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びんぐし山▲

岩井堂山 　
（自在山）▲ ▲ 五里ヶ峰

      （標高１,０９４m）
▲ 鏡台山
      （標高１,２６９m）

▲ 大道山（堂叡山）
      （標高１,２８９m）

▲ 大峰山
      （標高１,３２７m）

▲ 虚空蔵山
      （標高１,０７7m） ▲ 太郎山

      （標高１,１６４m）

▲ 東太郎山
      （標高１,３０1m）

▲ 烏帽子岳
      （標高２,０６６m）

▲ 砥石・米山城

▲ 湯ノ丸山
      （標高２,１０１m）

三方ヶ峰 ▲ 
（標高２,０４０m）      

見晴岳 ▲ 
（標高２,０９５m）      

西籠ノ登山 ▲ 
（標高２,２１２m）      

東籠ノ登山 ▲ 
（標高２,２２8m）      

水ノ塔山 ▲ 
（標高２,２０２m）      

高峰山 ▲ 
（標高２,１０６m）      

▲ 独鈷山
      （標高１,２６６m）

▲ 夫神岳
      （標高１,２５０m）

▲ 子檀嶺岳
      （標高１,２２３m）

▲ 十観山

▲ 富士嶽山
      （標高１,０３４m）

女神岳 ▲ 
（標高９２７m）      

（標高１,３４５m） 

岩鼻

▲ 王ヶ鼻
      （標高２,００８m）

▲ 王ヶ頭
      （標高２,０３４m）

▲ 牛伏山
      （標高１,９９０m）

物見石山 ▲
  （標高１,９８５m）

▲ 茶臼山
      （標高２,００６m）

▲ 四阿山
      （標高２,３５４m）▲ 根子岳

      （標高２,２０７m）▲ 大松山
      （標高１,６４9m）

（標高１,２８４m）
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さんぼうがみね

こくぞうさん

おかみだけ

めがみだけ

じゅっかんざん

こまゆみだけ

じざいさん

いわいどうざん

ごりがみね

▲ 

大林山
（氷沢山）

（標高１,３３３m）

だいりんさん

きょうだいさん

とっこさん

ふじたけさん

うしぶせやま

ものみいしやま

おうがはな

おうがとう

みはらしだけ

ちゃうすやま

（標高７９３m）

（標高５１９m）
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外山城跡

●道の駅みまき 道の駅
雷電くるみの里

●道の駅上田道と川の駅

道の駅あおき

（花の百名山）

（日本百名山）

湯楽里館

ふれあいさなだ館

千古温泉

ゆうふる
tanaka

16 独 鈷 山

13 夫 神 岳

12 子檀嶺岳

5 太 郎 山

7 和田宿遊歩道

18 物見石山コース

17 鹿教湯里山歩き

20 美ヶ原パノラマコース

15 保福寺峠・滝山連峰
御鷹山・十観山コース

26歴史の道 中山道

5 巣栗渓谷遊歩道

19 焼山沢コース
4 八重原台地散策コース

3 塩田平散策コース

2 真田氏ふるさとめぐりコース

1 坂城歴史散策コース

3 池の平湿原高山植物散策コース

1 湯の丸渓流コース

6 大屋駅海野宿散策コース

4 臼窪湿原散策コース

10 三方ヶ峰・見晴岳

11 西籠ノ登山・東籠ノ登山・水ノ塔山

8 烏帽子岳

9 湯ノ丸山

6 根子岳・四阿山トレッキングコース

4 虚空蔵山・和合城跡

3 大道山（堂叡山）

2 和平高原・鏡台山コース1葛尾城跡・五里ヶ峰コース

14 女 神 岳

どうえいざんだいどうざん

7 砥石・米山城
象山街道・砥石城自然散策コース

地蔵峠湯道・百体観音巡りコース2

と う み し

う え だ し

ながわまち

さかきまち

あおきむら

27姫木平ハイキングコース 21　　中央分水嶺トレイル Ａ（長門牧場から大門峠コース）

22　　中央分水嶺トレイル
Ｂ（大門峠から山彦尾根・八島湿原コース）

23　　中央分水嶺トレイル
Ｃ（八島湿原から鷲ヶ峰登頂と和田峠コース）

24　　中央分水嶺トレイル
D（和田峠からビーナスライン扉峠コース）

25　　中央分水嶺トレイル
Ｅ（扉峠・茶臼山から美ヶ原高原・美しの塔コース）
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2 和平高原・鏡台山コ－ス（鏡台山１,２６９ｍ）
●詳しくは、トレッキングゾーンA（千曲川右岸地域）
　A‐１をご覧ください。
　リンゴ園が続く道が山道に変わり、しばらく行くといきなり
目の前が開けます。ここが戦後に開拓された和平高原です。
キャンプ場から畑の中の道を進み、尾根道を登ります。鏡台
山は、姨捨山で見る中秋の名月が登る山で昔から月の名所と
して知られています。

3 大道山（堂叡山）（１,２８９ｍ）
●詳しくは、トレッキングゾーンA（千曲川右岸地域）
　A‐2をご覧ください。
　平沢地籍から林道横引線を利用し、林道の終点手前から
尾根道を登って約１時間で堂叡山に到着します。山頂付近に
は、今ではめずらしい数体の石仏像が登山者を見守っていま
す。

4 虚空蔵山（１,０７7ｍ）・和合城跡
●詳しくは、トレッキングゾーンA（千曲川右岸地域）
　A‐3をご覧ください。
　少し本格的な山登りをしたい方にお薦めのコ－スです。
太郎山林道の中間点・天神平から急な山道に入り山頂を目
指します。下りは、尾根に沿って勝負平を通り、険しい岩鼻
の絶壁上にある和合城跡に着きます。ふもとの耕雲寺に
は、樹齢３００年の杉並木があります。

5 太郎山（１,１６４ｍ）
●詳しくは、トレッキングゾーンA（千曲川右岸地域）
　A‐3をご覧ください。
　家族向けのトレッキングコースとして親しまれている山。
登山口は、上田市側、坂城町側それぞれあります。山頂付
近には太郎山神社があり、上田市街地をはじめアルプス・富
士山等360度の展望を望むことができます。登山道では
四季折々の植物や、時折カモシカの姿を見ることもできま
す。

8 烏帽子岳（２,０６６ｍ） 
●詳しくは、トレッキングゾーンA（千曲川右岸地域）
　A‐7をご覧ください。
　湯ノ丸・浅間山系の最西にそびえ、古の貴人の被る烏帽
子のように尖った頂上の形から、その名が付いたといわれ
ます。その秀麗な山姿は、東信州のほとんどの地域から望
め、親しみをもって「エボシ」と呼ばれています。約百万年
前の時代には火山活動をしていました。そのためか、頂上
北側は火口壁の名残でするどく切り立っています。山頂か
らは北アルプスのパノラマ、上信越の山々、眼下には千曲
川の流れが見渡せます。貴重な高山植物、高山蝶のサンク
チュアリでもあります。

9 湯ノ丸山（２,１０１ｍ） 
●詳しくは、トレッキングゾーンA（千曲川右岸地域）
　A‐7をご覧ください。
　湯ノ丸山は、湯の丸高原の中心的存在ですが、上田地域
からは、東の烏帽子岳に隠れその山容は見えません。地蔵
峠から登りはじめ、つつじ平へ出るとその名のとおり、まん
丸い山容が望めます。つつじ平の初夏のレンゲツツジ大群
落は有名で、国の天然記念物にもなっており、６０万株を超
えるといわれるその大群落は圧巻です。まん丸の坊主頭の
山で視界をさえぎる樹木はなく、どこからも見晴しのきく
眺めは抜群です。山頂から西へ下ると鞍部を経て､烏帽子
岳への縦走コースもあります。

10三方ヶ峰（２，０４０ｍ）見晴岳（２，０９５ｍ）
●詳しくは、トレッキングゾーンA（千曲川右岸地域）
　A‐7をご覧ください。
　池の平湿原を囲む峰々。池の平湿原は約二十万年前の三
方ヶ峰の火口原であるため、周囲を稜線で囲まれています。
南に三方ヶ峰、西に見晴岳、雲上の丘広場と稜線がつづき、
湿原散策と、トレッキングの周遊コースとして楽しめます。

1 湯の丸渓流コ－ス

　湯の丸高原へ至る地蔵峠途中の、所沢川源流の渓流沿
いハイキングコースです。渓流の流れを楽しみながらの森
林浴コースです。地蔵峠沿いには、東御市新張～群馬県嬬
恋村鹿沢温泉へ至る湯道として、この湯治客を導いた百体
観音が鎮座しています。

2 地蔵峠湯道・百体観音巡りコ－ス

　江戸時代、湯治客の道しるべとして百体の観音様が安置
されました。東御市新張の一番観音から群馬県嬬恋村旧鹿
沢温泉までの約１1ｋmの間、１町（約１０９ｍ）おきに鎮座し
ています。起点になる1番と５０番、終点の１００番の造形は
見事で、民衆信仰ならではの観音様が多種にわたり、ほの
ぼのとした味わいを醸し出しています。地蔵峠の道沿いに
たたずんでいるので、嬬恋村旧鹿沢温泉までの峠越えによ
る観音巡りハイキングコースにもなります。５０番観音の横
には、日本巨木百選に選ばれた、「弘法大師のさかさ杖」と
名付けられた、シナノキの巨木があります。

3 池の平湿原高山植物散策コ－ス

　池の平湿原は標高2000m、約二十万年前の三方ヶ峰
火山の火口原に広がる高層湿原で、”高山植物の宝庫”とし
て親しまれています。池の平駐車場から湿原へと下り、南
の三方ヶ峰・見晴岳の稜線沿いに周遊するコースも楽しめ
ます。見晴岳山頂からは、上信越の山々が一望できます。
季節ごとの高山植物、珍しい野生動物（オコジョ、ニホンカ
モシカ、ノリス、ハヤブサ）、貴重な高原蝶（ベニヒカゲやミ
ヤマモンキチョウ）なども見られます。

4 臼窪湿原散策コース

　湯の丸高原キャンプ場奥、烏帽子登山道入口にある小さ
な湿原です。周遊できる木道も整備されアヤメ､コオニユ
リ、ノアザミ、マツムシソウ等の群落が広がります。

1 坂城歴史散策コース

　村上義清に代表される坂城の歴史散策と平成14年9月に
オープンした、神秘的な日本刀の展示館を見学するコ－スで
す。満泉寺は村上氏の居館跡に建てられたもので、石造の釈
迦如来座像は県宝に指定されています。

2 真田氏ふるさとめぐりコース

4 八重原台地散策コース

 芸術むら公園を起点に東御市北御牧地区の八重原台地を
散策するコースです。山城や八重原用水の歴史を巡ります。
鍋蓋砦は戦国時代の上田合戦にて徳川軍が陣を構えたと伝
わる円形状の砦跡。その先、河岸段丘崖上には武田軍が烽火
台に用いたという外山城址があり烏帽子山麓一帯が一望。芸
術むら公園を囲む欄干は、造形作家保科豊巳氏の制作によ
る環境芸術作品です。眼前に迫る浅間山の雄姿を眺めなが
ら、明神館の温泉で身心を癒してください。

　上田市真田地域（旧真田町）に点在する真田氏ゆかりの史
跡をめぐり、歴史のロマンを感じてください。

●詳しくは、トレッキングゾーンA（千曲川右岸地域）
　A‐7をご覧ください。
　籠ノ登山とは不思議な名前ですが、かつて山が信仰の対
象であった頃、天に最も近いところという意味から「加護の
塔」（神の力を授かる高い場所）と名付けられたともいわれ
ます。
　東籠ノ登山の山頂は一等三角点であり、四方の展望は
高原の各山々の中でも最高です。浅間山から富士山、八ヶ
岳、北アルプス、遠く日光山系まで、まるで俯瞰図のようで
す。高山植物も多く、初夏にはシャクナゲの群落もみられま
す。また、赤ザレ、黒ザレの尾根を渡る水ノ塔山への縦走は
長野県側と群馬県側の気象条件の違いと、火山性地質の
地学探求コースのようです。

1 葛尾城跡・五里ヶ峰コ－ス
　　　　　　　（葛尾城跡８０５ｍ・五里ヶ峰１,０９４ｍ） 

●詳しくは、トレッキングゾーンA（千曲川右岸地域）
　A‐１をご覧ください。
　葛尾城跡は戦国時代この地を治めた勇将・村上義清公の
山城跡で眼下に千曲川を望む眺望は雄大です。ここから東の
尾根づたいにいくつもの堀切跡を超え、北山林道の終点から
４０分程で五里ヶ峰の頂上に到着します。周囲の美しい山並
みや四季折々の自然が楽しめます。

●詳しくは、トレッキングゾーンA（千曲川右岸地域）
　A‐4をご覧ください。
　菅平牧場登山口から、日本百名山「四阿山」を経て、花の
百名山「根子岳」を一度に満喫できるトレッキングコースで
す。登山道や標識も整備され、初心者でも安全に登山でき
ます。初夏には、爽やかな空気の中、レンゲツツジの群生地
をぬけ、移り変わる景色を眺めながら頂上につくとそこに
は、遠く北アルプス、富士山を望む３６０°の大パノラマが広
がります。四阿山から根子岳までは、大すき間とよばれる笹
原を過ぎると、ウメバチソウやイワカガミなど数百種類の
可憐な高山植物が咲き乱れ、まるで楽園のような風景が広
がります。

6 根子岳（２,２０７ｍ）・四阿山（２,３５４ｍ）
トレッキングコ－ス 

●詳しくは、トレッキングゾーンA（千曲川右岸地域）
　A‐5をご覧ください。
　戦国時代の要塞の地、砥石・米山城跡は県の史跡指定地
で村上氏が東信地方の重鎮として設けた山城です。武田信
玄が攻めたが落城せず、天文２０ 年に真田幸隆が急襲して
以来、真田氏の居城となりました。今では、トレッキングコー
スとして整備され、家族連れでもゆっくり２時間程度で楽し
めます。

7 砥石・米山城
（象山街道・砥石城自然散策コース）

11 西籠ノ登山（２，２１２ｍ）東籠ノ登山（２，２２8ｍ）

水ノ塔山（２，２０２ｍ）

ハ イ キ ン グ コ ー ス

歴史散策コース

12 子檀嶺岳（１,２２３ｍ） 
●詳しくは、トレッキングゾーンB（千曲川左岸地域）
　B‐1をご覧ください。
　夫神岳とともに古くから信仰された山で、多くの伝説を
秘めています。また、その山容から東山道を行き交う旅人
の目印であったといわれています。山頂には田沢、村松、当
郷の奥社があり、地元では田沢岳、村松岳、当郷岳ともいわ
れ古くから信仰されている霊山です。

13 夫神岳（１,２５０ｍ） 
●詳しくは、トレッキングゾーンB（千曲川左岸地域）
　B‐1をご覧ください。

14 女神岳（９２７ｍ） 
●詳しくは、トレッキングゾーンB（千曲川左岸地域）
　B‐1をご覧ください。
　夫神岳と相対した端正な三角形の山で、別所、山田、野
倉の境をなし、城山とも言われていました。９月～１１月は
止め山になり、入山禁止となります。頂上は城跡で石垣・堀
切り等があります。

16 独鈷山（１,２６６ｍ） 
●詳しくは、トレッキングゾーンB（千曲川左岸地域）
　B‐2をご覧ください。
　弘法大師にまつわる伝説の山として、また切り立った岩
が屹立（きつりつ）している奇勝の山として人気がありま
す。弘法大師が独鈷という仏具を山頂に埋めたという伝説
から名づけられました。ごつごつとした岩肌を持った険しい
山ですが、山頂では大展望を満喫できます。１時間～２時
間の登山コースが2つあります。

17 鹿教湯里山歩き
●詳しくは、トレッキングゾーンB（千曲川左岸地域）
　B‐1をご覧ください。
　鹿教湯から旧東山道を歩いて保福寺峠まで登ります。峠
では、日本アルプスを望むことができる大変美しいコース
です。日本に登山の楽しみ方を普及させた「ウォルター・ウ
ェストン」が「日本で一番の眺め」と絶賛したことから、山頂
には「ウォルター・ウェストンの碑」があります。

18 物見石山コ－ス（１,９８５ｍ）
●詳しくは、トレッキングゾーンB（千曲川左岸地域）
　B‐3をご覧ください。
　岳の湯温泉雲渓荘から美ヶ原高原の沢、尾根、岩場など
を歩く変化にとんだコ－スです。コ－ス途中に少々きつい
坂道やガレ場で足場が悪い箇所もありますが、コ－スの約
半分はなだらかな尾根を歩くため、初級～中級者向けコ－
スです。尾根コ－スは、展望がよく茶臼山などの山々が望
めます。

19 焼山沢コ－ス
●詳しくは、トレッキングゾーンB（千曲川左岸地域）
　B‐3をご覧ください。
　武石観光センタ－から美ヶ原高原の沢沿いに設置され
た林間コ－スです。中間地点の焼山の滝までは、比較的な
だらかな初心者向けコ－スで、焼山の滝からは、切り立った
崖や急な坂道があるなど中級者向けコ－スです。川音を聞
き、原生林の中を歩くことで心も体もリフレッシュできま
す。焼山の滝は、滝が左右２つに分かれていることから、雄
滝・雌滝と言われています。焼山の滝の下流域には、トガの
親木（巨木）が、コ－スから少し外れた場所にありますが、ぜ
ひ立ち寄ってみたいスポットです。美ヶ原高原側のコ－ス
は、美ヶ原牧場内を横切るゲ－トが２つあります。牧場内で
は案内板の指示に従って歩いてください。

20 美ヶ原パノラマコ－ス
●詳しくは、トレッキングゾーンB（千曲川左岸地域）
　B‐3をご覧ください。
　美ヶ原高原台上駐車場から天狗の路地・美ヶ原自然保
護センタ－の美ヶ原台上を歩く起伏の少ないコースです。
どこからでも３６０度のパノラマが楽しめますが、特に最高
峰の王ケ頭での大パノラマは絶景です。コ－スから少しは
ずれますが、眺望のよい王ケ鼻（コ－スから外れること往
復４０分）へ立ち寄るのもおすすめします。季節によって
は、レンゲツツジやヤナギラン・ニッコウキスゲなどの高
山植物が観察できます。コ－スの周りには牧場で牛が放牧
（５月～１０月）されており、間近で牛を見ることができま
す。コ－スの途中にある美ヶ原のシンボル「美しの塔」
は、記念撮影のポイントとして人気です。

7 和田宿遊歩道
●詳しくは、トレッキングゾーンB（千曲川左岸地域）
　B‐3をご覧ください。

●詳しくは、トレッキングゾーンB（千曲川左岸地域）
　B‐3をご覧ください。

●詳しくは、トレッキングゾーンA（千曲川右岸地域）
　A‐1をご覧ください。

●詳しくは、トレッキングゾーンA（千曲川右岸地域）
　A‐6をご覧ください。

●詳しくは、トレッキングゾーンA（千曲川右岸地域）
　A‐7をご覧ください。

●詳しくは、トレッキングゾーンA（千曲川右岸地域）
　A‐7をご覧ください。

●詳しくは、トレッキングゾーンA（千曲川右岸地域）
　A‐7をご覧ください。

●詳しくは、トレッキングゾーンA（千曲川右岸地域）
　A‐7をご覧ください。

●詳しくは、トレッキングゾーンA（千曲川右岸地域）
　A‐8をご覧ください。

　中山道の宿場町の一つ和田宿本陣を中心に、村内の神社
やお寺を散策して歩くコ－スです。地元で親しまれている古
峰山（こぶさん）を一巡りしながら、天狗のお面のある社や和
田城址から見る景色はまるで隠れ里を垣間見るような風情
があり、心を楽しませてくれます。また、林業資料館・黒耀石資
料館を見物し、古くは旧石器時代から近年では江戸時代ごろ
までの当時の生活を覗いてみるのもよいでしょう。

3 塩田平散策コ－ス
●詳しくは、トレッキングゾーンB（千曲川左岸地域）
　B‐6をご覧ください。

●詳しくは、トレッキングゾーンB（千曲川右岸地域）
　B‐5をご覧ください。

　国宝や重要文化財の宝庫、信州の鎌倉「塩田平」をめぐる
散策コース。古刹めぐりや美術館見学の後は、別所温泉でひ
と休み・・・。情緒あふれる歴史の里の散策を、ゆっくりとお楽し
みください。

●詳しくは、トレッキングゾーンB（千曲川左岸地域）
　B‐1をご覧ください。
　万葉歌碑にあるとおり東山道の一番の難所として、ま
たWウェストンが上田から松本への途中、日本アルプス
に魅せられた場所として有名な保福寺峠から、御鷹山、
滝山連峰の尾根を歩き十観山、田沢温泉に至ります。途
中滝山連峰からの下山は厳しく、健脚向けの縦走をお
楽しみください。

15 保福寺峠（１,３４５ｍ）滝山連峰・御鷹
山（１,６２３ｍ）十観山コース（１,２８４ｍ）

21 中央分水嶺トレイル
Ａ（長門牧場から大門峠コース）

　長門牧場を基点として古東山道推定ルートコースと森
林コースに分かれます。古東山道推定ルートコースは、古
東山道に入り雨境峠、与惣塚などの遺跡を見て女神湖に
向かいます。森林コースは湿地帯の道を進みます。
　女神湖からは、北佐久郡立科町と長和町の郡境コース
で湿地帯や森林地域を進み大門峠を目指します。

22 中央分水嶺トレイル
Ｂ（大門峠から山彦尾根・八島湿原コース）

　大門峠基点として、分水嶺コースと殿城山コースに分か
れてます。
　殿城山コースは大門峠から殿城山へ向かいます。分水
嶺コースは大門峠脇から車山スキー場を経由して、八島湿
原へ向かいます。

23 中央分水嶺トレイル
Ｃ（八島湿原から鷲ヶ峰登頂と和田峠コース）

　八島湿原は標高１,６３０mの湿原で木道で周遊できる草
花の豊かな湿原です。八島湿原はミズゴケ泥炭層が1万２
０００年かけて堆積した高層湿原で、国の天然記念物に指
定され国定公園内の特別保護区でもあります。鎌が池から
鬼ヶ泉水、八島ヶ池を回り、鷲ヶ峰に登ります。
　尾根を下る道中には旧道和田トンネルと江戸時代の中
山道和田峠古峠があります。

24 中央分水嶺トレイル
D（和田峠からビーナスライン扉峠コース）

　「和田峠農の駅」から中山道歴史の道、和田峠古峠への
ルートです。和田峠古峠には中山道の歴史遺産を示す案
内板や記念碑が建てられています。信州の山々の眺望に
感嘆しながら歩くことができます。標高1,887ｍの三峰山
の山頂からの眺めは格別です。

25 中央分水嶺トレイル
Ｅ（扉峠・茶臼山から美ヶ原高原・美しの塔コース）

　扉峠は和田から松本に抜ける道として古くから開かれて
いました。
　森林地帯の清涼な空気を味わいながら登る広葉樹の続
く山道で新緑、紅葉の時期は登山の醍醐味を味わうことが
できます。やがて目の前に標高2,006ｍの茶臼山が迫り
頂上からは美ヶ原高原の展望台と呼ばれるに恥じない光
景が疲れを癒してくれます。王ヶ鼻、王ヶ頭、美しの塔、牛伏
山、物見石山が一望できレンゲツツジの季節には高原が赤
く染まります。

5 巣栗渓谷遊歩道

　武石観光センタ－から竜ヶ沢ダムの巣栗渓谷沿いの手軽
に自然を散策できるファミリ－で楽しめるコ－スです。武石観
光センタ－から徒歩ですぐのところに武石川の清流がありま
す。巣栗渓谷は、真夏でも涼風が吹き、竜ヶ沢ダムは四季
折々の色模様を湖面に映しだします。

　青木三山の一つで上田市と青木村の境にあります。ピラ
ミッド状でスゲ笠のように稜線が美しく、この地方の地名を
とり「出浦富士」とも呼ばれていました。昔、その山容から
東山道を行き交う旅人の目印であったといわれています。
山頂には雨乞いの神である高　神をおまつりしてあり、青
木村夫神区の「しなり幟」、細谷区の「三頭獅子」の雨乞い
や、別所温泉の奇祭「岳の幟」を奉納する場として知られて
います。頂上は広く芝生で覆われており、古くから信仰され
た山で、多くの伝説を秘めています。

27 姫木平ハイキングコ－ス
●詳しくは、トレッキングゾーンB（千曲川左岸地域）
　B‐4-1をご覧ください。
　山彦谷の深い森を抜けるとやがて尾根に出ます。そこに
は、高山植物や一望できる山々の数、わが国有数の尾根道
があり、浅間山・蓼科山・八ヶ岳・霧ヶ峰高原・八島湿原・北ア
ルプスなどの大パノラマをじっくり味わうことが出来ます。
　姫木平ハイキングコ－スは、山彦尾根と高山植物の宝庫
である殿城山を巡る周回コ－スです。

26 歴史の道 中山道
●詳しくは、トレッキングゾーンB（千曲川左岸地域）
　B‐3をご覧ください。
　五街道の起点「日本橋」を出発し、京都に向かう旅路の途
中、最も険しいとされる標高１５３１ｍの和田峠。歴史の道
として当時の面影を残し、今も多くの旅人が訪れていま
す。三十三体観音、接待茶屋跡、東餅屋などの歴史跡に心
引かれます。また、川の水音に自然の心地よさも感じられ、
途中少し寄り道をして湿原歩道を散策し、座禅草の群棲地
に目を向けるのもよいでしょう。

こまゆみだけ

おかみだけ

めがみだけ

ほふくじ

とっこさん

かけゆ

ものみいしやま

やけやまさわ

ちゅうおうぶんすいれい

なかせんどう

ひめきだいら

しおだだいら

やえはら

わだじゅく

6 田中駅海野宿散策コース

　古代から近世までを辿る海野郷歴史散策コース。田中駅
を基点に、北国街道海野宿や東日本最大の方墳である中曽
根親王塚古墳（県史跡）、興善寺（海野小太郎墓碑）などを巡
ります。街道入口の白鳥神社は海野氏、真田氏の氏神として
祀られた由緒ある神社です。その前の千曲川、白鳥河原は源
平盛衰記にも語られる木曽義仲挙兵の地です。海野宿の裏
道に入れば、蚕室やクルミの木など蚕業の風景が残ります。
散策はもちろん、田中駅内観光情報ステーションで借りるこ
とができるレンタサイクルでの周遊もおすすめです。
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すぐり

じぞうとうげゆみち

ゆのまる

にしかごのとやま

さんぽうがみね
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えぼしだけ

といし・こめやまじょう
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たろうやまこくぞうさん わごうどうえいざんだいどうざんわだいら きょうだいさんかつらおじょう ごりがみね

あずまやさん
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