
ふるさと歴史散歩「泊海岸トレッキングツアー」2021.６.27 

【日程】9：30 泊漁業協同組合前駐車場集合①日程説明②泊海岸について説明③移動・

見学 10：00 大滝やタタミ岩、スカシユリやアサツキなどの花々を観察、ぼっとあげ、

白砂、猿岩、大穴洞窟見学 12：00 現地解散 ★貴重な山野草を見ることができます！ 

 

 

 

 

 

１ 泊のリアス式海岸線を菅江真澄になりきって歩く 

寛政 5 年(1793 年)の冬、平安中期の後撰

和歌集に詠われている｢おぶちの牧｣を見る

ため六ヶ所村を訪れた人物がいる。江戸時

代の旅行家・菅
すが

江
え

真澄
ま す み

(1754 年～1829 年)

だ。真澄は旧暦の 11 月 30 日から、およそ

2 週間をこの村で過ごし、その自然や人々

の様子を歌や絵にし、旅日記「菅江真澄遊

覧記」を残していた。  

「北奥道中図：江戸時代のガイドブック」より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秋田県立博物館所蔵 

(1) 弥次郎穴 

 断層面？ 

トトロの穴？ 

昔洞窟、コウモリも 

(2) 滝の尻大滝 

滝つぼを見て 

みよう？ 

昔は… 

(3) タタミ岩 

安山岩柱状節理 

横向きは県内に一つ 

6 月は花見！ 

(4) ぼっとあげ 

潮吹き穴：「ぼっち」 

海食洞と穴 

断層？ 

(5)大穴洞窟遺跡 

  人骨 3 体、土器出土 

コウモリ観察 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1561965627/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2ttdW5ha2F0YS5zYWt1cmEubmUuanAveXVraWdhdGEveWstMDUuaHRtbA--/RS=%5EADBDFKyqyEplPH1qcxR2cm.oRPnopw-;_ylt=A2RCL6e6YhhdMzsANwGU3uV7


Q 菅江真澄は旅の目的を果たせたか？ 

出戸から見た天然の荒垣のような河岸段丘 この奥が高牧か 

２ おぶちの牧を一目見たくて・・！ 

寛政 5 年(1793 年)の冬 ：  牛の背に乗り六ヶ所村にやってきました！ 

十一月二十七日 田名部を出発した。ここから野辺地に出るには、横浜という浦を伝ってそこ

の港に行くべきであるが、「あれこそまされなつくものかは」と詠じられている尾駮の牧

も見たいので、雪の道をたどり、そこへ行く道筋を分け入った。・・・・ 

三十日 山坂の道は行き難いというので牛にのり、…白糠についた。 

  「次左衛門ころばし」物見崎、屏風岩などを見ながら過ぎて、次左衛門ころばしというとこ

ろにかかったが、そういう名の人がむかし落ちたということである。 

  「岩石おとし」岩から水がわき、それが凍って水晶のような氷岩に足をすべらしてしまうと

命がなくなる場所で、この時、牛追いや木こりらが集まって、腰にさげていたこだし（編

袋）の中から灰をとりだした氷の坂にまき散らし、とびくちで（ハンマーのようなもので）

氷面をうちやぶり、足場をつくり、たくさんの牛を追いおろす・・・玉のような汗を流し

ながら、ようやくくだり終えた。 

  「おおあな」というところがある。むかし、放牧の牛がこの岩屋のなかにはいり、はるばる

進んで行って横浜のあたりにはい出したそうでいまそこを牛の沢というと、子どもた 

  ちが語った。またそこには牛の岩があるとか。 

  「舌」行く道が左右から狭くなって、身動きもできないところを舌という。 

  「そうめんが滝」まるでそうめんをかけたように見える滝があった。 

  「しらすなのはま」こんなきれいな浜は最初である。 

  「ぼっとあげ」足もとからとつぜん三、四尋（二十尺ぐらい）も、さっと波が高くうちあげた。

これはどうしたことだ、とおどろいて、しばらくただずむと、のっていた牛の牛追いが来

て、集まってきた人に尋ねると、これをぼっとあげといって「ここは波がよせてこない間

にはやく越えなさい」という。この磯辺に伏している岩に長い横穴があって、それに波が

はいると、ごろごろと雷鳴が響くように鳴り、水鉄砲で水をあげるように、また鯨のしお

ふきから潮を吹きとばすように勢いよく海水がふきあがるのであった。おもしろいと思っ

てふりかえって見ていると、ちどりが鳴いた。 

「滝の尻大滝」「弥次郎穴」滝があり、弥次郎穴という洞穴があった。この洞窟は何という  

かと聞いたら弥次郎穴だという。 

「種市家」中山という雪の岡辺に弁財天を祭った鳥居が見えたので、そのもとで子供にまじ

って休んでいると、泊という浦の部落にほど近いのであろう、家がたてこんで見えた。・・・

泊の浦につくと、…まだ日も高いが、この浦の長、種市という主人のもとに宿をかりた。

「菅江真澄遊覧記３（全 5 巻）：おぶちの牧」より一部引用（東洋文庫 82 訳者 内田武志 宮本常一 平凡社） 

 

 

 

 

 

 

蟻渡野からの眺望:八甲田の山並み 



３ 泊海岸ジオサイト見学 

 ～六ヶ所村ジオパーク指定を目指して～ 

新生代新第三紀中新世（約 2,300万年前から約 500万年前まで）は、日本

がユーラシア大陸から分離し、日本海が形成され、これに伴う

海底火山活動で日本各地にグリーンタフと呼ばれる凝灰岩層

が発達した。泊海岸では、崖
がけ

や海岸の岩場に、海底
かいてい

火山
か ざ ん

噴出物
ふんしゅつぶつ

が広がっている。凝
ぎょう

灰
かい

角
かく

礫岩
れきがん

や枕 状
まくらじょう

溶岩
ようがん

・岩脈
がんみゃく

も見ること

ができる。（泊累層） 

注１）図３新第三紀･鮮新世の古地理（600 万年前－300 万年前まで） 

絈野（1975）による『日本海と大和堆』から引用  

 

(1) 泊海岸の海底火山岩（凝
ぎょう

灰
かい

角
かく

礫
れき

岩） 

水中でマグマが噴 出
ふんしゅつ

して形成された火山岩や火山砕屑
さいせつ

岩が

堆積
たいせき

してできた。現地性と再堆積性がある。 

※写真は、郷土館職員撮影 

(2)  枕状溶岩(冷却
れいきゃく

節理
せ つ り

)・縄状
なわじょう

溶岩
ようがん

 

 枕状溶岩は、チューブ型の玄武岩質の溶岩。 

① チューブの中が空洞
くうどう

のものもある。外側が冷え固まり、 

  中が流れ出てできる。 

② 急に冷えてできた放射状
ほうしゃじょう

のひび割れ・冷却
れいきゃく

節理
せ つ り

も見ら 

れる。 

③ チューブの先端
せんたん

は丸くなっている。 

④ バラバラになって凝灰角礫岩に含まれている。 

⑤ 溶岩が流れた様子がわかる縄状
なわじょう

溶岩
ようがん

も観察できる。 

⑥ マグマの圧力で殻
から

が破れた跡も観察できる。 

 

 

 

 

 

 

 

泊海岸は、美しいリアス式

の海岸です。1 万 6千万年前

の激しかった海底火山活動を

観察することができます。 

 

中山崎の海成段丘 

 

枕状溶岩 

縄状溶岩 

泊リアス式海岸 

波の浸食による奇岩 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%82%B7%E3%82%A2%E5%A4%A7%E9%99%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%B5%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%95
http://www.kubota.co.jp/urban/pdf/12/pdf/12_2_4.pdf


泊海岸で見られる植物 
泊地区の海崖の下には、ガンコウランやミヤマビャクシンなどの高山植物が本州の平地で唯一

自生し、学術的にも貴重な場所とされる。 

１ ガンコウラン：北海道・中部地方以北の本州の、日照の良い高山の岩場や海岸

近くに生育するツツジ科の常緑小低木。雌雄異株。花期は 5-6 月。果実は径 6-

10mm の黒い球形で食べられる。中山崎や物見崎灯台の南側斜面で見られる。 

 ２ ミヤマビャクシン：高山の岩場に生える常緑の低木。高山植物。北海道から

中部山岳地帯、屋久島まで分布している。盆栽としての人気が高い。乱獲の結

果、現在では天然の物が少なくなった。盆栽界ではミヤマビャクシンを「真柏

（シンパク）」と呼ぶ。 中山崎や泊海岸の段丘崖の斜面で見られる。 

３ イワユリ（スカシユリ）：５月下旬から６月中旬にかけて岩場には、岩ユリの

オレンジ色の花が咲く。花びらの間に隙間があることからスカシユリという名前

が付いている。花の後にできる実はさく果（熟すると下部が裂け、種子が散布さ

れる果実）である。太平洋岸に分布する個体群である。 

４ エゾネギ（チャイブ、セイヨウアサツキ）：ネギ属の葉菜または根菜。アサツ

キよりも花被が長く、長さ 15mm 前後。花期は 6 月から 8 月。湿原の周辺など、

湿った場所に生育する高山草。アサツキは、チャイブの変種である。カロテンを豊

富に含む緑黄色野菜である。西洋料理では主に刻んで料理にふりかけて調味料とし

て使われる。 

５ ノハナショウブ：野花菖蒲は、アヤメ科アヤメ属の多年草。園芸種であるハナ

ショウブの原種である。中国、朝鮮半島、日本に分布し、水辺や湿原、湿った草原

に自生する。湿った放牧地などにも群生していることがあるが、有毒であるために

牛馬に食べられないことによって繁茂しているものである。以前は倉内高瀬川沿い

の湿地に群落がみられた。※見分け方：アヤメは、外側の花びらに網目模様がある。カキツバタは、外側の花び

らに白色の筋がある。ハナショウブは、外側の花びらに黄色の筋がある。 

６ （エゾ）カワラナデシコ：北海道、本州中部以北、ユーラシア中部以北に分布す

る多年草。山地の日当たりの良いところで自生種を見ることができる。花期は 6 - 

9 月で、先が尾状になる苞が 2 対あり、その下部の 1 対は大きい。苞は３～４対

で十字対生し、先は芒状にとがる。がく片の長さは 2 - 3 cm となる。 

７ そのほかの草花と動物 

 

 

 

 

 

  

ハマエンドウ ハマヒルガオ ツリガネニンジン サルメンエビネ 

大穴洞窟にコウモリ

がいた？！ 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%8C%E9%9B%84%E7%95%B0%E6%A0%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9E%9C%E5%AE%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8D%E3%82%AE%E5%B1%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%89%E8%8F%9C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%B9%E8%8F%9C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%B5%E3%83%84%E3%82%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%89%E7%A8%AE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%AD%E3%83%86%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B7%91%E9%BB%84%E8%89%B2%E9%87%8E%E8%8F%9C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E6%B4%8B%E6%96%99%E7%90%86
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A4%E3%83%A1%E7%A7%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A4%E3%83%A1%E5%B1%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%9A%E5%B9%B4%E8%8D%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%BD%E5%9F%B9%E5%93%81%E7%A8%AE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%8A%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%82%A6%E3%83%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%8A%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%82%A6%E3%83%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E7%A8%AE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E5%8D%8A%E5%B3%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E8%BE%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B9%BF%E5%8E%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8D%89%E5%8E%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8D%89%E5%8E%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Empetrum_nigrum_subsp._asiaticum_1.jpg
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1562398122/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2hhZDAuYmlnLm91cy5hYy5qcC9wbGFudHNkaWMvYW5naW9zcGVybWFlL21vbm9jb3R5bGVkb25lYWUvbGlsaWFjZWFlL2V6b25lZ2kvZXpvbmVnaS5odG0-/RS=%5EADBfqzZvU18Vqf1aMR0z2AU86xfHj4-;_ylt=A2RCK_wq_B5dmGMAxgyU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1562398926/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbnN0YWdyYW1tZXJuZXdzLmNvbS9kZXRhaWwvMTE2ODYxNzU4NDQzOTU1NTQ1OA--/RS=%5EADB_7Cm6GNqYW7AYjs77s_hf.eJ5hY-;_ylt=A2RCL51O_x5dwxUAjBSU3uV7


 

泊地区リアス式海岸線のジオサイトマップ 
 

 

①弥次郎穴（トトロの穴） 

②滝の尻大滝 

③タタミ岩（玄武岩質安山岩：柱状節理） 

④ぼっとあげ（ぼっち：潮吹き穴） 

③ 
② 

④ 

⑤ 

⑥大穴洞窟遺跡（人骨出土・コウモリ観察） 

⑥ 

中山崎（砲台跡：枕状溶岩） 

① 

 焼山漁港 

⑦ 

⑤白砂（ここだけ砂浜出現） 

⑦物見崎灯台 

（高山植物：ガンコウラン等） 

スカシユリ ５月～７月 

駐車場有 

（案内） 焼山大橋の下に駐車可。 

①から⑥までは、約１ｋｍのトレッキングコースです。 

Q1:これらの奇岩は何に見えるかな？ 

焼山大橋 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

○A  ○B  

※国土地理院 HP より地図を一部作画引用 


