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払田柵総合案内所

開館日／４月中旬から11月までは無休
12月から４月初旬までは予約での開館
開館時間／午前９時～午後４時
入館料／無料
所在地／秋田県大仙市払田字仲谷地
95番地
アクセス／① JR大曲駅から車 15分
②大曲バスターミナルから羽後交通バ
ス千屋線川口行き「埋蔵文化財セン
ター前」（フリー乗降区間）下車すぐ
駐車場／ 25台
【問い合わせ】
払田柵総合案内所
☎ 0187-69-2397
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今 から約1,200 年前、平安時代初期に建てられた律令国家の
役所跡。外柵と呼ばれる高さ3.6m、縦・横約 30cmの角材
を並べた材木塀は延長3.6kmで、面積約 87.8ha の広大な

遺跡。角材の年輪の研究から延暦20年
（801）ころの伐採と判明し、ほぼそのこ
ろに創建されたものと考えられている。
　現在は、高さ9.7mの外柵南門や材木
塀などの一部を復元している。南門から
延びる大路は小高い丘「長

なが

森
もり

」の政庁跡
まで約 200m 続き、広大なスケール感
を体感できる。

柵の全景ジオラマや実際
に発掘された柵の角材な
どが展示される払田柵総
合案内所。大型スクリー
ンによるアニメーション
を交えた解説で、払田柵
を学ぶことができる。

外郭南門跡には門を支えてい
た巨大な柱を復元。 長森丘陵にはかつての政庁跡が広がる。

払田柵を学ぶ
　観光案内ボランティア「ほた
るの会」では無料で払田柵跡の
ガイドを行っています。歴史散
策をお楽しみください。※要予約
【申し込み】
大仙市仙北支所市民サービス課
☎ 0187-63-3003

Historic Relics

今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今

観光案内
ボランティア

Hotta no Saku (National Historic Site)

ほ っ た の さ く あ と



Ikeda Family Gardens (National Scenic Beauty)

２階食堂

金唐革紙

紅葉の名所として人気の払田分家庭園。本家庭園の五重塔。
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旧池田氏庭園一般公開旧池田氏庭園一般公開

公開期間公開期間／５月下旬～ 11月中旬／５月下旬～ 11月中旬
５月下旬～６月中旬、大曲の花火の前後数日、10月中旬～５月下旬～６月中旬、大曲の花火の前後数日、10月中旬～
11月中旬は無料でガイドを行います。11月中旬は無料でガイドを行います。（要予約）（要予約）ホームペーホームペー
ジでご案内します。ジでご案内します。
公開時間公開時間／午前９時～午後４時／午前９時～午後４時（最終入場  午後３時30分）（最終入場  午後３時30分）
休園日休園日／毎週月曜日／毎週月曜日（ただし、月曜日が祝日の場合は翌日）（ただし、月曜日が祝日の場合は翌日）
入園料入園料／ 300 円（高校生以下無料）／ 300 円（高校生以下無料）
　　　　団体（20名以上）　240 円　　　　団体（20名以上）　240 円
　　　　年間パスポート　　700 円　　　　年間パスポート　　700 円
所在地所在地／秋田県大仙市高梨字大嶋１番地／秋田県大仙市高梨字大嶋１番地
アクセスアクセス／ JR大曲駅から車 10分　／ JR 大曲駅から車 10分　駐車場駐車場／ 21台／ 21台
【払田分家庭園】【払田分家庭園】
公開期間・時間公開期間・時間／積雪期間を除き常時公開・自由見学／積雪期間を除き常時公開・自由見学
入園料入園料／無料／無料
所在地所在地／秋田県大仙市払田字真山 18番地１／秋田県大仙市払田字真山 18番地１
アクセスアクセス／① JR 大曲駅から車で 15 分、② JR 大曲駅から／① JR 大曲駅から車で 15 分、② JR 大曲駅から
羽後交通バス千屋線川口行き「中払田」（フリー乗降区間）羽後交通バス千屋線川口行き「中払田」（フリー乗降区間）
下車すぐ　下車すぐ　駐車場駐車場／ 20台／ 20台
【問い合わせ】【問い合わせ】
大仙市教育委員会　文化財保護課　☎ 0187-63-8972大仙市教育委員会　文化財保護課　☎ 0187-63-8972

Scenic  Spot
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大正ロマン薫る洋館
　旧池田氏庭園の洋館は、
県内初と伝わる鉄筋コンク
リート造りの建物として大
正 11 年（1922）に完成。
外壁は白磁タイル、御影石
の基壇、イオニア式の装飾
が施された門柱はイタリア
産といわれる白色大理石、
内装は漆喰壁で要所に高価
な壁紙の金

きん

唐
から

革
かわ

紙
かみ

を用い、
シャンデリアなどの照明具
が施されている。平成 29
年（2017）には国重要文
化財に指定されている。
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大仙市 旧池田氏庭園 検　索

池 田氏は、近世に高梨（仙北地域）に住まいを構え、明治時代中頃から戦
前まで高梨村長を務めた。山形県の本間氏・宮城県の齋藤氏と並ぶ近
代の東北三大地主として知られる豪農。その庭園は大規模な敷地全体

に大型灯
とう

籠
ろう

や池・洋館等を配した主庭園の景観と、近代公園の先駆者である長
なが

岡
おか

安
やす

平
へい

が設計した庭園として、鑑賞上・学術
上の価値が極めて高いと評価されている。
　平成16年（2004）に、秋田県内の庭園
として初めて国の名勝に指定。その後、平
成 20年（2008）には庭園の東北東約３
kmに位置する払

ほっ

田
た

分
ぶん

家
け

庭園も合わせて指
定を受け、現在大仙市が整備を行っている。



　忘れられがちな餅の食文化を伝える、米ど
ころならではのユニークな展示館。展示され
ている餅は実際についたものに特殊加工した
ものなど、その数は 400 種類を超え日本一の
展示数。また、うすやきねなどの餅つきの道
具や写真パネルなども展示しています。
開館時間／午前９時～午後４時
休館日／毎週月・火曜日
年末年始（12月 29日～１月３日）
入館料／無料
所在地／秋田県大仙市板見内一ツ森
418 番地
【問い合わせ】
史跡の里交流プラザ「柵の湯」
☎ 0187-69-3311

餅の館  民具資料館 歴史民俗資料館

　「農耕と暮らし」をテーマに、昭和 30年代
ころまでの農具や民具約 300 点を展示。往
時の様子がうかがえる写真パネルも多数展示
し、使い込まれた道具とともに先人の文化や
生活の知恵を現代に伝えています。
開館時間／午前９時～午後４時
休館日／毎週月・火曜日
年末年始（12月 29日～１月３日）
入館料／無料
所在地／秋田県大仙市板見内
字一ツ森 96番地１
【問い合わせ】
史跡の里交流プラザ「柵の湯」
☎ 0187-69-3311

ます。

森
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　現在では珍しくなった茅
かや

葺
ぶ

き屋根のまがり
家。昔ながらの懐かさ溢れる古民家で、心和
む時間を過ごせます。
　予約制で、うすときねを使った餅つき体験
もできます。
開館時間／午前９時～午後４時
休館日／毎週月・火曜日
年末年始（12月 29日～１月３日）
見学・休憩／無料
所在地／秋田県大仙市板見内字一ツ森 96 番
地

【餅つき体験】
　うすときねを使った懐かしい餅
つき体験。初めての方でも師範代が指導しま
すので大丈夫。自分たちでついた餅で「あん
こもち」や「きな粉もち」などの餅づくりにチャ
レンジして、できたての餅をご賞味ください。
料金／7,500円（税別）（餅２升、15人～20人分）
※１週間前までご予約ください。

【問い合わせ・餅つき体験申し込み】
　史跡の里交流プラザ「柵の湯」
　☎ 0187-69-3311

まがり家「みずほの家」

餅
代が指導し
餅

導しま
で「あん
にチャ

しま

Sightseeing
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Mizuho House (Traditional house)

Mochi-no-yakata (Museum of Rice cake)
 
 Semboku History and Folklore Museum

地図 P.7

地図 P.7 地図 P.7



高梨神社

　大正５年に旧高梨村の八社を合祀し建立。
社殿には、東北の左甚五郎と呼ばれ
る円

え ま ぞ う

満造翁（髙橋市蔵）による見事
な彫刻が施されています。
所在地／秋田県大仙市払田字真山 35
番地

社殿には中仙地域の宮大
工・円満造翁の彫刻が施
されている。

境内にそびえる推定樹齢
600年の杉の大木「姥

うば

杉
すぎ

」。
市文化財に指定。

地図 P. 7

秋田県埋蔵文化財センター

　特別展示室で県内の遺跡からの出土品を多
数展示。企画展や考古学についての講演会、
各種セミナーが開催されています。
開館時間／午前９時～午後４時
休館日／年末年始（12月 28日～１月３日）
成人の日、建国記念の日、春分の日
入館料／無料
所在地／秋田県大仙市払田
字牛嶋 20番地
【問い合わせ】
秋田県埋蔵文化財センター
☎ 0187-69-3331

県内各地から出土した土器や土偶が多数展示される。

－市指定文化財－

Takanashi-jinja Shrine
Akita Maizo-bunkazai Center
(Akita  Archaeological Center)
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和風を基調とした広々空間
田園の中にたたずむ天然温泉で
くつろぎのひとときを―

さ　く ゆ

営業時間／午前７時～午後９時（最終受付午後８時）
定休日／毎月第３火曜日（祝日の場合は翌日）
日帰り入浴／【大人】400円【小学生】200円
※休憩に大広間を無料で利用できます。
宿泊（１泊２食付）／【大人】7,667 円～（税別）
【子ども】6,741 円～（税別）
※宿泊プラン多数あります。
所在地／秋田県大仙市板見内字一ツ森 149 番地
【問い合わせ・予約】
史跡の里交流プラザ「柵の湯」
☎ 0187-69-3311

としたした広々広々空間空間

さ くさ　く ゆゆゆ

史跡の里
交流プラザ

柵の湯の温泉
 ナトリウム・カルシウムー塩化物・硫酸塩泉で
 神経痛や関節痛に効くと評判です。
柵の湯の宿泊・宴会
 柵の湯ではお客様のご予算に応じて、各種宿泊
 プラン・宴会プランを用意しております。
※宿泊の予約はインターネット（楽天トラベル、じゃらん）
でも受け付けています。

地図 P.7

地図 P.7

地図 P.7

Saku no Yu

土器や土偶が多数展示されがら出土した土土

69-3331

土ら出土した土土

0 8

県内各地か
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大仙市役所大仙市役所
仙北支所仙北支所

大仙市役所大仙市役所

仙北球場仙北球場

さくまろ館さくまろ館

せんぼくせんぼく
ちびっこらんどちびっこらんど
みどり園みどり園

大曲西
道路

大曲西
道路

至大曲
IC

至大曲
IC

至横手市至横手市

至秋田市至秋田市

至仙北市至仙北市

大曲高校大曲高校

JR大曲駅JR大曲駅

JR
北大
曲駅

JR
北大
曲駅

仙北ふれあい文化センター仙北ふれあい文化センター
ふれあい体育館ふれあい体育館

羽後交通（株）
大曲バスターミナル

大仙市観光情報センター
グランポール（大曲駅内）
☎ 0187-86-0888
　 ９時～18時　  元日営 休

払田柵跡の
案内看板あり

宿

宿

堀尾神社堀尾神社

大曲工業高校大曲工業高校

史跡の里「せんぼく」へようこそ史跡の里「せんぼく」へようこそ
豊かな田園地帯が広がる大仙市仙北地域。豊かな田園地帯が広がる大仙市仙北地域。
払田柵跡や旧池田氏庭園をはじめとした、払田柵跡や旧池田氏庭園をはじめとした、
歴史や文化が薫る史跡の里での散策を歴史や文化が薫る史跡の里での散策を
お楽しみください。お楽しみください。

※星宮遺跡（仙北地域横堀）から出土した※星宮遺跡（仙北地域横堀）から出土した
　遮光器土偶。（県指定文化財・大仙市所蔵）　遮光器土偶。（県指定文化財・大仙市所蔵）

66

せんぼくせんぼく
ちびっこらんどちびっこらんど
わかば園わかば園



高梨駐在所高梨駐在所

北

南

東西
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せんぼく
ちびっこらんど
みどり園

至美郷町至美郷町

至美郷町至美郷町

至美郷町至美郷町

高梨小学校高梨小学校

仙北中学校仙北中学校

横堀小学校横堀小学校

仙北ふれあい文化センター
ふれあい体育館

史跡の里交流プラザ
「柵の湯」
☎ 0187-69-3311
　 ７時～21時（最終受付20時）
　 第３火曜日（祝日の場合は翌日）

まがり家・歴史民俗資料館
民具資料館「餅の館」
　 柵の湯　 ☎ 0187-69-3311
　 ９時～16時
　 毎週月・火曜日、年末年始（12月
　 29日～１月３日）

営
問

休

国指定史跡「払田柵跡」
払田柵総合案内所
☎ 0187-69-2397
　 ９時～16時
※４月中旬～11月は無休、
　12月～４月初旬は予約での開館

営

宿

国指定名勝
「旧池田氏庭園払田分家庭園」
　 大仙市教育委員会文化財保護課
☎ 0187-63-8972
　 積雪期間を除き常時公開
　 20 台駐

問

秋田県
埋蔵文化財センター
☎ 0187-69-3331
　９時～ 16時
　 年末年始（12月28日～１月３日）、
　 成人の日、建国記念の日、春分の日
休
営

国指定名勝
「旧池田氏庭園」
　 大仙市教育委員会文化財保護課
☎ 0187-63-8972
　 ５月～ 11月
　　21台

問

高梨神社高梨神社

堀尾神社

真山公園真山公園

一ツ森一ツ森
公園公園

… トイレ 宿 … 宿泊施設

… コンビニエンスストア

… お土産販売 … ガソリンスタンド

… 飲食店

駐

営

営

営
休

▶詳細 P.3

▶詳細 P.5

▶詳細 P.3

▶詳細 P.4

▶詳細 P.5

▶詳細 P.2



①

⑦ ⑧

⑤⑤ ⑥⑥④

② ③

88

①真
しんざん

山公園の桜
払田柵指定地内に位置する真山丘陵
にある公園。春には山一面に約 300
本のソメイヨシノが咲き誇るほか、
アヤメなど多彩な花に彩られる。毎
年４月下旬に観桜会が開催されてい
る。

仙北地域の

四季

地図P.7

④高梨神社正
しょうかぐら

神楽
昭和の初め頃、宮司・川越斉が近隣
の神職の間で伝承されていた正神楽
を、高梨神社祭式の内に編成したも
の。毎年８月 20日の例大祭で奏上・
奉納される。

地図P.7

⑦よみがえる平安の柵
毎年、10 月下旬から 11 月下旬にか
けて行われる。現在、地中に埋まっ
ている払

ほったのさく

田柵の上に旗を立て、その
全体像を実感できるように再現した
もの。長

ながもり

森丘陵の頂上「政庁跡」か
ら、その全景が眺められる。

地図P.7 ⑧払
ほったのさく

田柵の冬まつり
仙北地域の冬まつり。辺りが暗くな
りだすとミニかまくらのキャンドル
に火が灯され、外柵南門のライトアッ
プと共に幻想的な景色をつくり出す。
期日／毎年２月
会場／払田柵跡内特設会場

地図P.7

⑤堀
ほりみない

見内ささら
３匹の獅子が古

こ し お う

四王神社（大曲地域）
に飛来し伝えたとされる。「魂

たま

入れ」を
行う堀

ほりお

尾神社から舞いを奉納する向川
寺まで、笛や太鼓でおはやしを演奏し
ながら行進する「ナデワタリ」を行う。

地図P.6

②一
ひとつもり

ツ森公園のアジサイ

柵の湯やまがり家などがある一ツ森
地区に位置する公園。一ツ森丘陵に
は旧仙北町の花だったアジサイが斜
面一面に色とりどりの花を咲かせる。

地図P.7
③彩

さいか

夏せんぼく
仙北地域の夏まつり。平安衣装に
身を包んだ人々が会場を練り歩き、
1200 年前の歴史を現代によみがえ
らせる。
期日／毎年８月 15 日
会場／払田柵跡内特設会場 

地図P.7

編集・発行／大仙市仙北支所市民サービス課編集・発行／大仙市仙北支所市民サービス課
★ 2018.10.19★ 2018.10.19

⑥旧池田氏庭園の紅葉
本家庭園・払田分家庭園ともに紅葉
の名所として知られている。特に払
田分家庭園は隠れた撮影スポットと
して多くのカメラマンが訪れる。例
年 11月上旬が見ごろで、払田分家
庭園ではライトアップが行われる。

地図P.6-7

http://www.city.daisen.akita.jp
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【問い合わせ】大仙市仙北支所市民サービス課　観光担当　☎ 0187-63-3003


