構成庭園一覧表
ふりがな

構成庭園
の名称

１

構成庭園
の概要

みちのくもりのこはんこうえん

みちのく杜の湖畔公園

構成庭園の
所在地

宮城県柴田郡
川崎町大字小野字二本松 53-9

【開 園 面 積】 647.4ha
【料 金 等】 大人(15 歳以上 450 円、子ども(中学生以下)無料、
シルバー(65 歳以上)210 円
【公 開 時 期】 毎週火曜定休
営業時間
①3 月 1 日～6 月 30 日・9 月 1 日～10 月 31 日⇒ 9:30～17:00
②7 月 1 日～8 月 31 日 ⇒ 9:30～18:00
③11 月 1 日～2 月末日 ⇒ 9:30～16:00
【施設管理者】 東北国営公園事務所
【 アクセス 】 仙台駅から車で 35 分
川崎 IC より車で 5 分
【そ の 他】
豊かな自然を生かし、レクリエーションの基本に立った豊かなストーリー性と
テーマ性のある４つのゾーンから成り立つ東北地方唯一の国営公園です。「文化
と水のゾーン」、
「健康と緑のゾーン」、
「森と環境のゾーン」、
「湖面・湖畔のゾー
ン」の全ての整備を終え、平成 26 年 6 月に全園開園となりました。その面積は
647.4ha にも及びます。
みちのく公園では、年間を通して季節を感じ、自然と親しみ、また家族で楽し
めるイベントを開催しています。花のフェスティバルやイルミネーションなどの
季節のイベントのほか、南地区・北地区・里山地区では、みちのくの自然を活か
した観察会や工作教室、昔からの暮らしの知恵や文化を学ぶイベントなど、親子
で楽しめるイベントを定期的に開催しています。
4～5 月 花のフェスティバル 来園 15 万人
5～6 月 ポピーまつり
来園 6 万人
9～10 月 コスモス＆コキア de COKO フェスタ 来園 12 万人
3 月 クリスマスローズまつり 来園 4 万人
年間来場者数 78 万人
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１.みちのく杜の湖畔公園ガイドマップ

２.季節の草花
季節・エリアによってさまざまな表情を見せてくれる、みちのく公園の草花。
彩のひろばでは 10 万株の花々が咲き誇り、お花畑では蔵王連峰を背景にポピー
やコスモスが一面を彩ります。
【

春 】
花木園の不死鳥スイセンから始まり、園内各所では約 1400 本のサクラが開花
し、春の本番を告げます。そして、彩のひろば大花壇ではパンジー・ビオラ、
そして約 10 万本のチューリップが咲き誇り、だんだん畑ではナノハナが一面
に広がり、日本の春の風景を演出します。
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【

夏 】
初夏の訪れとともに、お花畑ではシャーレーポピーが一面に広がります。本格
的な夏が来る前の梅雨の時期、園内を彩るのは多種多様なアジサイ、特にアジサ
イの小径では 9 品種のアジサイをお楽しみいただけます。そして、梅雨が明け、
夏本番になると河原田古墳のヒマワリ、彩のひろば大花壇のサルビアやマリーゴ
ールドといった夏のお花たちがみちのく公園を彩ります。一方、やすらぎの池に
目を向けてみると、水面にスイレンが咲き、暑さの中で涼を感じさせてくれます。

【

秋 】
秋の気配を感じるようになると、お花畑ではキバナコスモスが見頃を迎えま
す。そして、秋の 深まりとともに、お花畑ではコスモスが一面に広がり、だん
だん畑では色とりどりのマム、紅葉したコキアが見頃となります。ミヤギノハギ
などの秋の草花やモミジやイチョウなどの木々の紅葉も含め、みちのく公園の秋
の風景を作り上げます。

【

冬 】
冬本番になると、みちのく公園内では、お花が少なくなります。お花が少ない
冬の時期に咲いているサザンカはそのピンク色のお花が一際目立ちます。また、
気温の低い日にできるシモバシラの氷の柱は冬ならではの光景です。長い冬が過
ぎ、春が近くなる 2 月頃、クリスマスローズの丘ではクリスマスローズやスノー
ドロップ、ふるさと村や花木園ではフクジュソウやセツブンソウなど早春のお花
たちが徐々に咲き始め、公園内もお花でにぎやかになっていきます。
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３.体験型・参加型イベント
みちのく公園では、年間を通して季節を感じ、自然と親しみ、また家族で楽し
めるイベントを開催しています。花のフェスティバルやイルミネーションなどの
季節のイベントのほか、南地区・北地区・里山地区では、みちのくの自然を活か
した観察会や工作教室、昔からの暮らしの知恵や文化を学ぶイベントなど、親子
で楽しめるイベントを定期的に開催しています。

東北 6 県の特徴ある歴史、風土、伝統、文化を紹介する古民家が大集合！ふる
さと村は、風土と歴史に培われた、みちのくの暮らしの文化を伝える古い茅葺の
民家を移築したエリアです。それぞれの民家では、映像や模型、展示物を使って
くらしの知恵を楽しく、見やすく、わかりやすく紹介しています。 古民家や田
畑を利用して体験学習もできます。

計画のテ
ーマでの
位置づけ

「みやぎ蔵王三十六景」に選定。豊かな自然を生
かし、レクリエーションの基本に立った豊かなス
トーリー性とテーマ性のある４つのゾーンから成
り立つ東北地方唯一の国営公園です。広大な園内
に広がる四季折々の花が訪れる人々を迎え入れ、
彩り鮮やかな花壇越しに蔵王の山々が雄大に横た
わっています。
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構成庭園一覧表
ふりがな

構成庭園
の名称

ふなおかじょうしこうえん

構成庭園
の概要

【開 園面積 】15.3ｈａ
【料 金 等】入園料：無料

船岡城址公園

構成庭園の所
在地

宮城県柴田郡
柴田町大字船岡字舘山 18-8

２
スロープーカー：往復 500 円/片道 250 円(大人)
〃 300 円/片道 150 円（小人）
【公 開 時 期】公園内は通年開放
スロープカーは毎週土・日・祝日のほか、イベント開催中運行
９時から 17 時（イベントに併せて運行）
【施設管理者】柴田町
【 アクセス 】仙台駅から車で 50 分
村田 IC より車で 25 分
東北本線船岡駅より徒歩 15 分
【そ の 他】
県内で唯一、
「日本のさくら名所百選の地」に選ばれた桜の名所で桜の季節には 27
万人を超える観光客で賑わいます。桜の季節だけでなく、年間を通じて各種花々花の
イベントを開催、山頂付近には、ガーデニングクラブによる手作りのコミュニティガ
ーデン花の丘柴田も人気で、年間 50 万人を超える観光客が訪れます。
３
月：しばたスプリング・フラワー・フェスティバル
４
月：しばた桜まつり
６〜７月：しばた紫陽花まつり
９
月：しばた曼珠沙華まつり
10
月：しばたオータムガーデンフェスタ
10〜11 月：みやぎ大菊花展柴田大会
12
月：しばたファンタジーイルミネーション
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①船岡城址公園のスロープカー
船岡城址公園の観光の目玉として、平成 8 年 10 月に完成。20 人乗り 2 両編成の
乗り物で一度に 40 人を運ぶことができます。観光物産交流館「さくらの里」前か
ら船岡平和観音が建つ船岡城址公園山頂までは、305ｍ、乗車時間は片道 3 分 40 秒
で往復運転しています。毎年 4 月に開催される「桜まつり」でのスロープカーから
の眺めは、まるで「桜のトンネル」をくぐるような気分になります。

②しばたスプリング・フラワー・フェスティバル
初春の公園内に咲く梅や水仙、カタクリなど、春のお花が咲く時期に開催される
フェスティバル。花木の鑑賞のほか音楽祭や台紙付記念写真プレゼントや柴田町
特産品コーナー、柴田町イメージキャラクターはなみちゃんの登場などイベント
を併せて開催しています。

③しばた桜まつり
船岡城址公園内には 1300 本以上の桜があり、白石川堤と共に宮城県内で唯一「さ
くら名所百選」の地に選ばれている。船岡平和観音像の立つ山頂からは、残雪の残
る蔵王連峰を背景とした、白石川堤の一目千本桜の眺めは絶景。イベント期間中は
国内外から 27 万人を超える来訪者が訪れます。
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④しばた紫陽花まつり
10 年前より植栽した紫陽花 1600 本が、船岡城址公園を彩り、2014 年には県内
初のアジサイの花まつりが開催されました。柴田町の初夏の花のイベントとして、
船岡城址公園内の紫陽花が見る人の目を楽しませます。雨が降ると、紫陽花の色鮮
やかさが引き立つので、雨でも楽しむことが出来るのが特長です。

⑤しばた曼珠沙華まつり
平成 25 年から始まった柴田町の夏から秋にかけての花のイベント。船岡城址公
園に植えられている 25 万本を超える赤い曼珠沙華（彼岸花）が一面じゅうたんの
ように咲き誇り、見る人の目を楽しませます。
「赤富士」をかたどった群生スポッ
トや、珍しい白い曼珠沙華も観賞できます。夜にはライトアップを実施。闇に浮か
ぶ真紅の曼珠沙華をご覧ください。

⑥しばたオータムガーデンフェスタ
令和２年度より開催が始まった「しばたオータムガーデンフェスタ」は、宮城県
建設造園業協会青年部主催による、プロの造園師たちが軽トラの荷台という「狭小
スペース」に、造園の精鋭達が感性豊かな庭園空間を造り上げる軽トラガーデンの
デモンストレーションや、寄せ植えづくり講習会やハンキングフラワーづくり講
習会など体験型のイベントを多数開催。山頂の里山ガーデンテラスでは、秋空の
下、県内外の美しい音楽を楽しく奏でるコンサートも開催されます。
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⑦みやぎ大菊花展柴田大会
宮城県大菊花展は県内の菊栽培家が丹精込めて作り上げた菊の花約 300 鉢が一
堂に展示される。また、全日本菊花連盟宮城県支部や町内菊花品評会、風景菊花な
ど約 1300 鉢が展示される県内最大の菊花展である。

⑧しばたファンタジーイルミネーション
12 月に行われる Shibata Fantasy Illumination(しばた ファンタジーイルミネ
ーション)は、船岡の美しい夜景と共に幻想的で鮮やかなイルミネーションの光が
同時に楽しめる冬のイベントです。

⑨祭典に合わせた各種イベントの開催
各種イベント開催に合わせて、花をテーマにしたイベントや、地元ボランティア
の会「しばた歴史光ガイドの会」のガイドツアー、アーティストによる屋外コンサ
ートなどを開催し、花の祭典のほかに、歴史、文化等を体験できるイベントを多数
開催しています。

計画のテ
ーマでの
位置づけ

「みやぎ蔵王三十六景」に選定。藩政時代の居城
跡として歴史的価値もあり、昭和 45 年の NHK 大
河ドラマ「樅ノ木は残った」の舞台になりまし
た。船岡城址公園周辺市街地は城下町の街並みを
残しています。園内は四季折々の花々が咲き誇
り、蔵王連峰を背景としたのどかな街並みと、花
修景を楽しめる絶景ポイントとなっています。
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構成庭園一覧表
ふりがな

構成庭園
の名称

なのはなばたけ

菜 の 花 畑

構成庭園の
所在地

宮城県角田市藤田字中谷地地内

構成庭園
の概要
３

【開 園 面 積 】3.2ha
【料 金 等】無料
【公 開 時 期】4 月中旬～5 月上旬
【施設管理者】角田市
【 アクセス 】 仙台駅から車（高速道路）利用で 60 分
常磐自動車道山元 IC から車利用で 10 分【そ の 他】
阿武隈川右岸の河川敷内の 3.2ha の広さに地元の風呂青年会が 250 万本の菜
の花を植栽しています。「かくだ菜の花まつり」は毎年４月に開催しており、イ
ベント期間中は、1.2 万人もの観光客が訪れます。
最近では、常磐道山元インターチェンジも開通し、高速道路網とのアクセスも
向上、隣接地に「道の駅かくだ」もオープンするなど、観光地としての周辺環境
も向上してきています。

計画のテ
ーマでの
位置づけ

「みやぎ蔵王三十六景」に選定。角田市内の阿武
隈川右岸河川敷に広がる 3.2ｈａ、250 万本菜の
花畑ごしに、雄大な蔵王連峰を一望できるポイン
トです。咲き誇る菜の花、青い空、残雪の蔵王が
見事なコントラストを奏でます。
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構成庭園一覧表
ふりがな

構成庭園
の名称

ざおう

みやぎ蔵王えぼしリゾート

構成庭園の
所在地

宮城県刈田郡蔵王町
遠刈田温泉字倉石岳国有地林内

構成庭園
の概要
【開園面積】
【料 金 等】

８５ha
入園料（すいせんまつり時）：600 円（中学生以下無料）
ゴンドラ：往復 1300 円/片道 720 円（大人）
往復 1000 円/片道 550 円（シニア）
往復 800 円/片道 450 円（小中学生）
往復/片道 500 円（ペット）
【公開時期】 通年開放 ※冬はスキー場として営業
ゴンドラ運行時間 平日 9：00～15：30/土日祝 8：30～15：45
【施設管理者】宮城蔵王観光株式会社（みやぎ蔵王えぼしリゾート）
【 アクセス 】 仙台駅から車（有料道路利用）で 60 分
村田 IC より車で 30 分
【そ の 他】
宮城蔵王観光(株)が管理運営する 85ha も広大な山岳斜面敷地では冬季はスキー
場として多くの観光客が訪れます。スキーのオフシーズンとなる４〜１１月は、す
いせん祭りにはじまり、高山植物等を観賞できるロックガーデンを開放し、展望グ
リーンフェスタを開催しています。またトレッキングイベントも開催し自然の高山
植物を観賞しながら大自然を体感できる施設となっています。
４～５月：すいせん祭り
６～７月：展望グリーンフェスタ～東北最大級のシロヤシオツツジ群生と山野草～
６～８月：えぼしロックガーデンの高山植物
４～１１月：ロックガーデン

４

計画のテ
ーマでの
位置づけ

蔵王連峰の山岳にある民間施設で、斜面一面に咲
き乱れるすいせんも見事ですが、蔵王山麓の高山
植物等を観賞できるトレッキングも体感できま
す。
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構成庭園一覧表
ふりがな

構成庭園
の名称

ざおうらくのう

えん

蔵王酪農センター バラ園

構成庭園の
所在地

宮城県刈田郡蔵王町
遠刈田温泉字七日原 251-4

構成庭園
の概要
５

【開 園 面 積 】1ha
【料 金 等】入園料：無料
【公 開 時 期 】通年開放
【施設管理者】一般財団法人蔵王酪農センター
【 アクセス 】 仙台駅から車（有料道路利用）で 50 分
村田 IC より車で 25 分
【そ の 他】
蔵王連峰の山麓にある民間施設の蔵王酪農センターチーズ工場敷地内にあるバ
ラ園には約 400 種類の 1800 株のバラが植えられています。イングリッシュローズ
やオールドローズなど、香りの強い原種に近い種類が多いのが特徴となっていま
す。見ごろのピークは６月上旬～７月上旬ですが、種類によってはそのほかの季節
にも咲いています。
チーズ工場の周りに植栽されていますので、チーズ工場でアイスクリームを買っ
て、バラを見ながら食べることができます。園内にはテーブル＆椅子もあり、バラ
の香りに包まれながら、癒しのひとときを過ごせます。
「みやぎ蔵王三十六」に選ばれた「こけし橋」と
「北原尾」地区の中間に位置し、雄大な蔵王連峰の
絶景ポイントを巡りながら、色鮮やかな花景色を楽
しめる施設となっています。
本施設内には、蔵王の恵みから生まれた、チーズ
や乳製品、ソーセージなどが味わえるレストランな
どが充実しています。

計画のテ
ーマでの
位置づけ
蔵王チーズを使った料理
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構成庭園一覧表
ふりがな

構成庭園
の名称

ざおうハーブ

構成庭園の
所在地

宮城県刈田郡
蔵王町大字矢附字林前 88-1

構成庭園
の概要
【開 園 面 積 】1.5ha
【料 金 等】無料、摘体験は 500〜1000 円
【公 開 時 期 】通年開放
【施設管理者】株式会社ざおうハーブ
【 アクセス 】仙台駅から車（有料道路利用）で 50 分
村田 IC より車で 15 分
【そ の 他】
蔵王山麓で多種にわたるハーブが植えられており、1.5ｈａの敷地に４万株のカ
モミールが一面に広がります。また、その背景には雄大な蔵王連峰が広がり、素晴
らしい絶景を楽しみながら、散策することができます。蔵王ハーブまつり等のイベ
ントも開催し、ガーデンを楽しみながら、ハーブ摘みを体験できる施設となってい
ます。

６

５～６月：カモミール摘み
６～９月：バジル摘み
５～11 月：パクチー摘み
６～10 月：ミント摘み

計画のテ
ーマでの
位置づけ

蔵王連峰の山麓にある民間施設であり、商品用の
ハーブが植栽されたハーブ畑が一面に広がり、蔵王
連峰を眺めながら、ハーブ摘み体験やショッピング
を楽しむことができます。
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構成庭園一覧表
ふりがな

構成庭園
の名称

構成庭園
の概要

しろいしじょう

白

石

城

構成庭園の
所在地

宮城県白石市益岡町１－１６

【開 園 面 積 】8.08ｈａ
【料 金 等】無料
【公 開 時 期 】通年開放
【施設管理者】白石市
【 アクセス 】
仙台駅から車（有料道路利用）で 45 分
白石 IC より車で 10 分
【そ の 他】
白石城がある益岡公園内には、２００本を超える桜が咲き誇り、毎年花見客で
にぎわう桜の名所です。さらに公園内には、紫陽花、ツツジ、アヤメ、アメリカ
ハナミズキなど多くの植物が植生しており、四季を通じて花々を楽しむことがで
き、年間 8.2 万人の観光客が訪れます。
この白石城（別名：益岡城、桝岡城）は、仙台藩の南の要衝として、関ヶ原の
戦い後、明治維新までの 260 余年間、伊達家の重臣片倉氏の居城となりました。
明治 7 年に解体されましたが、伊達政宗の片腕として名をはせた片倉小十郎景
綱の偉業を偲び、平成 7 年に三階櫓（天守閣）と大手一ノ門・大手二ノ門が史実
に忠実にそのまま復元されました。
毎年秋には、大坂夏の陣で活躍し、鬼小十郎の名を馳
せた二代目小十郎重長の活躍と真田幸村との激闘・秘話
などを再現した「鬼小十郎まつり」が開催され、片倉軍、
真田軍双方 60 騎の武者による合戦や火縄銃の演武など
見所満載です。
こうした県南の歴史資源と花修景を合わせて堪能す
ることができる施設となっています。

７

白石城からの蔵王の眺望は「みやぎ蔵王三十六
景」に選定されています。白石城は伊達家の重臣
片倉小十郎の居城であり、片倉小十郎も眺めたで
あろう雄大な蔵王連峰の姿を望むことができま
す。
こうした歴史を感じながら、花修景を楽しめる
公園となっています。

計画のテ
ーマでの
位置づけ
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構成庭園一覧表
ふりがな

構成庭園
の名称

スパッシュランドパーク

構成庭園の
所在地

宮城県白石市小原字西川久保地内

構成庭園
の概要
【開 園 面 積 】8.4ｈａ
【料 金 等】無料
【公 開 時 期 】通年開放
【施設管理者】白石市
【 アクセス 】仙台駅から車（有料道路利用）で 50 分
白石 IC より車で 25 分
【そ の 他】
小原温泉郷のほど近くにある､レクリエーション型総合公園のスパッシュラン
ドパーク｡平成９年に開園した 8.4ｈａの園内には 12 万株のシバザクラを中心に
四季折々に花木と草花が楽しめます｡公園全体をキャンパスに見立て花の絵の具
で色彩り､特に春に咲き乱れるシバザクラは県内一の名所となっています。なだ
らかな山の斜面を一面に埋め尽くすシバザクラは､ピンクや白のグラデーション
と山の新緑とのコンビネーションも美しい花修景を描いています。プールや温泉
なども併設されており、花を楽しんだ後も、楽しめるレクリエーション施設とな
っています。
地域の小中学生、自治会などから多くの人が参加し、定期的に清掃活動を行っ
ているほか、小原地区活性化推進協議会が、シバザクラ、ムスカリの植栽活動を
行っています。令和３年からフラワーアート事業がスタート、令和４年の春には
花壇に絵が浮かび上がる予定です。

８

計画のテ
ーマでの
位置づけ

蔵王山麓を流れる白石川を挟んで整備されたスパ
ッシュランドパーク。白石川に架かる全長 73 メー
トルの「スパッシュランド大吊橋」からは、壮大な
蔵王の大自然と、公園内の色鮮やかな花修景を楽し
むことができます。温泉やアスレチック遊具なども
あり、癒しの空間とアクティブさを兼ね備えた施設
となっています。
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構成庭園一覧表
ふりがな

構成庭園
の名称

しばたのオープンガーデン

構成庭園の
所在地

宮城県柴田郡
柴田町大字船岡字舘山ほか

９
構成庭園
の概要

【開園面積】個人宅の庭園 合計約 150 ㎡（10 ㎡×15 か所）
コミュニティガーデン花の丘柴田 A=1,176 ㎡（約 56ｍ×21ｍ）
【料 金 等】入園料：無料
【公開時期】通年開放５か所、年１〜2 回公開１０か所
（非公開であるが、来客は受入れている。）
【施設管理者】個人
花の丘柴田はガーデニングクラブ(会員 20 名)により管理。

39

【 アクセス 】柴田町内までの目安を記載
仙台駅から車で 50 分
村田 IC より車で 25 分
【そ の 他】
１.活動の概要
１）目 的
柴田町では、「花のまち柴田」をテーマに、魅力あるまちづくりを推進するた
めの一つとして、町民の庭園や里山を公開するオープンガーデンや、町内公園で
の植栽会や船岡城址公園内の「コミュニティガーデン花の丘柴田」を会場にガー
デニングのつどいを開催など実施しています。
２）活動内容
個人の庭を開放するオープンガーデン。毎年延べ 3,500 人程の愛好家が訪れ、
人気のあるガーデンには、1 日で 600 人程が訪れています。町内で一斉に行うオ
ープンガーデンは年１回開催ですが、里山を含む 4 宅は、常時開催しています。
コミュニティガーデン花の丘柴田は平成 22 年より、船岡城址公園頂上に町民に
よる手づくりガーデンを開設し、ガーデンづくりの専門家のもと、花木や宿根草
の他、毎年 1,300 ポットの花苗、1,200 球のチューリップが植栽されています。
日常の維持管理も町内のガーデナーたちが所属する「花の丘ガーデニングクラ
ブ」が行っています。近年、園路をバリアフリー化し、車いす等の利用者に配慮
しました。ガーデニング愛好者が、個人の所有地を一般公開するオープンガーデ
ンを通じてガーデニング文化の広がりを見せています。これらの取り組みを通じ
て、ガーデナーの知識の深まりと、レベルアップが図られています。
こうした特色ある庭園や町の花景色をまとめたパンフレットの作成を 2011 年
より毎年行っています。
①自治体ホームページ等による情報発信
オープンガーデンに協力をいただいている個人の庭園を、ホームページで紹介
するとともに、特色ある庭園や花景色をまとめたパンフレットを作成し、情報発
信に努めています。
柴田町紹介ＨＰ↓
https://www.shibata-index.net/hananomachishibata/index.html
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柴田町のオープンガーデンと花景色を紹介した職員手作りのパンフレット
2011 年より、町内のオープンガーデンのお宅の庭園を撮影し、開放日時、場
所、魅力などを町の公共施設等の花景色と併せ紹介するパンフレットを作成して
いる。撮影から、構成・レイアウトまで職員が行う手作りのパンフレットとして
作成し、今年で 10 年目を迎えます。

②オープンガーデンの鑑賞会一斉開催
年間を通じて一般開放する庭園もありますが、多くの庭園は個人宅であるた
め、通年での一般開放は行っていないことから、５～６月の期間で開催日を決め
て、各庭園の一般開放を行っています。柴田町では、毎年延べ 3,500 人程度の愛
好家が訪れています。
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③植栽会等の開催
柴田町では、船岡城址公園や白石川千桜公園などを中心に、地元企業や地域団
体、一般参加者など約 200 名程度参加して、植栽活動を行い、官民が一緒になっ
て、花のまち柴田にふさわしい花景色作りを行っています。

船岡城址公園を中心とする、花のイベント開催時にはオープンガーデンのメン
バーが講師となり、寄せ植えづくり講習会などを開催しガーデニング文化の広が
りを推進しています。

計画のテ
ーマでの
位置づけ

花をテーマとした住民参加のまちづくりを実践し、まち全体が花であふれ、た
くさんの人々が訪れ満足してもらえる「花のまち柴田」を目指し、官民が連携し
た花文化の創造を推進する取り組みとなっています。
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