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299 徳島県 東部 道の駅どなり　餐の館 うどんづくりの全行程が体験でき、その場で試食ができる道の駅です。 阿波市

300 徳島県 東部 阿波の土柱 切り立った断崖が風雨にさらされてできた土の柱で、世界三大奇勝の一つといわれています。 阿波市

301 徳島県 東部 阿波おどり会館 阿波おどりの醍醐味を1年中味わえる阿波おどりホールや阿波おどりミュージアムがあり、阿波おどりに関することなら何でもわかります。 徳島市

302 徳島県 東部 阿波十郎兵衛屋敷 浄瑠璃「傾城阿波の鳴門」の主人公板東十郎兵衛の屋敷を利用した博物館です。 徳島市

303 徳島県 東部 阿波木偶資料館 木偶頭約150点、衣装類や小道具をあわせると約580点を所蔵しています。 徳島市

304 徳島県 東部 阿波木偶人形会館 約400年の歴史を誇る阿波人形浄瑠璃の人形作家、人形健の作品が展示されています。 徳島市

305 徳島県 東部 徳島県立文学書道館 徳島の先人たちが切り開いてきた豊かな知の世界、文学と書をテーマにしています。 徳島市

306 徳島県 東部 徳島市総合動植物公園 100種類もの動物が飼育されている動物園と四季折々の花が咲く植物園があります。 徳島市

307 徳島県 東部 徳島城博物館 城下町として栄えた蜂須賀家・徳島藩の歴史美術資料等を展示しています。 徳島市

308 徳島県 東部 眉山ロープウェイ 阿波おどり会館5階と徳島のシンボル眉山山頂を結びます。 徳島市

309 徳島県 東部 蔵本運動公園 野球場は四国・九州アイランドリーグの徳島インディゴソックスのホーム球場のひとつになっています。 徳島市

310 徳島県 東部 文化の森総合公園 図書館・文書館・博物館・近代美術館・21世紀館の5文化施設が集まった総合公園です。 徳島市

311 徳島県 東部 モラエス館 ポルトガルの文豪モラエスが残した著書等を展示しています。 徳島市

312 徳島県 東部 藍染工芸館 徳島県で最初の藍染体験施設です。様々な藍染製品も販売しています。 徳島市

313 徳島県 東部 渦の道 大鳴門橋の下部空間を利用した展望遊歩道で、ガラス越しに渦を見ることができます。 鳴門市

314 徳島県 東部 エスカヒル鳴門 鳴門公園を一望できる鳴門山山頂まで高低差34ｍの展望エスカレーターです。 鳴門市

315 徳島県 東部 大谷焼の里 鳴門に古くから伝わる伝統工芸で水瓶などの大物陶器が有名ですが、カップなどの作陶体験もできます。 鳴門市

316 徳島県 東部 大塚国際美術館 国内最大の常設展示スペースに原寸大の陶板画で世界の名画を再現した美術館です。 鳴門市

317 徳島県 東部 大鳴門橋架橋記念館エディ 鳴門の海と橋をリアルに体験できる施設です。 鳴門市

318 徳島県 東部 賀川豊彦記念館 「友愛・互助・平和」を説き続けた賀川豊彦の活動をテーマごとに紹介しています。 鳴門市

319 徳島県 東部 鳴門市ドイツ館 第一次大戦中俘虜となったドイツ兵と地元の人々の友好を記念した建物で、「第九」の日本初演地としても有名です。 鳴門市

320 徳島県 東部 鳴門・大塚スポーツパーク スタジアムはサッカーＪ２の徳島ヴォルティス，球場では四国・九州アイランドリーグの徳島インディゴソックスの試合が楽しめます。 鳴門市

321 徳島県 東部 鳴門ウチノ海総合公園 広々とした芝生公園の他スケートボードなどのニュースポーツができるスペースや大型遊具、デイキャンプ場などがあります。 鳴門市

322 徳島県 東部 鳴門ガレの森美術館 フランス芸術界を代表する作家エミール・ガレの作品を展示しています。 鳴門市

323 徳島県 東部 鳴門観光汽船（うずしお観潮船） 渦潮を水中から観察できる「アクアディ」と大型観潮船「わんだーなると」があります。 鳴門市

324 徳島県 東部 うずしお汽船 豪快な渦潮を間近で見るにはこれが一番。吸い込まれそうな迫力です。 鳴門市

325 徳島県 東部 阿波和紙伝統産業会館 紙すき場をそのまま再現しており、製造工程を学習できるほか、体験もできます。 吉野川市

326 徳島県 東部 美郷ほたる館 源氏蛍が生息するホタルの専門館で、5月末～6月頃は周辺でホタルが飛び交います。 吉野川市

327 徳島県 東部 大川原高原 頂上付近には牛が放牧され、見下ろせば吉野川や淡路島まで見渡すことができます。 佐那河内村

328 徳島県 東部 いきものふれあいの里 森林を散策しながら、そこに生息する動物や植物に親しむことができる自然体験施設です。 佐那河内村

329 徳島県 東部 野鳥の森 鳥類の保護と生態観察を目的に作られた森で、バードウォッチングができる遊歩道があります。　　 石井町

330 徳島県 東部 雨乞いの滝 日本の滝100選にも選ばれた滝で高さ27ｍの雄滝と45ｍの雌滝で三段となりひとつの滝壺に落ちます。 神山町

331 徳島県 東部 神山森林公園 森林学習館や展望台他自然とふれあう施設があります。 神山町

332 徳島県 東部 徳島とくとくターミナル 土産物や観光情報を提供する物産館「とくとく市場」とバスターミナルの複合施設です。 松茂町

333 徳島県 東部 松茂町歴史民俗　資料館 人形浄瑠璃の舞台を備え、浄瑠璃に関する古文書や頭など貴重な資料を展示しています。 松茂町

334 徳島県 東部 人形浄瑠璃芝居　資料館 人形浄瑠璃の舞台を備え、浄瑠璃に関する古文書や頭など貴重な資料を展示しています。 松茂町

335 徳島県 東部 ハレルヤスイーツキッチン 出来たてのお菓子を楽しめるスイーツビュッフェやお菓子作り体験・工場見学が楽しめます。 松茂町
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336 徳島県 東部 藍の館 藍の豪商の屋敷跡を資料館として保存したもので、藍染めの体験ができるコーナーもあります。 藍住町

337 徳島県 東部 あすたむらんど徳島 遊びや体験を通して科学する心を育てる「こども科学館」を中心とした科学と自然にあふれる大型公園です。 板野町

338 徳島県 東部 板野町歴史文化公園 文化の館・彩りの館を中心とした自然公園で、復元された竪穴式住居や高床式建物などがあります。 板野町

339 徳島県 南部 津峯公園 津峰神社、津峯スカイラインがあり山頂からは阿波の松島”橘湾”が一望できます。 阿南市

340 徳島県 南部 観光地引き網 北の脇海水浴場の側で地引き網に挑戦でき、捕れた魚は調理してすぐに食べられます。 阿南市

341 徳島県 南部 阿南市科学センター 大型反射望遠鏡のある天文館や科学体験館があります。 阿南市

342 徳島県 南部 アグリあなんスタジアム 四国・九州アイランドリーグの徳島インディゴソックスの試合が楽しめます。 阿南市

343 徳島県 南部 那賀川出島野鳥園 チュウヒ（ワシタカ類）が飛来する四国唯一の場所です。 阿南市

344 徳島県 南部 阿南市立　阿波公方・民俗資料館 足利将軍の末えい「阿波公方」ゆかりの資料を中心に、民具、農具、漁具を展示しています。 阿南市

345 徳島県 南部 太龍寺ロープウェイ 四国霊場21番札所太龍寺までを結ぶ大きなロープウェイです。 那賀町

346 徳島県 南部 鷲の里 太龍寺ロープウェイの駅を併設する道の駅で、鮎などの川魚をふんだんに使った料理を楽しむこともできます。 那賀町

347 徳島県 南部 あいあいらんど キャンプ場やテニスコートのほか、木工体験のできる森林工房もあります。 那賀町

348 徳島県 南部 相生森林美術館 木彫・木版画など木に関する美術作品を紹介しています。 那賀町

349 徳島県 南部 クラブコルツ（乗馬） 初心者でも利用でき、林道での観光乗馬などが体験できます。 那賀町

350 徳島県 南部 大釜の滝 落差20ｍで広い滝壺の美しい滝です。 那賀町

351 徳島県 南部 大轟の滝 3段になって流れ落ちる滝が４条になって、落ちる滝壺も深い優美な滝です。 那賀町

352 徳島県 南部 高の瀬峡 那賀川の源流域に位置し、紅葉とＶ字渓谷の織りなす自然は絶景です。 那賀町

353 徳島県 南部 うみがめ博物館　カレッタ アカウミガメの産卵で知られる大浜海岸に隣接するカレッタはウミガメのことなら何でも分かります。 美波町

354 徳島県 南部 貝の資料館モラスコむぎ 世界中の珍しい貝が2000点以上も展示されています。 牟岐町

355 徳島県 南部 阿波海難文化村 海陽町の歴史と文化を体感できる施設です。 海陽町

356 徳島県 南部 轟の滝 落差58ｍの四国一の大滝で、さらに上流にも様々な滝があり、総称して轟九十九滝と呼ばれています。 海陽町

357 徳島県 南部 まぜのおか 充実した施設とゆとりあるアウトドアスペースを備えた本格的オートキャンプ場です。 海陽町

358 徳島県 南部 大敷き網漁体験 体験漁業船「虹マンボウ」で大敷き網漁の体験ができます。 海陽町

359 徳島県 南部 海中観光船ブルーマリン 船底がガラス張りになっており、美しい珊瑚や熱帯魚が間近に見られます。 海陽町

360 徳島県 南部 川口ダム自然　エネルギーミュージアム 太陽光・水力・風力の３つの自然エネルギーを実際に見て、触れて、感じて、楽しみながら学べる体験施設です。 那賀町

361 徳島県 西部 あんみつ館 洋蘭のショールーム兼直売所で、蘭を取り入れた食品の販売も行っています。 美馬市

362 徳島県 西部 うだつの町並み かつて繁栄を誇った藍商の家屋が今もそのままの形で保存されています。 美馬市

363 徳島県 西部 脇町劇場（オデオン座） 歌舞伎や浪曲を催す芝居小屋として建てられた劇場で、映画「虹をつかむ男」の舞台になったところです。 美馬市

364 徳島県 西部 四国三郎の郷 総合的なアウトドアライフを楽しめます。 美馬市

365 徳島県 西部 中尾山グラススキー場 山の斜面を利用して作られた緑のゲレンデの上を滑ることができます。 美馬市

366 徳島県 西部 阿波池田たばこ資料館 江戸時代から明治にかけて刻みたばこの産地として繁栄した池田町の旧家を改装し、たばこ資料館として保存しています。 三好市

367 徳島県 西部 黒沢湿原 標高550ｍにある盆地に広がる湿原です。5月～11月にかけて様々な湿原植物が楽しめます。 三好市

368 徳島県 西部 大歩危峡観光遊覧船 吉野川上流の名勝地、奇岩の景勝地－大歩危の渓流を遊覧船に乗って船下りできます。 三好市

369 徳島県 西部 塩塚高原 自然とふれあう施設がたくさんあります。工芸体験やスポーツ体験などが楽しめます。 三好市

370 徳島県 西部 道の駅大歩危（妖怪屋敷・石の博物館） 観光情報館と石の博物館の複合施設 三好市

371 徳島県 西部 井川スキー場腕山 初級者から上級者まで楽しめる5コースと、子供が楽しめるソリコースがあります。 三好市

372 徳島県 西部 イカワＸパーク 日本初の全長80mのスノーボードゲレンデとスケートボードロットを備えた公園があります。 三好市
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373 徳島県 西部 奥祖谷二重かずら橋 秘境と呼ぶにふさわしい場所にある2本のかずら橋です。 三好市

374 徳島県 西部 東祖谷山村山菜加工生産組合　そば道場 祖谷そばの里で手打ち体験ができます。 三好市

375 徳島県 西部 祖谷のかずら橋 日本三奇橋の一つとして有名で、野生のシラクチカズラを編んで作ったものです。 三好市

376 徳島県 西部 平家屋敷民俗資料館 平家由来の宝物など数100点が展示されています。 三好市

377 徳島県 西部 東祖谷歴史民俗資料館 平家の落人達や村民の懐かしい、昔の暮らしぶりをしのぶことができる日な事案が数々展示してある。 三好市

378 徳島県 西部 於安パーク 於安御前山一帯に広がる公園は数十種類の草花や 樹木が植えられており、遊歩道が整備されています。 つるぎ町

379 徳島県 西部 貞光二層うだつの町並み 貞光のうだつは全国的にも珍しい二層のものでさらに前面は風景や動植物を描いた鏝絵で飾られています。 つるぎ町

380 徳島県 西部 土釜 貞光川の狭い峡谷の河床にできた釜状の甌穴です。 つるぎ町

381 徳島県 西部 剣山 西日本第二の高峰は、なだらかで比較的気軽に登ることができます。 つるぎ町

382 徳島県 西部 美濃田の淵 昔からの景勝遊楽の地です。遊覧船も運行されています。 東みよし町


