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鴨川有料道路
君津市から鴨川市までの
約15kmを紹介！

寄り道して見つける千葉の魅力
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鴨川有料道路、「金山ダム」方面への分岐点付近鴨川有料道路、「金山ダム」方面への分岐点付近

《背景》「房総スカイライン有料道路」の峰山パーキングから眺める朝靄の“房総丘陵”
ホームページでもご覧いただけます。
　
京葉銀行　情報誌
　

LINEからも「道で発見！ちば」を
配信しています。

公式アカウント
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《道で発見！ちば》今月の誌上クイズ！
　※答えは、京葉銀行のホームページにある、
　　「道で発見！ちば」の第28回をご覧ください。

①○○○○○○○○○○
②○○○○○○○○○○
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○○○○○○○○○○○？　次の3つの中から正解を1つ選んでください。
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片倉ダム周辺を散策片倉ダム周辺を散策

　片倉ダムが建設されたこの地域は、千葉県のリゾート構想で
「亀山清和地区森と湖のロマンチックリゾート」に位置づけら
れ、緑と森を中心とした豊かで変化に富んだ自然環境を有する
地区として整備事業が進められています。その中で、ダム周辺
環境整備計画が策定され、この計画に基づくセンターゾーンの
施設として「片倉ダム記念館」が設置されました。片倉ダム記念
館は“きみつふるさと物産館”道の駅ふれあい・パークきみつと
共に、地域住民に“憩いの場”を提供しています。
　ダムの建設で生まれた「笹川湖」周辺には、宮ノ下ピクニック
園地、ヅウタ親水公園、笹・衛士広場、清水渓流広場など、自然
が楽しめる魅力がたくさんあり、ボート遊びや水遊び、そして
“ちば眺望100景”に登録されている「笹川湖展望台」からは美
しい景色が望めます。また、片倉ダム近くには、多くの鳥や魚が
生息し、房総半島中央部の豊かな自然環境が広がっています。

▲笹川湖展望台からの眺め（ちば眺望100景に登録されています）

房総スカイライン有料道路

鴨
川
有
料
道
路

清水
渓流広場

亀岩の洞窟

片倉ダム
記念館

宮ノ下
ピクニック園地

星の広場

ゾウタ
親水公園

片倉ダム

千寿の湯

笹川湖

道の駅
ふれあいパーク・きみつ

24

笹川湖
展望台

笹・衛士
広場

▲道の駅ふれあいパーク・きみつ▲片倉ダム記念館
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●問い合わせ／君津市「亀の子会」TEL.080-6563-5163（伊原）

▲実際の「農溝の滝」

のうみ ぞ

▲亀岩の洞窟（撮影：伊原弘晃さん）

　清水渓流広場内
にある神秘的な写
真スポットとして人
気を集めている「濃
溝の滝」。しかし、
本当の「農溝の滝」
は５０mほど下流に
あります。人気スポ
ットとしての「濃溝の
滝」は、正しくは「亀
岩の洞窟」。ＳＮＳで
話題になった際、誤った形で広
まってしまったということです。
　地元に住む伊原さんによる
と、その昔、近くに水車小屋が
ありその水車を回すための農
水用の水路を農溝と呼び、そ
の脇にあったのが「農溝の滝」。
それがいつの間にか「さんずい」

がついて「濃溝」になってしまっ
たもの。
　神秘的な写真スポットになっ
ている洞窟は、1660年頃、水田
に水を引き込むための手掘りの
トンネルで、2002年（平成14年）
トンネルの中で亀に似た岩を見
つけたことから、「亀岩の洞窟」

と名付けられました。
　地元の人たちは、人気ぶりを
最初は喜んでいましたが、テレ
ビで放映される時も、雑誌やパ
ンフレット、市のホームページも
「濃溝の滝」で紹介されていた
ため、次第に「本当の名前で呼
んで欲しい」という思いが強く
なったのです。地元有志の団体
は、現地を訪れる観光客などに
向け正式名称といわれを記し
た案内板や幟旗を立て、日々活
動しています。

片倉ダム近くの人気スポット「濃溝の滝」。
実は誤った名前でＳＮＳ拡散！！ 寄り道寄り道

▲ヅウタ親水公園の桜（春） ▲笹・衛士広場（春）

▲星の広場▲宮ノ下ピクニック園地



房総スカイライン有料道路は、現在無料通行できます！

▲緑の中を走る「鴨川有料道路」
▲「鴨川有料道路」の終点近くにある2つの橋の高欄部分に波の模様、欄干
　にはシャチや鯛など、海の生き物のオブジェが付けられています！

▲房総スカイライン有料道路
　「みねやまトンネル」付近

とよふさ

ゴール

《裏表紙でご紹介》
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　房総スカイライン有料道路は、山中を走る道
路なので、晴れた日の朝はしばしば靄が立ちこ
めます。そんな日の「峰山パーキング」から眺め
る房総丘陵の山々は、墨絵のように美しい。日
中、霧が晴れてくると、山々のディテールがくっ
きりと、目にも鮮やかに浮かび上がります。

房総丘陵を貫く山岳道路のトンネルを抜け
渓流のある内陸景勝地を経由して鴨川市へ。
　「房総スカイライン有料道路」は、県道92号君津鴨川線の君津市「西粟倉」から君津市「片
倉」までを結ぶ、延長10kmの一般有料道路です。一方、房総スカイライン有料道路からつな
がる「鴨川有料道路」は、県道24号千葉鴨川線の君津市「笹」から鴨川市「打墨」までを結ぶ、
延長5.1kmの一般有料道路です。
　さっそく、2つの有料道路を行く約15kmのドライブに出かけましょう。「西粟倉交差点」を
スタートした車は、房総丘陵の山岳道路上にある2つ
のトンネルを抜け、房総スカイライン有料道路終点
へ。続いて、片倉ダム記念館やSNSで話題の「亀岩の
洞窟」などの人気スポットを経由して、鴨川有料道路
へと進みます。自動精算機がある料金所を過ぎると、
きれいに整備された山並みの中の走行が続くので、
森林浴をするように爽快なドライブが楽しめます。進
行方向左側に「金山ダム」方面に向かう分岐点があ
り、そこを過ぎればほどなくゴール地点に到着です。

スタート
　房総スカイライン有料道路は、現在、国道４１０号「大戸見隧道」
等の迂回路として無料開放しています。料金徴収期限[2019年
（平成３１年）４月２０日]まで無料通行できる予定です。
※無料通行措置は、房総スカイライン
　有料道路を利用する全ての車両を
　対象としています。

▲房総丘陵の山並みを走るキレイに整備された
　「房総スカイライン有料道路」

▲初夏には、駐車場内にアジサイ
　の花が咲く「峰山パーキング」

「峰山パーキング」

房総スカイライン
有料道路

鴨川有料道路の料金所は、
現金投入型の自動精算機！
　鴨川有料道路の料金所は、本誌第26回で紹介した「東総有
料道路」と同様に、ETC対応ではなく、自動精算機に現金を投
入し、通行料金を精算する無人の「料金自動収受システム」で
す。ゲートは各方向に2つずつあり、運転席が高い車用、低い
車用の上下2箇所の精算口が設けられています。硬貨（500
円・100円・50円・10円）を投入口に投入して精算しますが、
紙幣で精算する場合、自動精算できるのは千円札のみです。
それ以外の紙幣の場合は“呼出しボタン”で係員を呼び、両替
後に精算します。

◎鴨川有料道路《通行料金》

小型自動車
普通乗用自動車
普通貨物自動車

210円

普通貨物自動車
（3車軸以下　
　　5t以上）他

310円

普通貨物自動車
（4車軸以上）他
大型特殊自動車
乗合型自動車

720円

軽自動車
小型二輪自動車
小型特殊自動車

150円

普 通 車 大型車（Ⅰ）大型車（Ⅱ）軽自動車
自転車
軽車両

原動機付自転車

20円

軽車両等

※くわしくはWEBサイトをご覧ください。 　https://www.pref.chiba.lg.jp/d-kameyama/
●亀山・片倉ダムへの問い合わせ／亀山・片倉ダム管理事務所 TEL.0439-39-2400

●問い合わせ（君津市）／君 津 市 観 光 課 君津市久保2-13-1 TEL.0439-56-1325

寄り道寄り道

※その他、くわしくはWEBサイトをご覧ください。 
　http://www.city-kimitsu.jp/kanko/spot/sizen/dam-katakura-sasagawa.html

●所在地／君津市笹１６５９-４

※その他、くわしくはWEBサイトをご覧ください。 
　http://www.city-kimitsu.jp/kanko/spot/sizen/dam-kameyama.html

●所在地／君津市豊田３３ ※その他、くわしくはWEBサイトをご覧ください。 
　http://www.city.kimitsu.lg.jp/site/kanko/2293.html

●所在地／君津市豊英196

※その他、くわしくはWEBサイトをご覧ください。 
　http://www.city.kimitsu.lg.jp/site/kanko/2223.html

●所在地／君津市正木

と よ ふ さ

●亀山ダム

●三島ダム

●豊英ダム

●片倉ダム

1980年（昭和55年）に小櫃川流域の洪水被害
を防ぐために作られた亀山ダムは、洪水調整やダ
ム下流部での水害防止、水道用水の供給などの役
割を果たしています。す。す また、亀山湖は、周辺に県立
養老渓谷奥清澄自然公園、清澄寺、三石山などが
あり、ハイキングやボート、釣り、キャンプなど四季
を通じて賑わうレクリエーションゾーンです。す。す

　片倉ダムは、洪水の再来や予想される水不足
を防ぐため、2001年（平成13年）に亀山ダム上
流の小櫃川支流笹川につくられました。安定した
水量の確保と川の自然環境が守られていると同
時に、笹川湖周辺には自然と調和した美しい公園
が数多く整備されています。す。す

▲遊覧船で楽しむ「紅葉狩りクルーズ」

▲放流時のダム（観光放流時）

▲紅葉がきれいな「笹川湖」周辺

▲三島湖の釣り用のボートと奥に見える虹

▲ダムの横からの景色 ▲ダムの上から見た景色

　三島ダムは、小糸川を水源とする貯水量500万
トン以上ある農業専用ダムで、1955年（昭和30
年）に完成しました。ダム湖の三島湖は、ヘラブナ
釣り場として有名で、週末には関東全域から釣り
客が訪れ、賑わいます。す。す また、三島湖・三島ダムの
自然環境は、君津市の「次世代に伝えたい20世紀
遺産」に指定されています。す。す

▲空から見た「豊英湖」

豊英ダムは、三島ダムの上流に位置し、1969年
（昭和44年）に完成した貯水量約420万トンの工業
専用ダムです。す。す 豊英湖・豊英ダムの自然環境の素晴
らしさは、三島ダム同様に君津市の「次世代に伝え
たい20世紀遺産」に指定されています。す。す 周辺には清
和県民の森ハイキングコースや、レジャー施設の
ロマンの森共和国など、観光スポットも豊富です。す。す

ダムカード発行
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君津市マスコット
キャラクター

きみぴょん

君津市マスコット
キャラクター

きみぴょん

●所在地／鴨川市打墨

●金山ダム

▲6トンまでの重量制限がある吊り橋

▲「金山城址」石碑

赤い吊り橋近くにある
「関東ふれあいの道」
千葉県コースの“道標”

▲

▲ダム湖に映る紅葉と吊り橋

金山ダムは、1952年（昭和27年）から約14
年をかけて完成した農業用のアースダム。金ダム。金ダ
山川をせき止めて造ったダムで、592haの耕
地に農業用水を供給しています。す。す ダム湖水面
に映える美しい景観（春は桜・秋は紅葉）は、
鴨川市の観光名所にもなっています。す。す この地
は、鎌倉時代に栄えた当地の豪族、東條氏の
居城（金山城）址があ
り、歴史的ロマンの漂
う旧跡でもあります。す。す
また、金山ダムは、「関
東ふれあいの道」千葉
県コース“ス“スモミ・ツガの
みち”の一部にもなっ
ています。す。す

寄り道寄り道

▲6トンまでの重量制限がある吊り橋

▲「金山城址」石碑

赤い吊り橋近くにある
「関東ふれあいの道」
千葉県コースの“道標”

▲

ダムの迫力を丸ごと堪能！
今回のドライブコース
周辺は「ダム」が5基も
あり、人気の「ダム見学」
のハシゴができるエリア。
亀山ダムと片倉ダムでは
話題の「ダムカード」を
発行しています。

今回のドライブコース
周辺は「ダム」が5基も
あり、人気の「ダム見学」
のハシゴができるエリア。
亀山ダムと片倉ダムでは
話題の「ダムカード」を
発行しています。

もや

にしあわぐら

うつつみ



房総スカイライン有料道路は、現在無料通行できます！

▲緑の中を走る「鴨川有料道路」
▲「鴨川有料道路」の終点近くにある2つの橋の高欄部分に波の模様、欄干
　にはシャチや鯛など、海の生き物のオブジェが付けられています！

▲房総スカイライン有料道路
　「みねやまトンネル」付近

とよふさ

ゴール

《裏表紙でご紹介》

表紙撮影
ポイント

24

24

24

鴨 川 市

君 津 市

465

465

410

鴨
川
有
料
道
路

92

金山ダム

三島ダム

豊英
ダム

亀山ダム

見どころいっぱいの
片倉ダム周辺案内

片倉ダム

Special spot
撮影ポイント

Special Spot

　房総スカイライン有料道路は、山中を走る道
路なので、晴れた日の朝はしばしば靄が立ちこ
めます。そんな日の「峰山パーキング」から眺め
る房総丘陵の山々は、墨絵のように美しい。日
中、霧が晴れてくると、山々のディテールがくっ
きりと、目にも鮮やかに浮かび上がります。

房総丘陵を貫く山岳道路のトンネルを抜け
渓流のある内陸景勝地を経由して鴨川市へ。
　「房総スカイライン有料道路」は、県道92号君津鴨川線の君津市「西粟倉」から君津市「片
倉」までを結ぶ、延長10kmの一般有料道路です。一方、房総スカイライン有料道路からつな
がる「鴨川有料道路」は、県道24号千葉鴨川線の君津市「笹」から鴨川市「打墨」までを結ぶ、
延長5.1kmの一般有料道路です。
　さっそく、2つの有料道路を行く約15kmのドライブに出かけましょう。「西粟倉交差点」を
スタートした車は、房総丘陵の山岳道路上にある2つ
のトンネルを抜け、房総スカイライン有料道路終点
へ。続いて、片倉ダム記念館やSNSで話題の「亀岩の
洞窟」などの人気スポットを経由して、鴨川有料道路
へと進みます。自動精算機がある料金所を過ぎると、
きれいに整備された山並みの中の走行が続くので、
森林浴をするように爽快なドライブが楽しめます。進
行方向左側に「金山ダム」方面に向かう分岐点があ
り、そこを過ぎればほどなくゴール地点に到着です。

スタート
　房総スカイライン有料道路は、現在、国道４１０号「大戸見隧道」
等の迂回路として無料開放しています。料金徴収期限[2019年
（平成３１年）４月２０日]まで無料通行できる予定です。
※無料通行措置は、房総スカイライン
　有料道路を利用する全ての車両を
　対象としています。

▲房総丘陵の山並みを走るキレイに整備された
　「房総スカイライン有料道路」

▲初夏には、駐車場内にアジサイ
　の花が咲く「峰山パーキング」

「峰山パーキング」

房総スカイライン
有料道路

鴨川有料道路の料金所は、
現金投入型の自動精算機！
　鴨川有料道路の料金所は、本誌第26回で紹介した「東総有
料道路」と同様に、ETC対応ではなく、自動精算機に現金を投
入し、通行料金を精算する無人の「料金自動収受システム」で
す。ゲートは各方向に2つずつあり、運転席が高い車用、低い
車用の上下2箇所の精算口が設けられています。硬貨（500
円・100円・50円・10円）を投入口に投入して精算しますが、
紙幣で精算する場合、自動精算できるのは千円札のみです。
それ以外の紙幣の場合は“呼出しボタン”で係員を呼び、両替
後に精算します。

◎鴨川有料道路《通行料金》

小型自動車
普通乗用自動車
普通貨物自動車

210円

普通貨物自動車
（3車軸以下　
　　5t以上）他

310円

普通貨物自動車
（4車軸以上）他
大型特殊自動車
乗合型自動車

720円

軽自動車
小型二輪自動車
小型特殊自動車

150円

普 通 車 大型車（Ⅰ）大型車（Ⅱ）軽自動車
自転車
軽車両

原動機付自転車

20円

軽車両等

※くわしくはWEBサイトをご覧ください。 　https://www.pref.chiba.lg.jp/d-kameyama/
●亀山・片倉ダムへの問い合わせ／亀山・片倉ダム管理事務所 TEL.0439-39-2400

●問い合わせ（君津市）／君 津 市 観 光 課 君津市久保2-13-1 TEL.0439-56-1325

寄り道寄り道

※その他、くわしくはWEBサイトをご覧ください。 
　http://www.city-kimitsu.jp/kanko/spot/sizen/dam-katakura-sasagawa.html

●所在地／君津市笹１６５９-４

※その他、くわしくはWEBサイトをご覧ください。 
　http://www.city-kimitsu.jp/kanko/spot/sizen/dam-kameyama.html

●所在地／君津市豊田３３ ※その他、くわしくはWEBサイトをご覧ください。 
　http://www.city.kimitsu.lg.jp/site/kanko/2293.html

●所在地／君津市豊英196

※その他、くわしくはWEBサイトをご覧ください。 
　http://www.city.kimitsu.lg.jp/site/kanko/2223.html

●所在地／君津市正木

と よ ふ さ

●亀山ダム

●三島ダム

●豊英ダム

●片倉ダム

1980年（昭和55年）に小櫃川流域の洪水被害
を防ぐために作られた亀山ダムは、洪水調整やダ
ム下流部での水害防止、水道用水の供給などの役
割を果たしています。す。す また、亀山湖は、周辺に県立
養老渓谷奥清澄自然公園、清澄寺、三石山などが
あり、ハイキングやボート、釣り、キャンプなど四季
を通じて賑わうレクリエーションゾーンです。す。す

　片倉ダムは、洪水の再来や予想される水不足
を防ぐため、2001年（平成13年）に亀山ダム上
流の小櫃川支流笹川につくられました。安定した
水量の確保と川の自然環境が守られていると同
時に、笹川湖周辺には自然と調和した美しい公園
が数多く整備されています。す。す

▲遊覧船で楽しむ「紅葉狩りクルーズ」

▲放流時のダム（観光放流時）

▲紅葉がきれいな「笹川湖」周辺

▲三島湖の釣り用のボートと奥に見える虹

▲ダムの横からの景色 ▲ダムの上から見た景色

　三島ダムは、小糸川を水源とする貯水量500万
トン以上ある農業専用ダムで、1955年（昭和30
年）に完成しました。ダム湖の三島湖は、ヘラブナ
釣り場として有名で、週末には関東全域から釣り
客が訪れ、賑わいます。す。す また、三島湖・三島ダムの
自然環境は、君津市の「次世代に伝えたい20世紀
遺産」に指定されています。す。す

▲空から見た「豊英湖」

豊英ダムは、三島ダムの上流に位置し、1969年
（昭和44年）に完成した貯水量約420万トンの工業
専用ダムです。す。す 豊英湖・豊英ダムの自然環境の素晴
らしさは、三島ダム同様に君津市の「次世代に伝え
たい20世紀遺産」に指定されています。す。す 周辺には清
和県民の森ハイキングコースや、レジャー施設の
ロマンの森共和国など、観光スポットも豊富です。す。す

ダムカード発行

▲

ダムカード発行

▲

ダムカード発行

▲

君津市マスコット
キャラクター

きみぴょん

君津市マスコット
キャラクター

きみぴょん

●所在地／鴨川市打墨

●金山ダム

▲6トンまでの重量制限がある吊り橋

▲「金山城址」石碑

赤い吊り橋近くにある
「関東ふれあいの道」
千葉県コースの“道標”

▲

▲ダム湖に映る紅葉と吊り橋

金山ダムは、1952年（昭和27年）から約14
年をかけて完成した農業用のアースダム。金ダム。金ダ
山川をせき止めて造ったダムで、592haの耕
地に農業用水を供給しています。す。す ダム湖水面
に映える美しい景観（春は桜・秋は紅葉）は、
鴨川市の観光名所にもなっています。す。す この地
は、鎌倉時代に栄えた当地の豪族、東條氏の
居城（金山城）址があ
り、歴史的ロマンの漂
う旧跡でもあります。す。す
また、金山ダムは、「関
東ふれあいの道」千葉
県コース“ス“スモミ・ツガの
みち”の一部にもなっ
ています。す。す

寄り道寄り道

▲6トンまでの重量制限がある吊り橋

▲「金山城址」石碑

赤い吊り橋近くにある
「関東ふれあいの道」
千葉県コースの“道標”

▲

ダムの迫力を丸ごと堪能！
今回のドライブコース
周辺は「ダム」が5基も
あり、人気の「ダム見学」
のハシゴができるエリア。
亀山ダムと片倉ダムでは
話題の「ダムカード」を
発行しています。

今回のドライブコース
周辺は「ダム」が5基も
あり、人気の「ダム見学」
のハシゴができるエリア。
亀山ダムと片倉ダムでは
話題の「ダムカード」を
発行しています。

もや

にしあわぐら

うつつみ

http://www.city-kimitsu.jp/kanko/spot/sizen/dam-kameyama.html
http://www.city-kimitsu.jp/kanko/spot/sizen/dam-katakura-sasagawa.html
http://www.city.kimitsu.lg.jp/site/kanko/2223.html
http://www.city.kimitsu.lg.jp/site/kanko/2293.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/d-kameyama/


ホームページでもご覧いただけます。
　
京葉銀行　情報誌
　

LINEからも「道で発見！ちば」を
配信しています。

公式アカウント

2018.1（次回発行／2018年2月20日）取材協力・写真提供・撮影協力／ 千葉県道路公社　県土整備部亀山・片倉ダム管理事務所　君津市観光課　伊原弘晃　佐野卓男

《道で発見！ちば》今月の誌上クイズ！
　※答えは、京葉銀行のホームページにある、
　　「道で発見！ちば」の第28回をご覧ください。

① 国 道 4 1 0 号
② 国 道 1 2 7 号
③ 国 道 4 6 5 号

　「房総スカイライン有料道路」の君津市東粟倉から君津市片倉間は「県道92号君津鴨
川線（主要地方道）」ですが、スタート地点の君津市西粟倉～東粟倉間の約0.8kmは一般
国道です。さて、その一般国道名は何でしょうか？　
次の3つの中から正解を1つ選んでください。

片倉ダム周辺を散策片倉ダム周辺を散策

　片倉ダム周辺の地域は、千葉県のリゾート構想で「亀山清和地
区・森と湖のロマンチックリゾート」に位置づけられ、緑と森を中心
に豊かで変化に富んだ自然環境を生かした整備事業が進められ
ています。それによって策定されたダム周辺環境整備計画に基づ
き、センターゾーンの施設として誕生したのが「片倉ダム記念館」
です。ダム好きには興味深いダム建設に関する記録や情報を発信
しています。すぐ隣には、地域の人々に愛されている”きみつふる
さと物産館”「道の駅ふれあいパーク・きみつ」もあります。
　また、ダム建設で生まれた「笹川湖」周辺には、宮ノ下ピクニック
園地、ヅウタ親水公園、笹・衛士広場、清水渓流広場など、自然に
親しみ、ボート遊びや水遊びができる施設が充実。周囲の風景を
一望できる「笹川湖展望台」からの眺めは“ちば眺望100景”に
登録されています。片倉ダム近くには多くの鳥や魚が生息し、房
総半島中央部の美しい自然環境の宝庫でもあります。

▲笹川湖展望台からの眺め（ちば眺望100景に登録されています）

房総スカイライン有料道路

鴨
川
有
料
道
路

清水
渓流広場

亀岩の洞窟

片倉ダム
記念館

宮ノ下
ピクニック園地

星の広場

ヅウタ
親水公園

片倉ダム

千寿の湯

笹川湖

道の駅
ふれあいパーク・きみつ

24

笹川湖
展望台

笹・衛士
広場

▲道の駅ふれあいパーク・きみつ▲片倉ダム記念館
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●問い合わせ／君津市「亀の子会」TEL.080-6563-5163（伊原）

▲実際の「農溝の滝」

のうみ ぞ

▲亀岩の洞窟（撮影：伊原弘晃さん）

　君津市の清水渓
流広場内にある神
秘的な撮影スポッ
トとして話題になっ
ているのは「濃溝
の滝」。ところが本
当の「農溝の滝」は
５０mほど下流にあ
るというのです。人
気スポットとして広
まった「濃溝の滝」
の正しい名称は
「亀岩の洞窟」。ＳＮＳで話題に
なった際、違う名称で広まって
しまったようです。
　「その昔、近くに水車小屋が
あり、その水車を回すための農
水用の水路を農溝と呼び、その
脇にあったのが『農溝の滝』。
『農』の字にいつの間にか『さん

ずい』がついて『濃溝』になって
しまったのです」と話すのは地
元に住む伊原さん。
　神秘的な撮影スポットになっ
ている洞窟は、1660年頃、旧河
川が大きくＵの字になってい
た岩肌の狭い所に穴を掘り、短
絡をして基の川底に土を盛り、

ここを田んぼにしようとして掘
られた手掘りのトンネル。2002
年（平成14年）にトンネルの中
で亀に似た岩を見つけたことか
ら、「亀岩の洞窟」と名付けられ
ました。
　突然の人気に最初は喜んで
いた地元の人々でしたが、テレ
ビ放映や、雑誌やパンフレットで
「濃溝の滝」と紹介されていたた
め、次第に「本当の名前で呼ん
でほしい」という思いが強くなっ
たと言います。地元有志の団体
は、現地を訪れる観光客などに
向けて案内板や幟旗を立て、洞
窟の正しいPRに努めています。

片倉ダム近くの人気スポット「濃溝の滝」。
ＳＮＳで拡散された名称は間違いだった！

寄り道寄り道

▲ヅウタ親水公園の桜（春） ▲笹・衛士広場（春）

▲星の広場から見える景色▲宮ノ下ピクニック園地

正解は→③国 道 4 6 5 号


