自然
1

市立相模原麻溝公園

2

県立相模原公園

住 ①相模原市南区麻溝台2317-1

豊 かで美 し い自然 を感じ、ふれあう

②相模原市南区下溝3277
交 ①②JR相模線
「原当麻駅」から徒歩20分

市立相模原麻溝公園

マップ

D-2

春はサクラ、秋は紅葉、ボートや遊
覧船、釣りも楽しめる相模湖。湖畔
沿いの県立相模湖公園から足を延
ばせば、東海自然歩道や小原宿本
陣などもあります。また「さがみ湖
カタクリの郷」には約10万株の日
本カタクリが自生しています。

住 相模原市緑区
交 JR横浜線・相模線、
京王線

住 相模原市緑区
交 JR中央本線
「相模湖駅」から各所へ
問 相模湖観光案内所

「橋本駅」から神奈中バス
「城山高校前」下車徒歩３分、
「津久井湖観光センター前」下車徒歩1分
問 津久井湖城山公園管理事務所
042-780-2420

マップ

D-2

陣馬山

B-1

マップ

B-1

３月下旬、明るい紫の絨毯を敷き
つめたようになる城山かたくり
の里、秋にはコスモスが咲き乱れ
る小松地区、一面が紅葉になる評
議原、エメラルドグリーンの静か
な城山湖を散策できます。

陣馬山は標高855メートルの山
です。｢関東の富士見百景」
「かな
がわの景勝50選」にも選定され
ています。ハイキングスポットと
して人気が高く、秋の紅葉シーズ
ンは格別です。

住 相模原市緑区
交 JR横浜線・相模線、
京王線

住 相模原市緑区
交 JR中央本線
「藤野駅」から

津久井神奈交バス「陣馬登山口」下車
陣馬山山頂まで徒歩1時間40分
問（一社）
藤野観光協会
042-684-9503

「橋本駅」から神奈中バスで各所へ
042-783-8065

問 城山観光協会

にほんの里100選

佐野川地区

マップ

A-1

山間の傾斜面にある段々茶畑や
土蔵のある街並み景観、さらには
そこでの生業の歴史が評価され
ました。陣馬山の麓に位置し、ハ
イキングコースの出入口として
も人気があります。

県立七沢森林公園

マップ

E-5

マップ

F-5

県内最大規模の都市公園で、森林
セラピー ®基地の拠点にもなって
おり、丹沢まで連なる広大な紅葉
が楽しめます。アスレチックで子
供たちといっしょに汗を流し、ク
ラフト教室を楽しんだり、民話を
聞くこともできます。

住 相模原市緑区
交 JR中央本線
「藤野駅」から

住 厚木市七沢901-1
交 小田急線
「本厚木駅」下車、

津久井神奈交バス
「鎌沢入口」又は「和田」下車
問（一社）
藤野観光協会
042-684-9503

2

マップ

042-649-0661
（一社）相模湖観光協会
042-684-2633

城山湖周辺

泉の森

または小田急線「相模大野駅」から
神奈中バス「女子美術大学」終点徒歩1分
問 ①042-777-3451
②042-778-1653

相模湖周辺

戦国時代の山城跡「城山」と城山
ダムの両岸、城山南麓の根小屋地
区は、県立津久井湖城山公園とし
て整備されており、ダムの両岸に
広がる「水の苑地」
・
「花の苑地」と
背景にある城山は桜の名所と
なっています。

1

G-3

① 花 と 緑 に 囲 ま れ た 公 園。高 さ
55mの展望塔や芝生広場、ふれあ
い動物広場など子どもから大人ま
で楽しめ、クレマチスやアジサイ
が有名です。②市立相模原麻溝公園
に隣接し、噴水広場のフランス式庭
園は、四季の花々が咲き、グリーン
ハウスでは、様々な熱帯植物を一年
中楽しむことができる公園です。

Nature
自然
自然
津久井湖周辺

マップ

「厚木バスセンター」から神奈中バス
「七沢温泉入口」下車徒歩7分
問 公園管理事務所 046-247-9870

ふれあいの森

マップ

1

H-4

2

H-5

県立相模三川公園

面積約42ha、
約600種の植物を
はじめ、四季折々の生き物の自然
観察に最適な「泉の森」と、水と緑
と花にふれあう「ふれあいの森」
は、大和の自然を満喫できる見
どころがいっぱいです。

相模川・中津川・小鮎川の合流点
の上流の広々とした河川敷を利
用して造られた公園。相模川と大
山・丹沢山塊の広大な眺望が素晴
しく、桜並木の見事な鳩川遊歩
道、子供向け大型複合遊具、パー
クゴルフ場など家族で楽しめる
公園です。

住 ①大和市上草柳1728

②大和市下草柳552-1
交 ①相鉄線
「相模大塚駅」下車徒歩15分

泉の森

住 海老名市上郷2-1-1
交 JR相模線、
小田急線、相鉄線

②小田急江ノ島線、相鉄線「大和駅」
下車徒歩12分
問 ①大和市自然観察センター・しらかしのいえ
046-264-6633
②大和市グリーンアップセンター
046-263-8711

県立座間谷戸山公園

マップ

「海老名駅」下車徒歩20分
問 046-236-5008

G-4

ひまわり畑(2地区)

マップ

G-4,F-4

7月中旬から8月下旬にかけて、
首都圏随一の規模を誇る55万本
のひまわりが咲きます。夏の間中、
ひまわりが楽しめるよう会場に
よって開花時期が異なります。

谷戸の自然を利用して造られた
「自然生態観察園」で、
「谷戸」
「山」
「田」の三つのゾーンから成って
います。年間を通じて自然観察
や里山体験などのイベントが行
われます。

住 座間市
交 ①栗原地区：小田急線
「相武台前駅」
から

住 座間市入谷3-5994
交 小田急線
「座間駅」または「相武台前駅」

神奈中バス「座間総合高校前」
下車すぐ
②座間地区：小田急線「座間駅」から
神奈中バス「四ツ谷」行き「神社前」
下車徒歩10 ～15分
問 座間市商工観光課
046-255-1111（代）

下車徒歩15分
問 公園管理事務所 046-257-8388

都心から一番近いオアシス
●

東名高速「厚木IC」から 40分

●

中央道「相模湖IC」から 35分

お問い合わせ（全体）● 公益財団法人宮ヶ瀬ダム周辺振興財団

宮ヶ瀬湖畔エリア

TEL.046-288-3600

●

圏央道「相模原IC」から 20分

ホームページ http://www.miyagase.or.jp/

鳥居原エリア

交 小田急線
「本厚木駅」から神奈中バス「宮ヶ瀬」終点下車

ダムサイト・県立あいかわ公園エリア

交 JR横浜線・相模線、
京王線「橋本駅」から神奈中バス

交 小田急線
「本厚木駅」から神奈中バス「愛川大橋」下車徒歩20分

「鳥居原ふれあいの館」終点下車
いえ

県立宮ヶ瀬やまなみセンター

問 046-288-3600

宮ヶ瀬湖周辺の豊かな自然と人とのふれあいや、水源地域と都
市地域との交流を図る、地域の拠点施設です。また周辺施設を利
用して、スポーツ、自然体験等のイベントを開催しています。

みやがせミーヤ館

鳥居原ふれあいの館

問 042-785-7300

季節の農産物や加工品などが揃い、手作りの温か
さが来訪者に喜ばれています。館内では組みひも
作りを体験できるほか、陶芸教室など様々なイベ
ントが開催されています。

問 046-288-3600

（旧宮ヶ瀬ビジターセンター）

宮ヶ瀬湖周辺地域の観光、イベント、自然情報などをワンストップで
提供するほか、自然とのふれあいや、さまざまな交流が行える施設と
して、平成28年度春のリニューアルオープンを予定しています。

宮ヶ瀬湖水の郷交流館

毎年4月 ～ 11月には定期的に観
光放流が行われ、ダイナミックな
人工瀑布を体感できるダムです。
ダム施設の見学のほか、
「水とエネ
ルギー館」
では、
ダムの大切な役割、
水資源の重要さを楽しみながら学
ぶことができます。

県立あいかわ公園

問 046-288-3100

宮ヶ瀬の歴史資料や、人々が古くから生活に使っていた民具が
展示されています。宮ヶ瀬の郷土史に触れながら休憩をとれる
施設です。

ダムサイト 問 水とエネルギー館 046-281-5171

鳥居原湖畔庭園

宮ヶ瀬ダム

問 パークセンター 046-281-3646

宮ヶ瀬ダムに隣接しており、約40種4万4千本を超えるツツ
ジで彩られる「花の斜面」をはじめ四季折々の風景が楽しめ
るほか、子ども向けの「冒険の森」や「子供広場」があります。
また、機織りや染色等の伝統工芸が体験できる「工芸工房村」
や郷土の文化遺産を保存した
「愛川町郷土資料館」
もあります。

