
【桜の寄贈】 H21年時点
国際ソロプチミスト西条
　H11年：268本
　H13年：202本
　H16年：252本
　H21年：140本
　合計　　862本
当同盟会事業・その他団体
　合計　1,138本

【桜の種別】 H21年時点
陽光　　　　　911本
ソメイヨシノ　797本
ヤマザクラ　　290本
しだれ桜　　　 　2本　

【事務局・問い合わせ先】
　  西条市役所　建設道路課　〒793-8601　愛媛県西条市明屋敷164番地　
　  TEL 0897-56-5151　FAX 0897-52-1260　https://www.city.saijo.ehime.jp/

【関係機関】
　  いの町役場　土木課　〒781-2192　高知県吾川郡いの町1700番地1　
　  TEL 088-893-1116　FAX 088-893-1440　http://www.town.ino.kochi.jp/

　  大川村役場　むらづくり推進課　〒781-3703　高知県土佐郡大川村小松27-1　
　  TEL 0887-84-2211　FAX 0887-84-2328   https://www.vill.okawa.kochi.jp/

MAP  D-8

MAP  D-7
物産館（直販所）

MAP  D-5

所在地
〒781-2615｠高知県吾川郡いの町桑瀬225-16 
営業時間　　レストラン 平日　 11：00～17：00（16：30 OS)
　　　　　　　　　　　 土日祝 11：00～20：00（19：30 OS)
　　　　　　（1月～3月） 土日祝 11：00～17：00（16：30 OS)
　　　　　　木の香温泉（宿泊施設も備わっています）
　　　　　　　　　　　　  11：00～ 21：00（20：00札止め）
休館日　　　火曜日
駐車場　　　大型3台・普通車62（身障者2）台 
お問い合わせ　道の駅「木の香」(木の香温泉)　電話：088-869-2300
 
寒風山トンネルに程近い自然豊かな場所で、いの町の特産品、各種お土産物売り場、リピーター
も多いソフトクリーム、きじラーメンなどもあり、癒しの秘境として親しまれております。

そらやま街道沿い　道の駅

道の駅「木の香」
所在地
〒781-2136 高知県吾川郡いの町鹿敷1226
レストラン    10：00～21：00（OS 20：00）
                   ［定休日］ 水曜
ギャラリー    10：00～16：00 
                   ［定休日］ 水・木曜、年末年始
　　　　　　　　　　　（不定休有）
ホテル宿       CHECK IN　 /15：00
　　　　       CHECK OUT/10：00 
                   ［定休日］ 水曜
はた織り（要予約）
土佐和紙手漉き体験（10名以上の場合は要予約）
                    9：00～17：00 
                    ［定休日］ 水曜、年末年始
入浴施設　  　11：00～21：00（受付20：30迄） 
                    ［定休日］水曜
特産センター  9：00～16：30 
                    ［定休日］ 無休（年末年始休）
駐車場　　　  大型5台・普通車70（障害者1）台

お問い合わせ
道の駅「土佐和紙工芸村くらうど」　電話：088-892-1001 

眼下には、清流仁淀川が広がる豊かな自然に包まれた場所で、
寛ぎの時間とカヌーや紙すき、機織体験等、
様々なアクティビティが楽しめます。

所在地
〒799-1101 愛媛県西条市小松町新屋敷乙22-29 
営業時間　ビジターセンター（総合受付）　9：00～19：00
　　　　　モンベルストア　　　　　　10：00～19：00
　　　　　椿交流館 椿温泉こまつ 10：00～22：00
　　　　　　　　　　　　　　　  （札止め21：30）
休館日      椿交流館 椿温泉こまつ 水曜日
駐車場　　大型：1台・普通車：104（身障者用1）台
　　　　　椿交流館 椿温泉こまつ　無料駐車場有り（60台）
お問い合わせ
アウトドアオアシス石鎚　電話：0898-76-3111
椿交流館　椿温泉こまつ　電話：0898-76-3511

アウトドアオアシス石鎚は、アウトドア活動の促進による地域経済の
活性化を進めるため、その活動の拠点機能を有する施設として整備さ
れたアウトドア複合施設です。館内にはクライミングタワー、近隣には
キャンプ場を併設し、アウトドア体験を満喫できます。
隣接する「椿交流館 椿温泉こまつ」は、高台に位置し、瀬戸内海の多島美
と市内を一望できるパノラマ眺望が魅力です。

いしづちエリアの　道の駅【西条市】

そらやま街道には、3つの道の駅があります。ご休憩に是非お立ち寄り下さい。
※掲載されている情報は最新の情報とは限りません。必ずご自身で事前にご確認の上、ご利用ください。

その他 村のえき【大川村】

所在地
〒781-2401｠高知県吾川郡いの町上八川甲1160-2 
営業時間　　物産館（直売所）　　　   9：00～18：00
　　　　　　軽食コーナー・菓子店　10：00～16：00 
　　　　　　・森の小さなお菓子屋さん（菓子店）
　　　　　　・食事処はちきんや（軽食）　
休館日　　　年末年始
駐車場　　　大型5台・普通車25（身障者2）台 

お問い合わせ
道の駅「633美の里」　電話：088-850-5300

この道の駅は、国道194号と国道439号が交わる場所にあることから、この２つの数字を足した
「633」に、自然の美しさを表す「美」をつけて「633美の里」と名付けました。
直販所には吾北生まれの数々の特産品が販売されています。 

MAP  A-3

【椿交流館　椿温泉こまつ】

所在地
〒781-3701 高知県土佐郡大川村船戸239
営業時間　　10：00～16：30
＊お食事・スイーツは土日祝日のみです。
　（アイスクリーム・ソフトクリーム・コーヒーは　平日でもＯＫ）
＊大川ラーメン毎月不定期の土日祝日
定休日　　　　水曜日
お問い合わせ　電話：0887-84-2233 

大川村で生産された農作物や加工品の販売を行う他、食堂や憩いの場も併設しており、
土佐はちきん地鶏など村内の特産品を使用した軽食メニューがあります。
また、大川ラーメンは、月に一度の「ラーメンの日」に食べることができます。

その他　村のえき【大川村】

MAP  E-5

・寒風山トンネルは、計画から27年の歳月を経て平成11年4月に開通。
・四国の道路トンネルでは1番長いトンネル。
・無料で通行できる一般道路トンネルでは、日本最長。
・今も昔も愛媛⇔高知の移動に欠かせない重要なトンネル

平成11年4月17日開通
●標高：高知側712ｍ
　　　　愛媛側527ｍ
●延長：5,432ｍ

昭和39年7月19日開通
●標高：1,110ｍ
　　　　
●延長：945ｍ

（新）寒風山トンネル（開通時） 旧寒風山トンネル（寒風山隧道）

　寒風山トンネルは、主に皆さんが利用している（新）寒風山トンネルと、旧寒風山トン
ネル(寒風山隧道）があります。（新）寒風山トンネルの開通により、国道194号の愛媛⇔
高知のアクセスが大幅に改善され、産業・経済を結ぶ重要な幹線道路となりました。
　いの町と西条市をつなぐ延長5,432mの長いトンネルは、そらやま街道のシンボル的
存在となっています。

寒風山トンネル
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「そらやま街道」
の由来

　愛媛県西条市と高知県高知市を結ぶ国道194号は、1999年の寒風山トンネルの開通により交通

量が増加し、物流の促進や自然災害時の緊急輸送道路、高速道路の代替道路機能等の重要な役割を

担う幹線道路として利用されています。

　2019年を迎え、国道194号は寒風山トンネルの開通から20年が経過する中で、愛称名が複数

存在することから、分かりやすく親しみやすい道路となるよう愛称名を統一するため、インターネッ

トでのアンケート形式による公募を行いました。その結果をもとに、2019年11月に愛称名が

「そらやま街道」に決定されました。

　そらやま街道と呼ぶのは、国道33号仁淀川橋高知市側交差点（いの町）から、国道11号加茂川橋

交差点（西条市）までの区間で、西日本最高峰の霊峰石鎚山をはじめ、愛媛県と高知県の両県に広が

る四国のほぼ中心の峰々を縦断しており、この雄大な峰々が  空（そら）に近い山（やま） というイ

メージを抱かせます。「そらやま」は、このエリアを表す言葉としてピッタリではないでしょうか。

西条市

いの町
高知市

大川村

愛媛県

高知県

そらやま街道（国道194号）の特徴

そらやま街道ってどんな道？

瀬戸内海

太平洋

寒風山トンネル

主な公衆トイレ情報

西条市

いの町

トリム公園正面付近

道の駅「木の香」

木の根三里橋（吊り橋）

そらやま街道標識板付近

道の駅「６３３美の里」

道の駅　土佐和紙工芸村
約7km

約13.5km

約6km

水辺の駅　あいの里仁淀川

国道33号仁淀川橋高知市側交差点

旅の宿

約13km

約9km

約6km

約3.5km

約17km

裏面の地図でも

確認できます

観光タクシー・ハイヤー

観光施設

＊道路面より下に建っているため、
　分かりにくい。

鮎釣り・渓流釣り

地域観光サービス統括会社

国道１９４号利用促進同盟会会員
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ら
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道

SORAYAMA KAIDO
Drive Map

そらやま街道ドライブマップ

国道194号利用促進同盟会

❶ 四国のほぼ中心に位置し、愛媛県西条市
　 ～ 高知県いの町 ～ 高知県高知市を結ん
　 でいる。

❷ 太平洋と瀬戸内海をつなぐ交流軸。

❸ 県境にある寒風山トンネルは全長5,432mの
　 四国一長いトンネル。

❹ 風光明媚な石鎚山系の山々と青く美しい清流、
　 仁淀川が楽しめる。

そらやま街道
（国道194号）

【いの町】
明神ハイヤー
大はらハイヤー
そがべハイヤー
吾北ハイヤー

TEL 0120-391-539
TEL 088-897-0107
TEL 088-867-2039
TEL 088-868-2517

【いの町】
紙の博物館
土佐和紙工芸村｢くらうど｣

グリーン・パークほどの

木の香温泉

TEL 088-893-0886

TEL 088-892-1001

TEL 088-867-3705
TEL 088-869-2300

【西条市】
愛媛バス
渡部タクシー
石鎚交通
瀬戸タクシー

TEL 0898-66-0303
TEL 0897-56-0222
TEL 0897-56-0809
TEL 0897-56-1130

【西条市】
椿温泉こまつ
本谷温泉館
石鎚ふれあいの里
フォレストアドベンチャー・西条

TEL 0898-76-3511
TEL 0898-66-0372
TEL 0897-59-0203

TEL 090-2820-5520

㈱ソラヤマいしづち TEL 0897-47-6030

【いの町】
藤崎旅館
かんぽの宿伊野
Niyodo river house かだ
https://niyodo-river-house-kada.business.site/
七色の里
（いの町産業経済課）
土佐和紙工芸村｢くらうど｣
Niyodo river house やなのせ
https://yananosehouse.business.site/
みのりの舎
川又屋旅館
木の根ふれあいの森
木の香温泉
農泊　柊
白猪谷バンガロー
（いの町本川総合支所産業建設課）

【大川村】
旅館筒井 TEL 0887-84-2204

【いの町】
仁淀川漁業協同組合
本川漁業協同組合
　　＊解禁日についてはお問合せ下さい。

TEL 088-893-2300
TEL 088-869-2777

【西条市】
加茂川漁業協同組合
　　＊鮎釣り解禁：6月1日～12月31日
　　＊アマゴ解禁：2月1日～9月30日

TEL 0897-56-9524

新郷土館 横

・西条市
・西条市議会
・西条商工会議所
・いしづち森林組合
・アサヒビール（株） 四国工場
・今治造船（株） 西条工場
・（一社）愛媛県建設業協会 西条支部
・愛媛バス（株）
・加茂川漁業協同組合
・（株）クラレ西条事業所
・（株）キクノ
・西条金融協会
・（一社）西条市医師会
・（一社）西条市観光物産協会
・えひめ未来農業協同組合
・西条ライオンズクラブ
・西条ロータリークラブ
・四国開発フェリー（株）

・ コカ・コーラボトラーズジャパン（株） 小松工場
・ 四国電力（株）火力本部 西条発電所
・ 周桑農業協同組合
・ 住友共同電力（株）
・ 住友金属鉱山（株） 別子事業所
・ 住友重機械工業（株） 愛媛製造所 西条工場
・ 住友林業（株） 新居浜山林事業所
・ （株）谷口金属熱処理工業所
・ （株）総合開発
・ 東予地区トラック運送事業協同組合
・ 新居浜・西条地区トラック協会 西条支部
・ 日本製鉄（株） 瀬戸内製鉄所 阪神地区（東予）
・ フジボウ愛媛（株） 壬生川工場
・ （有）森山印刷所
・ 三井住友建設（株） 四国支店
・ （株）四電工 西条営業所
・ （株）ホクト
・ （株）ソラヤマいしづち

・いの町
・いの町議会
・大川村
・いの町商工会
・（有）伊東組
・（有）伊藤林業
・伊野製紙工業会
・伊野地区建設業協会
・（一社）いの町観光協会
・ いの町建築協会
・（有）いの物流
・（有）岡林土建
・ 国友商事（株）

・西川建設（株） くらうど事業部
・高知中央森林組合
・かんぽの宿伊野
・（株）スタジオ・クール 「道の駅」木の香
・吾北本川地区建設協会
・四国電力（株） 高知支店
・（株）四国ネット
・四国ブロック工業（株）
・大洋建設（株）
・田中クレーン
・（有）久武クレーン
・（有）むささびの里 「道の駅」633美の里

【愛 媛 県】

そらやま街道（国道194号）をより良い道路とするため、
〇危険箇所等の改良要望・整備促進の要望活動　
〇利用の促進に繋がる広報活動、地域振興活動等
下記のメンバーにより活動を行っております。

【高 知 県】

　そらやま街道は実は桜の名所です。平成11年の寒風山トンネルの開通以降、
桜の寄付等による植樹活動が行われ、平成21年４月には2,000本桜植樹記念式
典が開催されました。
　そのため、そらやま街道沿いには2,000本以上の桜が植樹されており、毎年
通行される方の目を楽しませています。沿線各所で見られるので、桜のシーズ
ンには車窓からお楽しみください。

そらやま　  街道桜

そらやま街道（国道１９４号）沿線情報案内

癒
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然

西日本最高峰の石鎚山は古くから日本七霊山の一つとして数えられ、一帯は国定公園に指定
されており、四季を通じて登山客や観光客に親しまれている。

愛媛県境に位置し、石鎚山国定公園に属する標高1897m。石鎚山国定公園の一部で自然休
養林に指定。頂上付近から氷見二千石原と呼ばれるクマササ原が広がり、山頂からの眺望は
素晴らしい。白骨林を交えたウラジロモミ林が美しく、希少植物も生育している。子持権現
などでブナの原生林の紅葉が見事。

落差30m。吉野川の上流に注ぎ込む支流にある滝。一条の水が、きれいな放物線を描きなが
ら滝壺へ落下する滝で、その姿は非常に美しく、滝の貴婦人のような趣き。滝は川を隔てた
対岸の展望所から眺めた時、滝の周りが開けそして多くの広葉樹が滝の周りを彩っているの
がわかり、その光景もまたすばらしい。

県営黒瀬ダム建設に伴ってできた人造湖。一周約12kmの湖畔には桜やカエデ、菖蒲などが
数多く植えられており、春の花見や秋の紅葉シーズンには多くの人で賑わう。ツーリングや
サイクリングのコースとしてもおすすめ。

日本三大暴れ川のひとつである吉野川の最源流部にある渓谷。非常に透明度の高い水が流れ
ており、初夏には新緑や青もみじ、秋には紅葉など四季折々の景色を楽しむことができる。

滝の高さは60m～100m。幅約4kmの絶壁から4本の滝がほぼ等間隔に流れ落ちる全国的に
も珍しい滝。土佐の名水40選にも指定されている。

延長5,432ｍという国内でも有数の長さを誇り、無料の自動車トンネルとしては最長。トン
ネルを抜けると、風景が一気に変化。秋には紅葉した木々の間から南国の太陽がのぞく。

全長124km。四国では吉野川、四万十川に次ぐ第3の大河。川の流れが急峻なため、水が濁
らず、下流部まで清流が保たれている。全国一級河川水質ランキングで何度も最高ランクに
輝いており、「仁淀ブルー」の愛称で知られている。

仁淀川のほとりにある親水公園。夏には川遊びに来た大勢の人達で賑わう。川縁にある「水辺
の駅 仁淀川にこにこ館」では軽食やお弁当のテイクアウトを行っているほか、バーベキュー
用具の貸し出し、肉・野菜の提供を行っているので、手ぶらで来てもバーベキューが楽しめる。
また、築90年以上経つ仁淀川橋からは仁淀川の雄大な景色を望むことができる。

町道瓶ヶ森線・町道瓶ヶ森西線（全長約27km）の通称。石鎚山系の尾根に近い標高1,100～
1,700mの絶景ロードで、春はアケボノツツジ、秋は紅葉が楽しめるドライブコース。
天候等の条件が良ければ、瀬戸内海や土佐湾も見える。冬季閉鎖あり（4月中旬～11月末頃
までは通行可能）

「おいしい水」とは、「安全な水」で、喉ごし爽やかで、安心して飲める水でなければなりま
せん。「うちぬき」は「名水」であって「おいしい水・安全な水」でもあるという恵まれた条件
を備えた水。

仁淀川で最下流にある沈下橋で、いの町と日高村を結んでいる。橋の上からは仁淀川の絶景
を観覧できる。

「大国さま」の愛称で親しまれる椙本（すぎもと）神社は創建1,200年を超えるとされ、商売繁
盛、大漁、家内安全、縁結びの神様として高知県内で親しまれている。春の大祭は土佐の三
大祭として知られ、毎年数万人の参拝客が訪れる。
春の大祭：旧暦の1月22日・新暦の11月23日　　秋の大祭：毎年11月開催

18世紀前半に建てられたといわれる県下最古の山間民家。標高約700mの山深い小集落にあ
り、茅葺き寄棟造りで、床板張りの広い「余の間」をもつ。国の重要文化財。

農村歌舞伎の廻り舞台は、明治（1868 ～ 1912）の初めの再建と推定される国の重要有形民俗
文化財。約300年を誇る伝統行事「農村歌舞伎」が毎秋11月に行われる。青年団員が歌舞伎
を奉納、「白浪五人男」などの演目に観客から拍手喝采がわきおこる。

西条市役所観光振興課
TEL 0897-52-1690
久万高原町企画観光課
TEL 0892-21-1111

本川総合支所産業建設課
TEL 088-869-2115

愛媛県東予地方局
（黒瀬ダム管理事務所）
TEL 0897-56-3131

本川総合支所産業建設課
TEL 088-869-2115

本川総合支所産業建設課
TEL 088-869-2115

本川総合支所産業建設課
TEL 088-869-2115

いの町産業経済課
TEL 088-893-1115

グリーン・パークほどの
TEL 088-867-3705

本川総合支所産業建設課
TEL 088-869-2115

西条市役所環境課
TEL 0897-52-1382

いの町産業経済課
TEL 088-893-1115

いの町教育委員会
本川教育事務所
TEL 088-869-2331

いの町教育委員会事務局
TEL 088-893-1922

西条市～久万高原町

いの町寺川

いの町寺川

西条市黒瀬

いの町

いの町桑瀬

いの町桑瀬
　　〜
いの町寺川

西条市（市街地）

いの町勝賀瀬

いの町波川

いの町清水上分

いの町寺川185-5
（入口は白猪谷オート
キャンプ場付近に有り）

〒781-2101
いの町大国町3093

〒781-2604
いの町越裏門89

〒781-2120
いの町枝川・八代八幡宮

石鎚山

瓶ヶ森

大瀧の滝

黒瀬ダム

白猪谷渓谷

程野の滝

仁淀川

寒風山トンネル

波川公園
水辺の駅

仁淀川にこにこ館

ＵＦＯライン

名越屋沈下橋

椙本神社

山中家住宅

八代八幡宮
廻り舞台の農村歌舞伎

名水百選
｢うちぬき｣

A‒5
①

E‒9
⑨

⑪

D‒8
⑫

E‒9
⑬

C‒6
⑭

E‒9
⑮

B‒4/B‒5
C‒4/C‒5

⑩

B‒4
②

B‒5
③

B‒3
④

D‒6
⑥

C‒4
⑧

C‒8/C‒9
D‒8/D‒9
E‒9/E‒10
F‒10
⑦

B‒5
C‒5
⑤

毎年11月5日

参拝時間
9：00～18：00

観覧期間
8：30～17：00
休み：毎週月曜日
　　：12/28～3/20

TEL 088-892-0069

TEL 088-893-5085

嘉母神社、石岡神社、伊曽乃神社、飯積神社の秋の大祭として行われている。中でも15・
16日の両日、華やかに繰り広げられる伊曽乃神社の祭礼は、元禄の昔の姿を伝える絵巻とし
て有名。早朝の宮出し、お旅所、御殿前、加茂川の川入りと見どころも多く、豪華絢爛な80
余のだんじり・みこしが終日、太鼓・鉦に合わせて威勢よく練り歩く様は、まさに圧巻で、
多くの観光客が訪れている。

大胆な木造建築の館内には郷土の偉人、十河信二氏が生みの親といわれる「0系新幹線電車」
のほか、鉄道に関する貴重な史料を展示している。また、西条市の観光案内・おみやげ販売
所の観光交流センター（年中無休・18時まで開館）を併設している。

土佐和紙発祥地にある、土佐和紙の歴史や魅力を伝えるスポット。和紙作りの原料や用具、
工程を説明したコーナーがある。流し漉きの実演が行われ、紙漉き体験ができる。
＊紙漉き体験　9：00～ 16：00

加茂川沿いにあり、背後に八堂山を控えた眺めは「四国の小嵐山」と称され、県内でも有数の
桜の名所となっている。ソメイヨシノなど1,500本の桜並木が川に沿って続き、ロケーショ
ンの素晴らしさから、多くのお花見客で賑わう。

・納涼花火大会・仁淀川ふれあい市　ほか

毎年11月に開催される「体験の国　ほのほの王国」では、自然の中で憧れの職業を体験したり、
憧れの職業車に乗ってみるなど、様々な体験ができる。地元の美味しいものを食べたり、様々
なワークショップをしたりし、子供たちが楽しい時間を過ごすことができる。

・森林生態学習館・ログハウス・オートキャンプ場
・ほどの自然教室・手ぶらでバーベキュー（要予約）

年間を通じて豊かな自然を体感できる宿泊施設、各種体験教室もあり、バーベキューや日帰
り利用もできる。　・チェックイン/16：00～　・チェックアウト/～10：00

樹齢300年を超えるヒノキやツガ、モミなどの美しい天然林が広がる野外レジャー施設。
[森の遊び場情報]・ツリーハウス・大型ハンモック・ブランコ・休憩所・高台・はりやま橋
・金剛谷・木の根三里の吊り橋

白滝鉱山の跡地を利用した、スポーツコミュニティーセンターやプール、キャンプ場などの
複合施設。炭窯による炭焼き、豆腐やコンニャクづくり体験できるセカンドスクールも開設。
里の茶屋での大川黒牛のバーベキューや土佐はちきん地鶏親子丼も絶品。
＊里の茶屋（営業期間：3月中旬～ 11月末　定休日：火曜日）

西条市役所観光振興課
TEL 0897-52-1690

四国電力㈱本川発電所
TEL 088-869-2410

TEL 088-893-0886

西条市役所観光振興課
TEL 0897-52-1690

いの町産業経済課
TEL 088-893-1115

グリーン・パークほどの
TEL 088-867-3705
FAX 088-867-3424

いの町吾北総合支所産業課
TEL 088-867-2313

石鎚スキー場　総合案内
TEL 0897-59-0331

大川村ふるさとむら公社
TEL 0887-84-2201

TEL 0897-59-0203

TEL 088-850-5658

大川村ふるさとむら
推進進行実行委員会
TEL 0887-84-2201

〒781-3704
大川村朝谷26

〒781-2602
いの町戸中171

〒793-0030
西条市大町798-1

〒781-2103
いの町幸町110-1

〒793-0035
西条市福武甲2128-1

いの町清水上分程野
グリーン・パークほどの
お祭り広場

〒781-2611
いの町脇ノ山367-3

〒781-2511
いの町清水上分978-8

〒793-0215
西条市西之川下谷甲81

〒781-3704
大川村朝谷（白滝）

〒793-0214
西条市中奥1号25-1

鉄道歴史パーク
TEL 0897-47-3855
観光交流センター
TEL 0897-56-2605

いの町
仁淀川羽根公園河川敷

白滝の里

木の根ふれあいの森

石鎚ふれあいの里

謝肉祭

石鎚スキー場

グリーン・パーク
ほどの

体験の国
ほのほの王国

いの町民祭
仁淀川まつり

武丈公園(桜）

いの町
紙の博物館

本川揚水発電所

鉄道歴史パーク
　　 in SAIJO

西条まつり
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嘉母神社：西条市禎瑞645
石岡神社：西条市氷見乙1345-1
伊曽乃神社：西条市中野甲1649
飯積神社：西条市下島山甲1883

毎年8月上旬

毎年11月

営業時間
8：30～17：15
休館日：毎週木曜日
　　　　年末年始

毎年11月3日

休み：年末年始

休み：年末年始

営業期間
4月～11月
シーズン営業

営業時間
9：00～17：00
休み：毎週月曜日
（祝日の場合は翌日）
年末年始(12/27～1/4）

見学時間（平日）
9：00～17：00
休み：年末年始と
　　　作業点検期間

営業時間
9：00～17：00
最終入館：16：30
休館日：水曜日

10月第2土曜日
　　 第2日曜日
毎年10月14日
   ～10月17日

営業時間
平日/9：00～16：30
土日祝/
8：30～17：00

住所 連絡先TEL 営業時間等 コメント名称地図番号

歴
　
史

産
　
業

遊
　
び

宿
泊
休
憩

12月～ 3月中旬営業。
　・レンタルあり・講習あり・スキースクール・スノーボードスクール
　・プライベートレッスン・団体料金設定あり　　　　＊要問い合わせ　

標高750m付近に位置する白滝の里が会場。美しく紅葉に彩られた山々の中で、特産の大川
黒牛と土佐はちきん地鶏の、最高の美味しさが腹いっぱい楽しめるイベント。当日は、地場
産品の出店やアトラクションも展開。　＊要予約：8月中旬頃から募集開始

（裏面のマップと合わせてご覧ください）

道の駅「土佐和紙工芸村くらうど」

道の駅「633美の里」

道の駅　小松オアシス
アウトドアオアシス石鎚・椿交流館

大川村集落活動センター
結いの里

「揚水発電を見る」　　期間：通年、　時間：１時間30分、　料金：無料、　
　　　　　　　　　　内容：概要説明、地下発電所施設見学。　（事前予約要）

Ⓒ 一般社団法人仁淀ブルー観光協議会

【仁淀川カヌー】

【国道194号沿い桜並木】

【にこ淵】

【UFOライン】

TEL 088-892-0433
TEL 088-892-1580

TEL 088-893-1115

TEL 088-892-1001

TEL 088-867-3680
TEL 088-867-2607
TEL 088-850-5658
TEL 088-869-2300
TEL 088-869-2861
TEL 088-869-2115

Ⓒ 一般社団法人仁淀ブルー観光協議会

Ⓒ 一般社団法人仁淀ブルー観光協議会 Ⓒ 一般社団法人仁淀ブルー観光協議会

Ⓒ 一般社団法人仁淀ブルー観光協議会

【UFOライン】

ドライブマップ

（令和4年１月1日現在）

加田公衆用トイレ
約2km

約1.5km

国道11号加茂川橋交差点


