尾松本367-28

祖谷渓の山々や川を眼前に食事や入浴を楽しむ
ことができる

※温泉での写真撮影は禁止されています

インフィニティー温泉、展望デッキ
3月完成予定

95 武家屋敷 旧喜多家 三好市東祖谷大枝43

約250年前に建てられた祖谷地方で最も大きな
武家屋敷。平家の里の名主だった喜多家が所有
していた。



96 徳善阿弥陀堂の襖からくり 三好市西祖谷山村徳善110

日本最大秘境の「祖谷」に伝わる伝統芸能のひ
とつ。一列に並べた襖絵を引いたり縦や横に回
転させたりすることで、美しい光景を作り出
す。

97 池田ダム 三好市池田町
冬に見られる毛嵐や、ダム湖に映る灯りなど
様々な表情が見られます。また取水口付近には
桜がたくさん植えられています。

98 蓮華寺 三好市池田町ハヤシ1209 新四国曼荼羅霊場。紅葉と石庭が見事

99 三好長慶武者行列まつり 三好市三野町
戦国時代最初の天下人と言われる長慶にちな
み、甲冑姿で町中を武者行列で歩いたり、鉄砲
隊による実演もある。



100 百年蔵 三好市池田町川崎

古い酒蔵を改修し、音楽ライブなどのイベント
が開催されたり、ギャラリーには懐かしい古物
がたくさん展示されています。
建物と煙突は国の登録有形文化財になっていま
す。


