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　県内各市町村で、「森林と人とのかかわり」を感じることができる、風景、滝や水

辺、体験施設、建築、木製品や工芸品、文化、環境学習などについて、主なものを紹

介します。

●　村山地域（Ｐ３８～）　

●　最上地域（Ｐ４２～）

●　置賜地域（Ｐ４５～）　

●　庄内地域（Ｐ４９～）

　Ｐ３８～の表の区分は以下のとおりです。

・風景は、景色・美林・純林・巨木などに関する場所、事柄を記載

・水は、湧き水・滝・清流・ダムなどに関する場所、事柄を記載

・遊びは、生活環境・癒しに関する場所、事柄を記載

・生き物は、自然環境・動植物に場所、事柄を記載

・被害は、被害・病害虫に関する場所、事柄を記載

・守るは治山・治水に関する場所、事柄を記載

・林業は、保育・伐採・搬出に関する場所、事柄を記載

・木材は、素材・製材・木材に関する場所、事柄を記載

・燃料は、薪、炭、ペレットに関する場所、事柄を記載

・建築・建造は、住宅・公共施設・社寺・歴史的建造物に関する場所、事柄を記載

・木製品・工芸は、家具・文具・民芸品・玩具に関する場所、事柄を記載

・特用林産は、山菜・きのこ・木の実・木炭・炭焼きに関する場所、事柄を記載

・文化は、草木塔・信仰に関する場所、事柄を記載

・環境学習は、森林・自然環境学習活動などを記載

・森づくりは、森づくり・森林環境保全活動などを記載

・その他は、上記以外のもの

・名称の番号は、「やまがた百名山」の番号です。

解説編

７　附属資料

県内各地で感じることができる「森林と人とのかかわり」

森林環境学習に関するＷＥＢページ

分　類 企画・制作 タイトル ＵＲＬ

映　像 林野庁

映像ライブラリ http://www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/eizou/

　・聴いてみて、森林（もり）の声 https://youtu.be/J4JjwrFxwrU

　・木を使って森を生かそう https://www.youtube.com/watch?v=FPUS5ZGaiHs&feature=youtu.be

写真・イラスト 林野庁 こども森林館 http://www.rinya.maff.go.jp/kids/top.html
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村山地域

市町村 区分 名　　称 特　　　徴
連絡先等

名　称 電話番号

山形市

遊び 西蔵王　市民の森林 保健休養や森林学習等の場の提供を目的として整備された森林空間。山形市街を一望できる四阿や７樹種19種類の桜が見もの。 山形市農林部森林整備課 641-1212 内線448

文化 山形市初市
江戸時代から続く伝統行事で商業の株を象徴しての「かぶ」、長寿を表す「白ひげ」などの野菜、初あめ、団子木の縁起物や臼・
杵・まな板などの木工品、家庭用品などの露店が立ち並ぶ。

山形商工会議所 622－4666

環境学習 山形市少年自然の家
「自然と人間の共生」をめざして、豊かな人間性を育むための自然体験学習・生涯学習・環境学習の場として、本館宿泊施設・キャ
ンプ場・野外活動センターなど充実した施設と豊かな自然環境を利用し、各種利用者のニーズに合わせたプログラムを提供している。

山形市少年自然の家
023－643－8533
023－643－8633

森づくり 山形市植樹祭
緑化の推進を図り、緑化に対する市民の関心を高めることを目的に毎年開催されて、地域住民や幼稚園児、小学生等多くの市民の手
で植樹活動が行われている。

山形市農林部森林整備課 641-1212 内線448

寒河江市

建築・建造 本山慈恩寺と山王台公園
慈恩寺は、奈良時代に開かれたとされる、東北を代表する名刹。境内には300～400年前に再建された堂舎が建ち並び、都の仏師が作
った平安・鎌倉時代の仏像が多く祀られている。山王台公園からは村山盆地一円を見渡すことができる。

慈恩寺寺務所 0237－87-3993

寒河江市さくらんぼ観光課 0237－86-2111

建築・建造 平塩熊野神社と参道
平塩熊野神社境内と参道には、何百年もの時空を超えた神秘的な雰囲気があり、ここに佇むだけで古来からの神々を感じさせる独特
の景観がある。また、参道には鯉ロードなどの親水空間が整備されており、人々の潤いと安らぎの場にもなっている。

平塩熊野神社 0237－86-0165

寒河江市
生涯学習課歴史文化係

0237-86-8231

遊び いこいの森 谷沢沼周辺の森林を整備した公園で、子供に人気の遊具もあり、家族連れでのピクニック、キャンプなどに利用できる。

森のいえ 0237－87-5151

寒河江市
建設管理課管理係

0237－86-2111

上山市

風景 蔵王坊平高原 上山市街から蔵王エコーラインに沿って車で約30分のところにある高原で四季折々の風景が楽しめるところ。 上山市観光課 023－672－1111

風景 権現堂のしだれ桜
権現堂地区公民館敷地内にある古木で、目通り幹囲3.65m、樹高約12m、枝張り約10m、推定樹齢500年。市の文化財に指定されてい
る。

上山市生涯学習課 023－672－1111

風景 高仙寺のしだれ桜 高仙寺境内中央にある大木で、目通り幹囲3.48m、樹高約10m、枝張り約13m、推定樹齢200年。市の文化財に指定されている。 上山市生涯学習課 023－672－1111

遊び 西山ふるさと公園
里山の森林公園として整備され、自然に親しめる空間及び保健休養の場として活用している。遊歩道、森林散策歩道等があり、面積
は8.5ha。

上山市農林課 023－672－1111

遊び ⑨三吉山～葉山 三吉山（574m）から葉山（687m）まで身近な里山の登山として多くの方々が訪れている。 上山市農林課 023－672－1111

建築・建造 旧尾形家
尾形家は代々庄屋を勤めた家柄で17世紀に建てられたこの家屋は寄棟作りで、建坪323㎡の大型の上層農民の住宅。国の文化財に指定
されている。

上山市生涯学習課 023－672－1111

建築・建造 春雨庵 寛永６年（1629年）沢庵禅師が松山に草庵を建立し、その後昭和30年（1955年）に再建された。県の文化財に指定されている。 上山市生涯学習課 023－672－1111

建築・建造 楢下宿 羽州街道の宿場町。18世紀中期頃の脇本陣等が保存されている。国・県・市の文化財に指定されている。 上山市生涯学習課 023－672－1111

建築・建造 武家屋敷 上山城主に使えた家臣の住居で17世紀中頃の建築様式に推定され、市の文化財に指定されている。 上山市生涯学習課 023－672－1111

文化 斎藤茂吉記念館 歌人斎藤茂吉の文業や生活を伝える自筆の書画・遺品、生涯を知ることができる映像などの展示。
公益財団法人
斎藤茂吉記念館

023－672－7227

健康 クアオルト健康ウォーキング

上山型温泉クアオルト事業（ドイツ語で健康保養地の意味）として、市民の健康増進、交流人口の拡大による地域活性化を目的に、
健康・環境・観光の三つの柱の下、官民一体となったまちづくりに取り組んでいる。その中のクアオルト健康ウォーキングについて
は、準高地（1,000ｍ～）と里山（200ｍ～）など自然環境を利用した８つのウォーキングコースは、日本で唯一、ドイツ・ミュンヒ
ェン大学より認定されており、年間を通して選任ガイドがついて“がんばらないで”運動効果を高めるウォーキングを実施しており、
市内外の多くの方々に利用いただいている。（蔵王高原坊平、お清水・樹氷原、葉山、三吉山、西山、虚空蔵山）

上山市市政戦略課
クアオルト推進室

023-672-1111

村山市

風景 �葉山

葉山は村山市の西方にそびえる古い火山で、山頂を境にして村山市、寒河江市、大蔵村にまたがっている。古く噴出した成層火山が
磐梯式大爆発によって東北方へ吹き飛んで残された、外輪山の一部。山体は東北方へ大きく開口する馬てい形をなし、東側は富並川
の急な渓谷地帯となっている。この渓谷地帯にはトガクシショウマをはじめ、シラネアオイ、キヌガサソウなどの古い地質時代から
の植物が自生している。

村山市教育委員会
生涯学習課

0237-55-2111

風景 ㉓甑岳
甑岳は村山市の東方にそびえる古い火山性の山で、稜線の西面と北面は村山市、東南面は東根市にまたがっている。本来はブナを主
とする落葉広葉樹林におおわれる地域だが、北斜面を除きブナは見当たらずアカマツが稜線まで及んでおり、この山が人間と密接な
関係にあったことがうかがえる。

村山市教育委員会
生涯学習課

0237-55-2111

水 じゅんさい沼(大谷地沼）
村山市の中心部から北東に10㎞のところにある大谷地沼（通称じゅんさい沼）は全国でも数少ない天然じゅんさいの宝庫で、６月上
旬から８月下旬にかけて小舟を使いじゅんさいを手摘みする昔ながらの収穫風景を見ることができる。

大高根じゅんさい
採取組合

0237-57-2188

遊び
樽石ふるさといきもの

ふれあいの里
ふれあいの里は、葉山東方、標高400ｍ～700ｍに広がる地域にあり、ブナの原生林、樽石川の清流をはじめ多くの野生の動植物がす
み、大自然が思う存分楽しめる。

村山市農林課 0237-55-2111

名称の番号は、｢やまがた百名山」の番号です。
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市町村 区分 名　　称 特　　　徴
連絡先等

名　称 電話番号

村山市

遊び 河島山（里山環境保全地域）
河島山（194m）とその北方に散在する低い丘陵群の総称。なだらかな丸い山頂と丘の麓に広がる緩斜面が特徴で、平成17年３月に山
形県里山環境保全地域に指定されている。

村山市農林課 0237-55-2111

建築・建造 農村文化保存伝承館
農村文化の体験としてそば道場、郷土料理、漬物文化の研究、農村に伝わる伝統芸能の伝習、発表等をとおし農業農村の活性化を推
進する施設。

農村文化保存伝承館 0237-53-3277

建築・建造 最上川美術館
最上川をこよなく愛し、生涯のテーマとして作品制作に取り組んだ洋画家　真下慶治（故人）の代表的な絵画を中心に収蔵展示され
ている。施設は、最上川を眼下に望む高台に位置し、なだらかな丘陵と杉林を背景に、周りの景観に溶け込む建築。とりわけ、その
前面に拡がる最上川の大蛇行部（大淀）を眺めることができるラウンジは、作品鑑賞の余韻に浸るのに格好の空間となっている。

最上川美術館 0237-52-3195

建築・建造 最上徳内記念館

村山市楯岡出身の北方探検家である最上徳内は、江戸時代の後期、幕府の蝦夷地検分隊の一員として蝦夷地（北海道）に赴き、択
捉・国後などの北方諸島を含めた蝦夷地探検に生涯で９回も従事し、探検家として高い評価を受けた。この偉大な業績を後世に伝え
ていくため、書物・測量器・北方の地図・択捉島に建立した標柱などの資料が展示してある。また、当時アイヌの人々との交流をも
っていた最上徳内を偲ぶために、住居全体が茅（葦）葺きのアイヌ住居（チセ）を敷地内に復元建立し、アイヌの生活用具等を展示
している。

最上徳内記念館 0237-55-3003

天童市

風景 じゃがらもがら 風穴があり真夏でも３度から７度の冷たい風が吹き出し、極めて異様な景観と特異な植生を呈している。 天童市生涯学習課 023-654-1111

風景 天童高原（県立自然公園） 春の新緑、夏のキャンプ、秋の紅葉、冬のスキーと四季折々楽しめる高原。面白山登山の入口ともなっている。 天童市商工観光課 023-654-1111

建築・建造
天童市森林情報館
「もり～な天童」

県産木材約90%を使用、かつ先駆的建築技術で建築された本体はじめ、館内の情報パネルコーナー、ペレットボイラーによる暖房など
森林情報の発信基地。

天童市農林課 023-654-1111

環境学習
天童市ジャガラモガラ
森林ふれあい広場

ジャガラモガラ入口に位置し、ふれあい広場、炊事場、野外ステージを配し、自然学習や憩いの場 天童市農林課 023-654-1111

守る ㉖水晶山
かつて山岳信仰、修験の山として繁栄。ながらかな参道と車道が続き、中腹には駐車場と管理棟の六角堂が整備されている。標高
667.9mの里山。

天童市立山口公民館 023-656-2310

東根市

建築・建造 佛心寺の大仏 1715年江戸南伝馬町の仏師によって造られた仏像。民家の中にある事でも知られる。 東根市生涯学習課 0237-42-1111

建築・建造 黒鳥観音 最上三十三観音の第19札所。寺院からは、月山・葉山・東根市街が一望できる。 東根市商工観光課 0237-42-1111

風景 日本一の大ケヤキ
幹周り12.6ｍ、樹高28ｍ、樹齢1500年。東根市立東根小学校校庭に大きく枝を伸ばしている。その幹の太さは圧巻でまさに日本一。
国指定特別天然記念物

東根市生涯学習課 0237-42-1111

風景
⑳黒伏山

（御所山県立自然公園）
御所山県立自然公園内にそびえており、特に南壁は東北有数の壁として多くのクライマー達が訪れる。その雄壮な姿には一見の価値
がある。

東根市商工観光課 0237-42-1111

水 白水川ダム 東根市若木地区のかんがいを目的とし、H3.3完成。ダム周辺部に６つの広場を造成し、広く一般に解放している 東根市商工観光課 0237-42-1111

水 大滝 関山街道（国道48号線）沿いにある滝。大滝の川向かいには、県指定天然記念物の大カツラがある。 東根市商工観光課 0237-42-1111

建築・建造 里見景佐の御霊屋 東根城第８代城主の墓。東根市内で最も古い木造建築と言われている 東根市生涯学習課 0237-42-1111

風景 大滝の大カツラ
大滝の清流をはさみ三株の大桂（根周り15ｍ、樹高22ｍ）がうっそうと繁り、関山街道のすぐ近くにある。恐ろしい感じで根上りし
8本のひこぼえが競うが如く伸び広がって、外観するところ１つの森をなしている。昭和35年に山形県指定史跡名勝天然記念物と指定
された。

東根市生涯学習課 0237-42-1111

水
イバラトミヨが生息する

小見川
小見川は山形県の最上川水系荷口川支流の一級河川であり、昭和60年日本の名水百選にされた。小見川には絶滅危惧種のイバラトミ
ヨが生息し、生息地は山形県指定天然記念物に指定されている。

東根市生涯学習課 0237-42-1111

建築・建造 マリア観音像
東根市高崎地区にある竜泉寺の秘仏で、幼いキリストを抱いた聖母マリアの姿に形づくられた観音像である。物体はの高さ40㎝、座
台からの高さ75㎝で金箔がおしてある。昭和44年東根市指定有形文化財に指定されている。

東根市生涯学習課 0237-42-1111

水 オオアカウキグサ
絶滅の恐れがある野生植物を記載（レッドデータブック）している、「オオアカウキクサ」が東根市野田地区内に生息が確認された。
現在では、山形県が全国で最北に生息している地域となっている。

東根市土地改良区 0237-44-2820

特用林産 関山炭
高崎地区里山づくり保全会と、高崎小学校・地域住民が共同で、かつての伝統産業である関山炭を守り伝承する活動を行っている。
児童とともに炭焼き体験活動や森林学習を行うことで、里山での暮らしや環境意識の醸成を目的としている。

東根市農林課 0237-42-1111

環境学習 東根市緑の少年団
市内９つの全校に、みどりの少年団が構成されており、緑化の推進や森づくり活動を行っている。校内・校外での緑化活動に加え、
友好都市である宮城県東松島市の海岸林再生プロジェクトにも取り組み、震災復興の手助けとなるよう取り組んでいる。

東根市緑の少年団
運営協議会

0237-42-1111

尾花沢市

風景 延沢(霧山)城址の大杉 延沢(霧山)城の本丸跡にある、樹齢1,100年以上の大杉(幹周約7.5ｍ)。県指定天然記念物に認定されている。 尾花沢市農林課 0237－22－1111

風景
延沢(霧山)城址の

イヌザクラ
延沢(霧山)城の三ノ丸跡にあるイヌザクラの古木。イヌザクラの北限の木として市の文化財に指定されている。 尾花沢市農林課 0237－22－1111

風景 竜護寺のコウヤマキ 延沢地域にある竜護寺境内にあるコウヤマキの巨木(幹周約4.1ｍ)。市の文化財に指定されている。 尾花沢市農林課 0237－22－1111

風景
山刀伐峠の歴史の道 
　および　子持ち杉

本市宮沢地区と最上町の赤倉温泉を結ぶ県道　尾花沢-最上線の旧道に交差するように残されている古道。俳人｢松尾芭蕉」が辿った道
として｢おくのほそ道」にも記された道で、現在も散策が出来るよう整備されている。山頂部には、樹齢350年以上の巨木（幹周約4.1
ｍ）｢子持ち杉」がある。この木は、｢子宝地蔵」の脇にあり、古くから神霊の宿る木として信仰の対象とされてきた。

尾花沢市農林課 0237－22－1111

名称の番号は、｢やまがた百名山」の番号です。



― 39 ― ― 40 ―

市町村 区分 名　　称 特　　　徴
連絡先等

名　称 電話番号

尾花沢市

風景 ⑲御所山
水神を祀る霊山として信仰を集めてきた御所山。（船形山）県立自然公園の指定を受け、層雲峡コースの渓谷美は特に見るべき所が
多い。また、山菜やキノコの宝庫です。

尾花沢市商工観光課 0237－22－1111

水 長寿の名水
母袋地区の宮城県との県境にも近い国道347号線沿いにある湧水。昔から「ならぬぎだずの水」と称され、村人から愛され、利用され
てきた。

尾花沢市農林課 0237－22－1111

水 おがずらの清水
牛房野地区の北沢林道終点奥にある湧水。奥まった場所にあるものの、市内外に評判は高く、地元のみならず水を汲みにくる人が見
られる。

尾花沢市農林課 0237－22－1111

水 御所の水 鶴子地区の小塚沢林道沿いにある湧水。地元有志により周辺を公園として整備しており利用者も多い。 尾花沢市農林課 0237－22－1111

遊び ブナ共生の森
天然のブナ林を生かし整備された広さ23haの森林公園。四季折々に変化を見せるブナ林の表情と小鳥がさえずる静かな環境は心身の
リフレッシュに最適。

尾花沢市農林課 0237－22－1111

遊び
サンビレッジ徳良湖 
オートキャンプ場

キャンプサイト100ヶ所と冬も利用できるログハウス３棟有り。アスレチック広場で遊んだりと、アウトドアライフを満喫できる。 尾花沢市商工観光課 0237－22－1111

山辺町

遊び 山形県県民の森
森林に親しみながらの自然環境学習、レクリエーション活動等を行う場として、山形県で最初につくられた。森林学習展示館、森の
工房「むうぶ」、フィールドアスレチック、野営場などはがあり、常設プログラムやイベントが開催されている。

県民の森
森林学習展示館

023－666－2116 

遊び 玉虫沼 春から秋にかけてのヘラブナ釣りが人気。周囲には散策路があり、玉虫姫にまつわる悲しい伝説が伝わっている。
山辺町産業課
農村整備係

023－667－1106

風景 鳥海山山頂 箱庭のような山形盆地と雄大な奥羽山脈が望める。西側から朝日連峰と月山が、北側からは月山と葉山が一望できる。
山辺町観光協会

（山辺町産業課商工観光係内）
023－667－1106

風景 東黒森山トレッキング
白鷹丘陵の一角にあり、県民の森としても知られている。遊歩道も整備され往復1時間ほどのコース。朝日連峰や月山、蔵王など360
度のパノラマを楽しめる。

県民の森・
森林学習展示館

023－666－2116 

水 龍神水（りゅうじんすい）
子安明神入口に明神様を守るように鎮座している龍神の像。湧水はこの勇ましい龍の口から出ている。平成10年に整備され、より親
しみやすい水場となった。

山辺町観光協会
（山辺町産業課商工観光係内）

023－667－1106

水 雷（いかづち）
雷山のふもとに湧く泉。すぐそばには雷神社があり、いたずらをして水を汚すと雷神が怒ってどんなに晴れた日でも雷が聞こえてく
るという言い伝えが残っている。

山辺町観光協会
（山辺町産業課商工観光係内）

023－667－1106

水 弁財天（べんざいてん）
慈覚大師が旅の途中休んだといわれる由緒ある水場。バイカモが育つほど美しく年間を通して一定の水量を保つ湧水は、遠方から汲
みに来るファンがいるほど。

山辺町観光協会
（山辺町産業課商工観光係内）

023－667－1106

水 五番御神酒（ごばんみき）
伝説によれば白鷹山虚空蔵菩薩本尊が御尊体を洗い清めたと言われている五番御神酒。池の底から白い砂を舞い上がらせ、こんこん
と水が湧きでる様は実に神秘的。

山辺町観光協会
（山辺町産業課商工観光係内）

023－667－1106

中山町

建築・建造 旧柏倉九左ェ門家
江戸時代大庄屋を勤めた住居であり、阿弥陀如来像を安置する仏間や鶴亀の庭といわれる築山庭園を望む上座敷、総漆塗りの重箱風
呂などの貴重な展示物を見学が可能。県指定有形文化財。

中山町教育課 023-662-2235

風景 お達磨の桜
中山町大字達磨寺地区より東方1.3㎞程の須川左岸沿いに山形県指定天然記念物の「お達磨の桜」がある。この桜の一帯は、平成７年
に「お達磨の桜公園」として整備されている。

中山町観光協会 023-662-2114

風景 楯の大イチョウ
楯の大イチョウは、国道112号の東側に高くそびえる大木で、樹齢は500年以上といわれている。樹幹周囲約７m、高さ30mにも及ぶ雄
株のイチョウで、根元から1.5mのところから２本に枝分かれしているため全体の均整がよくとれている。

中山町観光協会 023-662-2114

遊び 高取山ハイキングコース
高取山は豊田地区の岡地内西部出羽丘陵にあり、標高は269mと決して高い山ではないが、中山町をはじめとし村山平野を流れる最上
川や村山盆地を一望できる風光明媚なところである。毎年、地元岡地区の皆さんやボランティアの方々の努力により散策路の整備も
されており、手軽なハイキングコースとして町民に親しまれている。

中山町産業振興課 023-662-2114

河北町

遊び ふるさとの森
森林で遊べる林間広場、森林浴を楽しみながら健康増進を図る多目的広場が整備され、大自然の中で家族が一緒になって遊ぶことが
できる。

河北町都市整備課 0237－73－2111

風景 溝延大けやき 高さ30m、根回り11mという巨木で樹齢およそ700年といわれている。県の天然記念物にも指定されている。 溝延八幡宮

建築・建造 溝延八幡神社 毎年８月にはお祭りが開催され、地元小学生による「花相撲」が行われる。また、本殿は県の有形文化財にも指定されている。 溝延八幡宮

西川町

特用林産 大井沢直売所 山菜・キノコのメッカといわれる大井沢で、とれたての新鮮な農林産物を格安で販売。 大井沢直売所 0237-77-3536

特用林産 いきいき直売所
道の駅「にしかわ」内にある直売所。月山の麓から特用林産物の山菜、秋のキノコが豊富に店頭に並ぶ。県内外からの多くの方々で
賑わう。

西川町総合開発株式会社 0237-74-2100

水 月山銘水館
月山自然水の基地といっても過言でないシンボル的な存在である月山銘水館。施設の中には自然水を生かした月山ビールを楽しめる
地ビールレストラン、東隣には水沢温泉、西隣には月山の雪解け水の流れをイメージしたせせらぎを中心とした名水公園というよう
に水がかかわる総合的施設。

西川町総合開発
株式会社

0237-74-2100

建築・建造 もくもく交流館
林業団体や林研グループ・森林ボランティア等の民間活動の交流の場として、また、木工品の展示ホールなど、多くの方々が木のぬ
くもりを感じながら集うことができる地元産材をふんだんに使った木造施設。また、交流や体験等で掻いた汗を流すための温泉も完
備している総合交流施設。

もくもく交流館 0237-77-3536

名称の番号は、｢やまがた百名山」の番号です。
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西川町

環境学習 山形県立自然博物園
「磐梯朝日国立公園」内にありブナ林を中心とした豊かな環境のもとで自然の仕組みや自然と人間のかかわりあいを理解するための
施設。園内はネイチャーセンターを中心として野外遊歩道沿いに自然観察のための広場、体験ゾーン、展望台、野鳥観察小屋などが
設置されている。

山形県立自然博物園 0237-75-2010

風景 大井沢の大栗
西川町大井沢地区にある高さ15ｍ、幹周り8.5ｍと幹周りでは全国一の巨樹。樹齢不詳。巨木としては大変めずらしく今でも毎年実を
つけている。

西川町大井沢支所 0237-76-2111

環境学習 長沼大沼森林公園
沼山地区にあり二つの沼を中心にブナ・ナラ・アカマツ・杉などが生い茂る緑豊かな森林で、湖畔には大沼神社や公園、キャンプ場
が整備され周遊することができる。

月山朝日観光協会 0237-74-4119

環境学習 ㊿月山
月山は、標高1984ｍの四季を楽しむことのできる山である。春には、残雪の白にブナの新緑のコントラストが映え、冬と春が同居す
る自然の様子を観察することができる。夏から秋にかけては、通常は3,000ｍ以上の山岳地帯でしか見られないような350種類の高山
植物に出会える。冬にはスノーシューを履いて、ブナの冬ごもりやヤドリギを観察したり、動物の足跡を探します。

山形県立自然博物園 0237-75-2010

遊び 弓張平公園 パークプラザ(体育館)、スポーツ施設区、植物園区、オートキャンプ場などの多機能を持つ総合公園。
弓張平公園
パークプラザ

0237-75-2040

風景 �天狗山
天狗山は標高402mの形の美しい山で、山頂からは町内や村山平野が一望できる。名の由来は、その昔、頂上に見える岩がまるで天狗
が座って八方をにらんでいるかのように見られ、また、この山で起こる不思議な自然現象は天狗の仕業と信じられてきた。このこと
から天狗の住む山となり『天狗山』と呼ぶようになったといわれている。

月山朝日観光協会 0237-74-4119

水 月山湖・水の文化館
自然と水をテーマにした展示施設。(売店、レストラン、トイレ等併設)すぐ近くには寒河江ダムがあり、月山湖大噴水を見ることがで
きる。

月山湖・水の文化館 0237-75-2555

環境学習 自然博物館(大井沢) ニホンカモシカを始め朝日連峰でしか見られない貴重な剥製が多数保存されている博物館。「自然と匠の伝承館」が併設されている。 大井沢自然博物館 0237-76-2112

朝日町

風景 豊龍神社の大スギ

豊龍神社境内にあるスギの巨樹である。根周り11ｍ、幹囲7.5ｍ、高さ20ｍ。直幹であったが、昭和のはじめころ落雷のため
におよそ20ｍの上部で損失し、さらに昭和54年（1979）３月、夜半の暴風によって、主幹の10ｍ上部が折損した。この大スギ
は、平安時代、承和(じょうわ)11年（844）延暦寺の僧安恵によって、豊龍神社創建の際、植えられたと言い伝えられている。 
樹齢およそ1200年と推定され、県内でもまれにみる大スギである。

朝日町教育文化課 0237-67-2118

環境学習 佐竹家住宅
桁行(けたゆき）24.8m、梁間(はりま）12.8m、寄棟造(よせむねづくり）、茅葺(かやぶき）。間取は変形田字型の構造をもつ住宅であ
る。佐竹家は、松山藩酒井家の飛地左沢領一石楢（いちこくなら）組の大庄屋を務めた家柄である。元文４年(1739年）11月火災にあ
い、その直後に建てられたものである。国指定　重要文化財　建造物

朝日町教育文化課 0237-67-2118

建築・建造
 

木造薬師如来立像 
本像は頭・体部を通して、カツラの一材から彫刻した一木割矧造で漆箔を施し、彫眼である。地方仏師の手によって、平安後期に造
顕されたものと考える。
像高100㎝　県指定　有形文化財　彫刻

朝日町教育文化課 0237-67-2118

遊び 朝日鉱泉ナチュラリストの家
大朝日岳の東麓、朝日川渓谷にあり標高540ｍの清閑な山の湯。朝日連峰の登山やカモシカ・ブナ原生林の観察、渓流釣りの基地とし
て知られ、絶好の避暑地。朝日連峰の代表的な登山口。

朝日町総合産業課 0237-67-2113

環境学習 朝日自然観「空気神社」
空気神社は空気と自然がご神体。巨大なステンレス製の鏡が映し出す光や周りのブナ林がご神体を表している。空気は「緑と森林」
が造り出すかけがえの無いもの。世界環境デーの６月５日を「朝日町空気の日」と制定し、空気神社本殿の一般公開や自然に親しむ
イベントを開催している。

朝日町総合産業課 0237-67-2113

大江町

風景 �朝日連峰（国立公園）
朝日連峰は昭和25年に指定を受けた磐梯朝日国立公園の中核をなし、山形・新潟県にまたがる美しい山である。標高は大朝日岳1870
ｍで、日本百名山のひとつとなっている。大江町からの登山口は古寺鉱泉口である。

大江町政策推進課 0237－62－2111

風景 神代カヤ
大江町の小釿地区にあり、樹齢約1500年、根周り９ｍ、幹周り3.5ｍ、樹高は19ｍにおよぶカヤ。昭和27年に県の天然記念物に指定さ
れた。

大江町教育文化課 0237－62－2111

水 神通峡
朝日連峰を源とする月布川の流れが長い年月をかけてつくりあげた渓谷。四季折々に変化する自然の中でハイキングやバードウォッ
チ、渓流釣りが楽しめる。紅葉が見ごろを迎える10月下旬には｢神通峡祭り」が開催される。

大江町政策推進課 0237－62－2111

遊び 大山自然公園
大江町大字小見にある自然公園で、展望塔やコテージ、キャンプ場が整備されている。朝日連峰や月山を望むことができ、コテージ
付近にはヒメサユリを植栽し５月下旬から６月初旬には｢ユリ祭り」が開催される。

大江町農林課 0237－62－2111

木材 西山杉
奥羽山系の東山に対して、出羽丘陵を西山と呼び、この地域で生産された杉を西山杉と呼んでいる。光沢があり、赤みがかった色彩
が鮮明で、かんな切りが良い等の特徴を持つ優良材である。

大江町農林課 0237－62－2111

環境学習 県立朝日少年自然の家 大江町の楯山にある山形県立の施設で、年間を通じて宿泊、キャンプ、散策、クラフト等の活動を行うことができる。 山形県朝日少年自然の家 0237－62－4125

風景 松保の大杉
大江町の西南西、松保にあり、昭和28年に県の天然記念物に指定された巨大な杉。根周りは15ｍ、目通りで10.6ｍ、樹高はおよそ
26ｍに達し、山形県下では最も大きいものとされ、樹齢は約1100年余と推定されている。 

大江町教育文化課 0237－62－2111

風景 �大頭森山自然公園
大江町の西、西川町と接する場所に位置する、標高約1000ｍの大頭森山頂上にある公園。展望塔からは360°のパノラマを楽しむこと
ができ、月山や朝日連峰を望むことができる。

大江町政策推進課 0237－62－2111

文化 滝前山村広場の草木供養塔 人々が利用する草木に対する敬虔な心を表したもので、高さ160㎝の凝灰石の自然石でできている。 大江町教育文化課 0237－62－2111

遊び 古寺緑地休養施設
大江町の古寺地区にある施設で、炊飯棟やトイレが整備され、キャンプ等も行うことができる。すぐ近くを流れる古寺川や月布川で
はヤマメやイワナ等の渓流釣りが楽しめる。

大江町農林課 0237－62－2111

名称の番号は、｢やまがた百名山」の番号です。
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大石田町

風景 向川寺の大カツラ
黒滝向川寺境内にあり、根周8.5ｍ、おおむね直幹で、高さはおよそ39ｍにおよぶ。県内のカツラの巨木はおおむね株立ちであるが、
このカツラは一本立ちで、県内随一の巨木であるという。県指定天然記念物。

大石田町立
歴史民俗資料館

0237-35-3440

建築・建造 聴禽書屋
二藤部兵右衛門家の離れとして、昭和８年に建築され、昭和21から昭和22年まで、約２年間大石田に疎開した齋藤茂吉が居住した建
造物である。平成８年に大石田町登録文化財に登録。

大石田町立
歴史民俗資料館

0237-35-3440

建築・建造 浄願寺山門 江戸時代初期につくられたと見られる山門。尾花沢延沢城の裏門を移築したと伝えられている。昭和56年に町指定文化財に指定。
大石田町立

歴史民俗資料館
0237-35-3440

建築・建造 西光寺の仁王像
江戸時代末慶応３年(1867年）に柴田喜蔵を中心に20名ほどの大石田の職人が３ヶ月かけて制作したもの。平成８年(1996年）に大石田
町登録文化財に登録。

大石田町立
歴史民俗資料館

0237-35-3440

建築・建造 小鵜飼舟
江戸時代米沢藩で阿武隈川の舟を最上川に導入したのが始まり。明治時代に最上川運送の主体として使われ全盛期を迎えた。全長18
～20ｍで50俵積みであった。明治34年の鉄道布設以後は廃れた。

大石田町立
歴史民俗資料館

0237-35-3440

生き物 ギフチョウ・ヒメギフチョウ
ギフチョウ・ヒメギフチョウは本来日本海側と内陸というように生息域を異にしているが、大石田町川前地区では混生しており非常
に稀な地域である。里山の放棄と捕獲により生息数が減少したが、町では、昭和62年町指定天然記念物に指定し、20年以上の保護活
動を継続している。

大石田町立
歴史民俗資料館

0237-35-3440

建築・建造 乗舩寺釈迦如来涅槃像
江戸時代元禄７年(1694年）に木食上人が寄進したもの。涅槃像という形式で２mを超す大きさを持つ全国でもめずらしい仏像である。
昭和62年(1987年）町指定文化財に指定。

大石田町立
歴史民俗資料館

0237-35-3440

木製品・工芸
職人達（大工・船大工・左

官）が愛用した道具
大工・船大工・左官職人が愛用した道具を約300点展示している。

大石田町産業振興課  
商工観光グループ

0237-35-2111
内線145・146

名称の番号は、｢やまがた百名山」の番号です。

市町村 区分 名　　称 特　　　徴
連絡先等

名　称 電話番号

新庄市

燃料 下水道汚泥の乾燥燃料化 産業廃棄物として埋め立て処理している下水道汚泥を、木質チップ等を燃料に乾燥固化し、石炭ボイラーの代替燃料として有効利用。
バイオソリッドエナジー

株式会社
0233－28－0355

木製品・工芸 最上の巨木木製キャラクター製品 最上の観光の目玉である巨木の住人をキャラクター化。観客のお土産品、イベントの記念品として販売。 ㈲木ら木ら星 0233－22－7268

環境学習 森林自然環境学習 園児と保護者でキノコ栽培や自然観察活動を行う。 パリス保育園 0233－23－7880

環境学習 緑の少年団活動 北辰小学校による緑の少年団活動。
新庄市みどりの少年団

運営協議会
0233－22－2111

風景 陣峰市民の森 陣ヶ峰のふもとに位置する約50haの森林公園。陣ヶ峰山頂(323.9ｍ）展望台からは市内を一望することができる。 新庄市農林課 0233－22－2111

建築・建造 新庄駅東口アーケード 新庄駅・ゆめりあと東口駐車場を結ぶ歩行者用アーケード。自然豊かな当地域のぬくもりが感じられる、県産間伐材を使用。 新庄市都市整備課 0233－22－2111

環境学習 もがみ体験館 空・山・川・森・里の５つのフィールドの中から実際に手にとってふれられる250もの標本箱を展示。 ゆめりあ 0233－28－8888

金山町

遊び 山形県遊学の森
県で４番目の県民の森として整備され、平成14年６月には第53回全国植樹祭の式典会場になった。また、平成26年10月には第38回全
国育樹祭が開催された。情報発信や学習の中心となる「木もれび館」、林間広場や散策コースもあり、豊かなスギ林とブナ林に囲ま
れ、冬を含めて一年をとおして森で遊び、楽しめる。

遊学の森木もれび館 0233－64－3305

木製品・工芸 チェンソーアート 杉の伐採根を数種類のチェンソーを駆使してアート作品を削り上げる。 遊学の森木もれび館 0233－64－3305

燃料
金山町森林組合

木質チップボイラー
小型木質チップボイラーを導入し、乾燥材を生産。 金山町森林組合 0233－52－2840

燃料
ホットハウスカムロ

木質バイオマスボイラー
木質バイオマス（チップ）ボイラーを導入し、温浴施設の浴槽水の加温などに利用している。 シェーネスハイム金山 0233－52－7761

燃料 木質バイオマスボイラー
㈱庄司製材所ウッドトラス金山では、国内最大級の木質バイオマスボイラーを使った木材乾燥システムを導入。製材過程で発生する
端材やバークを燃料に乾燥材を生産。

庄司製材所
ウッドトラス金山

0233－52－3988

建築・建造 木製橋「きごころ橋」 金山産の杉をふんだんに使った木製の歩道橋。 金山町環境整備課 0233－52－2111

木製品・工芸
金山杉を使った四阿、

簡易ログハウス
間伐材などを有効利用した四阿や簡易ログハウス、ウッドブロックの製造販売。 たくみまさの 0233－52－2015

環境学習 めばえの森づくり
園児と保護者を対象に、敷地内の森林を対象に下刈り枝打ちなどの体験を通して、森林の機能について学ぶ。また、間伐材などから
木製遊具を製作。

認定こども園めごたま 0233－52－2355

風景 大美輪の大杉 樹齢約300年、高さ60ｍ近い杉が120本。高さでは国内最大級、人工林としては東日本で最も歴史ある杉林。 三英興業株式会社 0233－52－2821

最上地域
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市町村 区分 名　　称 特　　　徴
連絡先等

名　称 電話番号

金山町

建築・建造 街並み景観づくり100年運動
100年かけて街をショールームに。「街並み景観づくり100年運動」を提唱し、風景と調和した裏道の整備や公共施設の整備を行って
きた。白壁の蔵や金山住宅が立ち並び、中心部を流れる農業用水路に鯉を放流している。

金山町環境整備課 0233－52－2111

建築・建造 金山住宅
地元金山大工の建築による在来工法の住宅。黒かこげ茶色の切り妻屋根、白壁、金山杉を使用した住宅。基準に見合った新築・改
築・増築・塗り替え等に町から助成金。

金山町環境整備課 0233－52－2111

環境学習 緑の少年団活動 金山小学校、明安小学校、有屋小学校、金山中学校による緑の少年団活動。
金山町みどりの少年団運営

協議会
0233－52－2111

木製品・工芸 暮らし考房 藍染め、杉染め、草木染め、チェンソーアート、森林整備などの体験ができる。メープルサップ販売。民泊も可能な体験施設。 暮らし考房 0233－52－7132

木製品・工芸 自然考房「創楽」 流木や山野草、木の実などの金山町から採れる自然素材を活かしたアレンジメントの製造販売。工房での体験や出張講師も行う。 自然考房｢創楽」 0233－52－7381

最上町

木製品・工芸
もがみ杉と畳を融合した

インテリア品
もがみ杉の間伐材や製材端材と畳などを組合せ和風のスツールなどを製造、販売。 木楽屋 0233－44－2035

建築・建造 川の駅ヤナ茶屋もがみ
川の駅地内にもがみ杉をふんだんに使った「古来大和造り」のコンビニを建設。隣接する森林を吊り橋で連結し森の駅として、散策や
キノコの生産の場として活用。

川の駅ヤナ茶屋もがみ 0233－44－2577

風景 東法田の大アカマツ 樹齢500～600年　樹高22ｍ　幹周り7.7ｍ　アカマツとしては日本一であったが、令和元年に枯死。 最上町観光協会 0233-43-2233

風景 権現山の大カツラ 樹齢数百年　樹高40ｍ　幹周り20ｍ　カツラとしては日本一。 最上町観光協会 0233-43-2233

風景 回帰の森 多目的保安林として整備された15.8haの森林。地区の小学生と住民による森づくり活動や環境学習が実施されている。 最上町農林課 0233-43-2016

水 前森高原 乗馬体験施設、陶芸館、大場満郎の冒険学校、オートキャンプ場などがある。 もがみ農遊館 0233-43-3522

水 堺田の分水嶺 標高338ｍ　堺田駅前に分水嶺がある。 最上町観光協会 0233-43-2233

建築・建造 最上町立あたごこども園
最上町内産の木材をふんだんに使用した施設に木質チップボイラー（180Kw）を導入している。導入したボイラーは温水ボイラー方式で、
床暖房・パネルヒーター及びアプローチ融雪の熱源として利用されている。

最上町立あたごこども園 0233-43-2346

建築・建造 ウエルネスプラザ
保健・医療・福祉の総合施設等に、木質チップボイラーを設置し、そこから得られるエネルギーを冷暖房と給湯に利用しているほか、
いきいきハウス（高齢者生きがい園芸ハウス）の暖房としても活用している。

最上町交流促進課 0233-43-2262

製造・販売 薪・木質チップの製造、販売 町内の間伐材を活用して薪・チップを製造し、町有施設に対して販売を行っている。 ㈱もがみ木質エネルギー 0233-44-2035

製造・販売 薪の製造、販売 県内の森林間伐材を薪に加工し、販売しているほか、薪ストーブ等の燃料機器を販売している。 ㈱丸徳ふるせ 0233-43-2366

環境学習 緑の少年団活動 赤倉、富沢、大堀小学校による緑の少年団活動。 最上町農林課 0233-43-2016

舟形町

木製品・工芸 廃材を使った蟻人形の製作 壊れた雪かきスコップの柄などを材料に、蟻人形を製作。蟻人形に様々な思いを込めて写真集を作成。 ありんこ　沢内義明 0233－35－2011

木製品・工芸 ナラ材を使ったインテリア品 ナラ材を有効利用し機能性とデザイン性に優れたインテリア品を製造、販売。 ㈲ワンツー 0233－35－2112

環境学習 手倉森自然環境保全活動 手倉森湿原のヨシ刈り、歩道整備、動植物の生態調査や観察などの活動。 堀内ファーム 080-5579-6312

風景 親杉
猿羽根楯主郭北端にあるこの老杉は楯主お手植えと伝えられている。胸高周囲約７m、樹齢約800年と伝えられている。今以って樹勢
旺盛である。

舟形町教育委員会 0233－32－2246

建築・建造 ㊷猿羽根山地蔵尊
日本三大地蔵の一つに数えられる猿羽根山地蔵尊は舟形町の南、猿羽根山にある。その昔の羽州街道の要所で、村山地方と最上地方
の境界に位置している。峠に安置されている石造りの地蔵尊は、宝永６年(1709年）に村人達が力を合せ祀ったものと伝えられ、子宝
と延命、長寿に特に霊験があるといわれ信仰を集めている。

猿羽根山地蔵堂  0233－32－2792

環境学習 緑の少年団活動 舟形小学校による緑の少年団活動
舟形町みどりの少年団

運営協議会
0233－32－2111

水 久之丞の清水
民家の庭に作られた水場。水量が多く冬場は自宅周辺の消雪用、夏は植木や庭の花、畑に使用している。昔は養殖したり、生活用水
としてなくてはならない命の水であった。久之丞（きゅうのじょう）は屋号。

舟形町教育委員会 0233－32－2246

水 舟形の清水
猿羽根山（さばねやま）トンネル北入口手前にある。山の側面から湧き水があり、水量は多くないが、水を使えば使った分だけすぐ
出水する清水と言われている。

舟形町教育委員会 0233－32－2246

水 薬師の水
松橋地区の中心の民家の玄関脇にある。近くに薬師堂があり千年の歴史を誇る。月山（信仰）へ通じる道沿いであり、往来する人々
の潤いの湧き水であったと言われる。別名「うがい水」ともいう。

舟形町教育委員会 0233－32－2246

真室川町

環境学習
塩根川学校の森

（加無山県立自然公園内）
自然体験及び森のバイオマス（木炭・竹炭）づくりや伝統工法つる細工等体験指導を行う。 甑山探究会 0233-66-2658

風景 女甑山の大カツラ 日本で最大級のカツラ。林野庁「森の巨人たち100選」にも選ばれている。 真室川町交流課 0233－62－2111

風景 滝の沢の一本杉 幹回り11.48ｍ、樹齢1000年以上とされる大杉。山形県の天然記念物指定木。林野庁「森の巨人たち100選」にも選ばれている。 真室川町教育委員会 0233－62－2305

風景 加無山県立自然公園 山形・秋田の県境に位置し、多くの登山愛好家にしたしまれている。 真室川町交流課 0233－62－2111

遊び 梅里苑森林トロッコ 古くは、木材運搬に活躍した森林トロッコ。当時の勇姿を残し走っている。子供達に大人気。 真室川町梅里苑 0233－62－2373

特用林産 原木なめこ栽培 生産量全国有数を誇る当町。本物の自然の味は格別。 最上広域森林組合 0233－62－2102

名称の番号は、｢やまがた百名山」の番号です。
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市町村 区分 名　　称 特　　　徴
連絡先等

名　称 電話番号

真室川町

環境学習 県立神室少年自然の家 大自然に囲まれた施設。子供達の自然環境学習には最適。 山形県神室少年自然の家 0233－62－2611

水 土倉の滝 高坂ダム源流部にある、「幻の滝」とも言われ、その雄大さと荘厳さは見た人を引き付ける。 真室川町交流課 0233－62－2111

水 大清水・殿様清水
「殿様清水」は、前森山林道途中にある清水。「大清水」は同林道、車通行可能終点のすぐ近くにあり、ブナ林の中からコンコンと

湧き出る。それぞれに案内板あり。
真室川町交流課 0233－62－2111

大蔵村

水 男滝・女滝 棚田が広がる滝の沢地区にある、上下２段の滝。 大蔵村産業振興課 0233-75-2105

風景 岩神大権現スギ・クロベ 日本最大級の巨木クロベ。御神木として地区民から信仰を集める巨木岩神権現杉。 大蔵村産業振興課 0233-75-2105

風景 沼の台（里山環境保全地域） 男沼、長沼周辺にはブナ林が広がり、貴重な動植物が生息している。遊歩道も整備されている。 大蔵村産業振興課 0233-75-2105

水 小松淵 肘折温泉の景勝地。銅山川沿いの渓谷で、新緑や紅葉など四季折々の景色が美しい。 肘折温泉観光案内所 0233-76-2211

建築・建造 肘折温泉街並み 開湯1200年を迎えた歴史ある温泉地で、20軒の旅館が立ち並び、昔ながらの湯治場の雰囲気を今なお残している。 肘折温泉観光案内所 0233-76-2211

木製品・工芸 肘折こけし 鳴子、遠刈田系の流れをくみ約120年の歴史を持つ伝統工芸品。 肘折温泉観光案内所 0233-76-2211

水 大清水前 男清水と女清水がある。女清水は村の簡易水道の水源として利用されている。 大蔵村産業振興課 0233-75-2105

水 金山の炭酸水 珍しい冷鉱泉で現在では、カルデラ温泉館で飲泉や部分浴として利用されている。 肘折温泉観光案内所 0233-76-2211

水 升玉の清水 升玉地内の山道にあり、ワサビ栽培、稲作等に利用されている。 大蔵村産業振興課 0233-75-2105

鮭川村

環境学習 森林自然環境学習 ギフチョウなどの絶滅危惧種の保護を目的に森林整備や木道整備に取り組む。 鮭川村自然保護委員会 0233－55－3051

風景 小杉の大杉（トトロの木） 村の天然記念物。夫婦杉、縁結びの杉としても知られる。樹齢1000年以上、根回り6.3ｍ、樹高約20ｍ。 鮭川村観光協会 0233－55－2111

水 まぼろしの滝
「湯沢の滝」「白猿の滝」「大滝」「夫婦滝」からなる。平成5年に発見。遊歩道が整備され、与蔵の森一円が散策できるコースにな

っている。
鮭川村観光協会 0233－55－2111

遊び エコパーク 「自然との共生」をテーマとした総合滞在型自然公園。 鮭川村エコパーク 0233－55－4455

建築・建造 庭月観音堂 最上三十三観音の打ち止めの寺。本尊聖観世音菩薩像と如来刑座像は村有形文化財に、阿弥陀堂の千体仏は村有形民俗文化財に指定。 庭月観音 0233－55－2343

文化 庭月観音堂灯ろう流し 仏式としては東日本最大級の灯ろう流し。鮭川河畔に数千の灯ろうが流れる様は幻想的である。 庭月観音 0233－55－2343

特用林産 きのこ栽培 全国有数のきのこ生産県である山形県の約6割のきのこを生産する。「きのこ王国」の異名を持つ。
鮭川村菌茸生産組合

連絡協議会
0233－55－2111

その他 清流さけがわ太鼓 昭和63年に奥羽猿羽根流宗家・連山順道氏の指導を受け、村民有志により結成された。 鮭川村文化団体連合会 0233－55－3051

環境学習 緑の少年団活動 鮭川小学校による緑の少年団活動。
鮭川村みどりの少年団

運営協議会
0233－55－2111

戸沢村

遊び
次世代につなぐ

またぎの里山自然再生
里山の間伐、枝打ち作業道整備と担い手育成のためのカリキュラム開発。 田舎体験塾つのかわの里 0233－73－8051

遊び 最上峡ふるさと村 山間の広い大地で大自然を満喫。滝すべり、魚のつかみ取り、木工クラフト、キャンプなどの自然体験ができる。 最上峡芭蕉ライン観光 0233-72-2001

風景 最上峡 「奥の細道」の松尾芭蕉ゆかりの地として知られ、最上川県立自然公園に指定。 最上峡芭蕉ライン観光 0233－72－2001

風景 幻想の森 樹齢350年の神代杉（山内杉）が群生し、最上川県立自然公園に指定。 戸沢村観光物産協会 0233－72－2110

風景 角川の大杉
山形県指定天然記念物。今熊野神社にあり、樹高40ｍ、目通り幹囲9.7ｍ、推定樹齢は1200年以上もあり、角川地区の神なる巨木とし

て崇められてきた。
戸沢村観光物産協会 0233-72-2110

風景 土湯の黒杉
土湯山にある推定樹齢1000年以上、幹回り約20ｍの杉。この巨樹は、急な斜面に育った株立ちで、その量感には圧倒される。黒々と

した印象を与えるので、「黒スギ」の名がついた。
戸沢村観光物産協会 0233-72-2110

風景 平根のコナラ 角川地区平根にある幹回り6.05ｍ、樹高約25ｍのコナラ。近くには義平山の大ナラや片倉の棚田なども存在する。 戸沢村観光物産協会 0233-72-2110

水 浄の滝 落差100mで「清めの滝」と言われ、月山登山の聖地。 戸沢村観光物産協会 0233－72－2110

水 白糸の滝 日本の滝100選の１つ、高さ124ｍで県内最大級の滝。 戸沢村観光物産協会 0233－72－2110

環境学習 緑の少年団活動 戸沢小学校では、緑の少年団を結成し、森づくり活動や森林環境学習を実施。
戸沢村みどりの少年団

運営協議会
0233－72－3242

建築・建造 仙人堂
源義経一行が、兄源頼朝から追われて奥州平泉に落ちのびる途中、立ち寄ったと伝えられるお堂で、後に松尾芭蕉の紀行文「奥の細

道」にも登場する。
戸沢村観光物産協会 0233-72-2110

特用林産 畑ヶわらび園 風味豊かなわらびの朝採りができる。２時間とり放題。五月下旬から７月上旬まで。 戸沢村観光物産協会 0233-72-2110
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米沢市

遊び 大森山森林公園
市民の憩いの場、レクリエーション、休養の場として平成６年に整備したもの。木製遊具13種類によるトリムコースがあり子供達の

声が連日こだまする。

米沢市農林課

森林農村整備担当

0238-22-5111

内線5009～5011

木製品・工芸 笹野民芸館（笹野一刀彫）
笹野一刀彫の振興を図るために建設された施設。原木のコシアブラを、サルキリ・チジレと称する独特な刃物一本で削り上げること

から笹野一刀彫と呼ばれる。笹野一刀彫の代表はオタカ（鷹）ポッポだがオナガドリ、セキレイ、フクロウや12支等の作品がある。
笹野民芸館 0238－38－4288

遊び
緑地休養施設市民の森

「西向沼」
市民の健康増進、休養、福祉向上の場として昭和63年に米沢市市制100周年を記念して市民の森として整備したもの。斜平山の南に位

置し0.7haの沼を中心とした遊歩道，市内を一望できる展望台等がある。

米沢市農林課

森林農村整備担当

0238-22-5111

内線5009～5011

風景 桧原ブナの森
財団法人田沢自彊会が所有する150年を超える美しいブナ林が広がる標高950ｍの台地状の森林である。ブナやミズナラの大樹の森に

クロベ等の針葉樹が混じる区域内には、清水が湧き出し、底無沼や多様な動植物がひしめき、自然観察や散策の人々を楽しませる。

区域内には歩道が配備され、中央には広場がある。緑の少年団の森林学習に活用されている。

田沢コミュニティ

センター
0238-31-2111

生き物 樹草の森 林業士の黒田明雄氏が自己所有山に杉、ハルニレ、コシアブラ、ホウノ木等40種類の樹木を植栽した自然観察林。 樹草の森　黒田明雄 0238-38-2935

その他 ふるさと森林オーナー 関生産森林組合が米沢市関に平成15年開設した10区画1.8haの森林オーナー。 関生産森林組合岡崎組合長 0238-38-2448

文化 草木塔
草木にもそれぞれ霊魂がやどり、その草木から得られる恩恵に感謝し、伐り倒した草木の魂を供養するため建てた石碑とされ、米沢

市の田沢地区が発祥の地とされている。

建築・建造 東光の酒蔵
昭和59年、みちのくの造り酒屋を見学していただくため古い酒蔵の原形を保ちながら復元。1200坪の敷地に500坪の建物を有し、中で

も東北一の広さといわれる140坪の土蔵には、昔ながらの造り酒屋の様子と酒造りの道具が展示されている。

酒造資料館

東光の酒蔵
0238－21－6601

文化 上杉家廟所
米沢藩歴代藩主の御廟所で、中央正面に藩祖上杉謙信の閟宮（ひきゅう）があり、祠堂は初代藩主上杉景勝から７代藩主までは入母

屋造り、８代藩主から11代藩主までは宝形造りである。境内には樹齢400年を越す老杉があり静粛を極めている。国の重要史跡にも指

定されている。

上杉家廟所 0238－23－3115

遊び いこいの森
県の治山事業で生活環境保全林として整備され、森林の持つ公益的機能の効用を高め、潤いと安らぎを与える場として利用されてい

る。

米沢市農林課

森林農村整備担当

0238-22-5111

内線5009～5011

遊び 森林体験交流センター
林業者の研修会や森林・木工教室に利用されており、林業振興や森林整備の促進、木材利用の拡大等、将来の森林育成に寄与するこ

とを目的とし平成８年12月に完成。裏山には森林散策ができる遊歩道もあり、温泉や休憩施設も完備されている。

米沢市農林課

森林農村整備担当

0238-22-5111

内線5009～5011

環境学習 米沢市緑の少年団 平成４年に結成され、米沢市立三沢西部小学校児童で構成。地元田沢地区を中心にさまざまな自然に親しむ活動に取り組んでいる。
米沢市農林課

森林農村整備担当

0238-22-5111

内線5009～5011

環境学習 学校林
２か所の学校林（美森・小杉沢）を活用し、枝打ちや下草刈り、チップ敷きの歩道の整備等を体験することで、自然環境を守ること

の必要性について学習している環境教育のフィールド。

三沢東部小学校（三沢地

区学校林整備委員会）
0238－32－2014

環境学習 よねざわ昆虫館 身近な昆虫や世界の昆虫10万頭が保管・展示されている。
三沢コミュニティ

センター
0238－32－2005

長井市

風景 �祝瓶山
祝瓶山は1417ｍの三角錐型の岩山で、東北のマッターホルンといわれる形のいい山である。岩上・岩神とも呼ばれた。岩上山は天智

天皇の白鳳年間（672～）に役小角が紫雲のたなびく岩上山が突然百仏の形に見えたので霊山として野川口からの登山道を開いたとい

われている。

長井市商工観光課 0238-87-0826

風景 久保桜

大正14年に山形県から発版された史跡名勝天然記念物調査報告書によると「延暦16年、征夷大将軍坂上田村麻呂が蝦夷征討の軍に従

事し、漸次陸奥出羽を巡撫してこの地来り、豪族久保氏の女お玉が厚くこれに侍す。将軍軍旅を収めて去るや、お玉追慕恋の情に堪

えず、翌年ついに病没す。将軍之の訃に接し一株の桜をお玉の墓に手植えして、以て墓標とせり。」と記載されていることから、樹

齢は約1200年と推測されます。昭和25年には国の天然記念物に指定されました。

長井市文化生涯学習課 0238－84－7677

水 長井ダム
洪水調整、河川環境の保全、かんがい用水の供給、水道用水の供給、発電を目的に建設されています。高さ125.5ｍ、長さ381ｍ、総

貯水量5,100万㎥の東北地方有数の重力式コンクリートダムです。
長井市地域づくり推進課 0238-87-0817

遊び 古代の丘

朝日山系の麓にあり、旧石器・縄文・弥生の各時代から戦国時代に至るまで数多くの遺跡が見つかっている。昭和52年、長者屋敷跡

の発掘調査がきっかけとなり、遺跡の保存、活用がすすめられ、体験施設や野外展示施設がつくられ、平成５年に古代の丘資料館が

開館した。古くから伝わる山や川、丘や森を大切にしながらつくった古代の丘を歩くと、これまで気付かなかった動物や植物に出会

うことができる。

長井市文化生涯学習課 0238－84－7677

遊び 葉山森林公園
葉山がシンボルとして背後に存在し、その裾野に広がる山麓の一角にあり、ミズバショウやショウブが咲く湿生園、長井市の散居集

落が一望できる展望広場、グラウンド、交流施設、トイレ、キャンプ場などが整備されている。
致芳コミュニティセンター 0238-84-6337

建築・建造 小桜館
江戸・明治・大正と民家が萱屋根で、窓の少ない暗い素朴なものであった時、白ペンキ塗りの窓の大きい大規模な木造洋風建築、正

面２階の窓の上部は半円形のアーチ型になっていて色ガラスがはめられている郡役所を、当時の人々は畏敬の目で見つめていたもの

だった。維新政府の中央集権国家としての強い力、文明開化政策を垣間見ることのできる建物。

長井市文化生涯学習課 0238－84－7677

置賜地域
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長井市

建築・建造 旧長井小学校第一校舎
全国的にも残存数が少ない木造校舎、昭和8年に完成した校舎は東西に長く、南を向き長さ約90メートル、幅約3メートルの広い廊下、
そして米松等の柾目を主とした廊下の床張り、両側から登って中段の踊り場から1本になって昇る階段の広さ、旧応接室等当時の校舎
としては極めて立派な建築であった。

旧長井小学校第一校舎 0238－87－1802

木製品・工芸 黒獅子

材料は主に、栃、柳、もまだ、棡などを使用。まず丸太から大きく荒彫りし、陰干しをし半年ほど乾燥させる。そして約一ヶ月ほど
かけて彫刻され、再び乾燥を待つ。材が伸びたり縮んだり動ききった頃合を見て仕上げられ、やがて塗りが施され完成。完成まで約
一年を要し、根気のいる作業が続く。長井の獅子の原形は長井市横町の総宮神社の寛政11年（1799年）に作られた獅子が最古で、や
や面長で目が飛び出て耳がピンと立ち、下顎は強烈な歯打ちに耐えられるよう頑丈に作られている。全体が漆黒で、唇から口の中は
鮮やかな朱で塗られ、額の宝珠や眉や目のふち、歯の部分に金箔が施されている。また、白馬の毛が顔を覆い隠すほど植え込まれて
いる。大きさは奥行き１尺２寸、幅１尺で、重さは約６㎏ほど。長井では神社だけでなく一般の家庭でも厄除けや守護神として作ら
れている。

長井市商工観光課 0238-87-0826

木製品・工芸 けん玉
昭和50年に日本けん玉協会が設立されると同時に競技用けん玉（日本けん玉協会公認）を作り始め、現在では競技用に限らず様々な
けん玉を生産している。

長井市商工観光課 0238-87-0826

森づくり 不伐の森
市の面積の約７割が森林である長井市が、自然への感謝と地球的な規模で環境問題を考えるとして、平成元年、20.3haの市有林を永
久保存することにした森。ナラを主体とした天然林で、自然沼と思われる大石沼やハイキングコースもあり、緑あふれる森林浴の場
にもなっている。

長井市農林課 0238-87-0831

南陽市

風景 妹背の松
市内宮内の双松公園の裏手に立っている二株の松。約４mの高さで連結している、いわゆる連理の松という珍しいもの。一方は主幹
が直上して約15mの高さに達しているが、もう片方は途中で垂れ下がり、枝張りは約10m西方に及んでいる。全景夫婦相生の形に見た
てられることから、相生の松とも呼ばれている。

南陽市社会教育課 0238-40-3211

風景 土平の大杉
市内梨郷の土平地区に立つ杉の大樹。目通り幹の周り6.5m、樹高はおよそ25mに達している。主幹は傾き、多数の枝を四方に出し垂
下する傾向が見られる。これは日本海側で天然にある地杉の形態。

南陽市社会教育課 0238-40-3211

風景 餅杉
宮内羽山権現参道の杉で、根回り約6.4ｍ、目通り４ｍ、高さ25ｍあり、真横に大枝を出し、直上する。当地方古来の天然杉の代表的
な例である。かつて羽山権現詣での茶屋があり、餅を売っていたことからこの名がある。

南陽市社会教育課 0238-40-3211

風景 烏帽子山公園

烏帽子山公園は、明治時代に地域有志の力で作られた公園。米沢盆地を一望できる地にあり、千本桜と松や楓がバランスよく配置さ
れ、春の桜、夏の緑陰、秋の紅葉と四季の景観と眺望を楽しむことができる。日本のさくら名所100選の地に選ばれている。公園内外
の洋風石造りアーチ橋や石垣、御神坂の石段、石塀などは、明治時代につくられたもの。烏帽子山公園に隣接して烏帽子山八幡宮が
あり、烏帽子山全山の桜は、烏帽子山千本桜と呼ばれ、置賜さくら回廊の東の起点となっている。

南陽市商工観光課 0238-40-3211

水 潜り滝（くぐりたき）

南陽市の北部にある小滝地区に、国道348号と主要地方道山形南陽線のＴ字路があり、このＴ字路から西の白鷹町方面へ進むと、国道
沿いに「くぐり滝」の案内標識が出てくる。この標識に従い山峡を４㎞ほど行くと水林地区があり、この渓谷に自然が巨岩をくりぬ
いた潜り滝がある。水バショウ、天然ブナ林に囲まれ、春は緑、秋は紅色に染まり、野鳥の声が美しい所。近くには熊野神社、明神
の祠がある。この川水は吉野川の源流で、春の雪解けや五月雨のころは水量も多く、岩穴狭しと流れ出る。江戸時代の頃、米沢上杉
藩は下流の水資源確保のため滝の奥地を「御料林」と定め、山守・水守７世帯を住まわせ「水林」地区とした。今は地区には誰も住
んでいないが、国有林の中にあり、天然ブナ林の大木も続き、多くの沢水を集め、大堤を経て潜り滝をつくる。その昔、宮内熊野大
社の修験（やまぶし）はこの滝でみそぎをして、白鷹山へ向かったとも伝えられている。

南陽市商工観光課 0238-40-3211

水 白竜湖
白竜湖は烏帽子山公園の東、国道13号沿いにある。白い竜の伝説が伝えられる大昔からある湖。やまがた百名山の高ツムジ山（十分
一山）からフライトする、ハンググライダーの目標として利用されている。周囲の植物群落は県の天然記念物の指定を受けている。

南陽市社会教育課 0238-40-3211

遊び 吉野石膏の森
平成20年度より吉野石膏株式会社からの支援金を基に、地域の人々と協働で後世に残す森として整備し、森林に触れ合える森づくり
を行っている。北側の四阿からは山形市内が、南側の四阿からは吉野地区が一望できる。また雲海の時期の眺めは圧巻である。

南陽市農林課 0238-40-3211

建築・建造
熊野大社

(熊野大社の大イチョウ)

南陽市の北北西、宮内にある熊野大社は、大同元年(806年）に再建されたとされるもので、日本三熊野の一つに数えられ昔から東北の
お伊勢さまとして多くの信仰を集めている。本殿は県指定の文化財で、社殿の裏には運慶の作といわれる「波に兎」の彫り物があり、
波に隠れている三羽の兎を見つけると幸せになれると伝えられている。
また、神社境内に立つイチョウは、根周7.7ｍ、主幹は約10ｍ上部で失われているが、地上２ｍばかり上から多数の大枝が直上して、
高さ約30mにも達している。源義家が後三年の役の戦勝のお礼に家臣鎌倉権五郎景政に命じて植えさせたという伝説が残っている。

南陽市商工観光課 0238-40-3211

文化 文政7年銘草木供養塔
銘文によれば、江戸時代文政７年(1824年）に五左衛門が建立。草木供養塔は、木や山の恵みに感謝し、自然と共に生きる人の心をあ
らわすもの。南陽市内には、文政７年銘の草木供養塔のほかにも、３基の供養塔がある。いずれも平成に入ってから建てられている。

南陽市社会教育課 0238-40-3211

遊び 日鉱　里山・龍樹の森
平成21年度よりＪＸ金属株式会社からの支援金を基に、地域の人々と協働で後世に残す森林として整備し、自然にふれあえる森づく
りをしている。また、四阿からは置賜平野が一望できる。

南陽市農林課 0238-40-3211 

環境学習 吉野緑の少年団
平成14年結成。吉野地区の荻小学校の児童を対象に活動している。緑豊かな吉野地区を中心に森づくり体験や、ネイチャーゲーム等
で自然に親しむ活動を行っている。

南陽市農林課 0238-40-3211

建築・建造 南陽市文化会館

地元の豊かな森の恵みを生かした、全国初となる大型木造耐火の文化ホール。南陽市産スギ材の積極的な活用が図られる国内最先端
の耐火木造技術や、地震に強く安全性の高い耐震構造を採用している。また、持続可能な社会を目指し、太陽光発電や木質バイオマ
スボイラー等の再生可能エネルギーを積極活用し、省エネルギー効果の高いLED照明や次世代の有機EL照明を導入した先駆的モデル
施設でもある。

南陽市文化会館 0238-40-1222

名称の番号は、｢やまがた百名山」の番号です。
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高畠町

風景 小湯山の風穴植物群生地

標高800ｍを測る小湯山の西尾根南斜面（標高660ｍ）に成立する特殊な植物群落。その規模は直径25ｍ、短径20ｍ程で、この地域に

限り夏でも２～３℃の冷気が噴出する風穴現象が見られる。植物群落としてオオタカネバラ、タカネイバラ、アイヅシモツケ等風穴

特有の植物を含み、コケモモ、ゴゼンタチバナやコケ類など、本来標高1,500ｍ程度の高冷地に共通する植物を産することから、際だ

った風穴現象を反映している。

高畠町教育委員会 

社会教育課
0238-52-1111

水 大滝

大滝は、高畠町で一番大きな滝。その源は奥羽山脈の龍ヶ岳にある。滝は、一番下の滝は大きいが、その上にも何段かの小さい滝が

連なっており、最上流部には高畠町で一番大きいカツラの大樹がある。大滝のある川は大滝川と呼ばれ、下流部は屋代川と合流し、

屋代川は最上川と合流する。

高畠町 0238-52-1111

水 蛭沢湖

昭和10年に着工し、13年の歳月と述べ40万の人力を動員して完成した、湖面積25ha、灌漑面積1400ha、最深部21m、貯水量220万トン

の灌漑用の人造湖。完成により大谷地地帯の大規模な乾田化が促進された。春の雪解け水を満々とたたえた湖は、湖畔にそそり立つ

奇岩怪石や松の緑と調和して美しい風景を作り出している。

米沢平野土地改良区 0238-23-3070

建築・建造 安久津八幡神社

社伝によれば、貞観２年(860年）慈覚大師により阿弥陀堂が建立され、その後康平年中(1053年～）に源義家が鎌倉鶴岡八幡を勧請した

と伝えられている。現在の社殿は宝暦５年(1755年）に再建されたもので、この他境内には、県指定無形民俗文化財『延年舞』が舞わ

れる舞楽殿（室町末期）や、置賜唯一の層塔、三重塔(寛政９年・1797年再建）があり、三件とも県指定文化財に指定されている。

高畠町教育委員会 

社会教育課
0238-52-1111

文化 和田の草木塔 和田地区には３基の草木塔が確認されている。内１基の造立年は不明。残りの２基は明治９年(1876年）に立てられたもの。
高畠町教育委員会 

社会教育課
0238-52-1111

川西町

風景 眺山丘陵（下小松古墳群）
眺山丘陵は標高250～300mという低山で南北に連なっており、古墳群内にある展望台からは、田園の散居集落、遠方には米沢盆地全

体が見渡せ、蔵王連峰・奥羽山脈・吾妻連峰の山並みが連なっている。

川西町教育委員会

生涯学習課
0238－44－2843

生き物 眺山丘陵（下小松古墳群）
５月から８月には日本最小のトンボ「ハッチョウトンボ」を見ることができる。他にもキイトトンボ・モノサシトンボなども生息し

ている。高山植物も見ることができ、５月上旬には「イワカガミ」、６月上旬には「ヒメサユリ」、「ニッコウキスゲ」が咲く。

川西町教育委員会

生涯学習課
0238－44－2843

その他 眺山丘陵（下小松古墳群）

４世紀から６世紀にかけて造られた古墳群。北から陣が峰・永松寺・薬師沢・鷹待場・小森山・尼が沢の６支群に分けることができ、

古墳の総数は合せて202基に及ぶ。この中には21基の前方後円（方）墳が含まれており、山形県内の半数以上の前方後円墳が集中して

いる。また、東日本有数の古墳群とされている。

川西町教育委員会

生涯学習課
0238－44－2843

遊び 内山沢
自然豊かな全周6.2㎞の軽登山コースが整備されている。標高368ｍ。冬でもスノーシューで巡ることが可能。素晴らしい景観が楽し

めます。年２回開催されるマウンテンバイク大会時、内山沢の一部が、コースとなる。

川西町まちづくり課・

観光協会
0238－42－6668

特用林産 玉庭いこいの里 観光わらび園が楽しめる。 玉庭いこいの里 0238－31－2381

生き物 東沢自然学習園
この地域は玉庭丘陵と呼ばれ県内でも珍しい赤い土壌で、粘りがあり、水を通しにくく、酸性度が強い。樹木はあまり生育できずに、

ミズゴケや草などが中心となる自然草原となり、トンボの楽園。

東沢地区協働のまち

づくり推進会議
0238－48－2079

小国町

遊び 健康の森横根
町中心部に位置する森林公園で、ブナを中心とした森を散策する遊歩道からは、朝日連峰、飯豊連峰の山並みを見る事ができる。施

設内にはバンガロー等の宿泊施設もあり、キャンプ、林間学校等の利用ができる。
健康の森横根 0238－62－5584

環境学習 温身平

森林セラピー基地に認定された温身平には、ブナを中心に樹齢250年を超えた広葉樹の森がある。森の中には、森の巨人たち100選に

選ばれたヤチダモの木をはじめブナ、ミズナラの巨木がある。また飯豊連峰の登山口となっており、間近に飯豊連峰を眺めることが

できる。

小国町産業振興課 0238－62－2416

遊び 白い郷土の森
朝日連峰にある約185haのブナを中心とした広葉樹の森。遊歩道が３路線、トイレが整備されてあり、ゆっくり森の中を散策すること

が出来る。遊歩道の頂上からは朝日連峰を眺めることができる。
小国町産業振興課 0238－62－2408

風景 �飯豊連峰
標高2,105mの飯豊山を主峰とする飯豊連峰は深く険しい尾根と穏やかな稜線を持つ山。高山植物、雪渓などの景色も楽しめ、毎年多

くの登山者が訪れる。
小国町観光協会 0238－62－2416

風景 �朝日連峰
山形県と新潟県境に位置する朝日連峰は、標高1870ｍの大朝日岳を主峰とする南北60㎞にわたる山岳地帯。高山植物やブナの原生林

などの景色が登山者の人気を得ている。
小国町観光協会 0238－62－2416

木製品・工芸 白い森木工館
白い森木工館のある大字五味沢地区は、昔から木地の里と言われている。また、木工品の制作の体験もすることができ、木工品加工

の他にレーザー機械を使用した模様や文字を入れた製品を作ることもできる。
木工館 0238－67－2830

特用林産 観光わらび園
町内には９カ所の観光わらび園があり、春の小国の景色を楽しみながらわらびの収穫が体験できる。また、山菜汁のサービスもあり

毎年多くの方が訪れる。
小国町観光協会 0238－62－2416

文化 熊まつり
300年来にわたって受け継がれている熊まつりの儀式は猟の収穫を山の神に感謝し、射止めた熊の冥福を祈るとともに、マタギの狩猟

の安全を願うために行われている。
小国町観光協会 0238－62－2416

環境学習 町民の森
町中心地大字大宮地内にある森林公園で、スギ林、広葉樹の森があり、姥スギと呼ばれる珍しいスギもある。この森の管理の一部は

地元の住民が行っている。
小国町産業振興課 0238－62－2408

名称の番号は、｢やまがた百名山」の番号です。
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小国町 林業・特用林産 小国町森林組合
スギ等の植林から、下刈り、除伐、間伐等の保育作業、成長した木材の伐採搬出など木材の育成生産業務や、木質チップの生産、山

菜、きのこ等の加工販売、山林の管理や育成方法の指導等を行っている。
小国町森林組合 0238－62－2229

白鷹町

風景 釜の越桜 樹齢800年のエドヒガンザクラ。高さ20ｍ、幹囲６ｍ、枝張27ｍ×22ｍ。毎年、桜の開花時期に合わせて「桜まつり」が開催される。 白鷹町教育委員会 0238-85-6146

風景 薬師桜 樹齢1200年のエドヒガンザクラ。高さ10ｍ、幹囲8.17ｍ。西暦796年、奥州征伐時に当地を訪れた坂上田村麻呂が手植えしたものと伝えられる。 白鷹町教育委員会 0238-85-6146

風景 町指定こぶしの木
町誕生40周年記念時に選定された「町の名木10選」のうちの１本。「町の名木10選」とは町内における10本の巨木や古木を指し、町

広報を通じて町民より募集した結果選定されたものである。

白鷹町教育委員会 

白鷹町企画政策課

0238-85-6146 

0238-85-6123

風景 愛宕山
愛宕神社をまつる山頂から麓にかけて町花の「こぶし」、「さつき」などが植えられており、開花時期は壮観となる。また、秋には

「ななかまど」などの紅葉を鑑賞することができる。
白鷹町商工観光課 0238-85-6136

風景 中山水ばしょう公園
水芭蕉は、寒い地方の湿地帯に生息する。雪解けとともに白い苞（ほう）を持ち、薄緑色の穂状の花が咲いて春の訪れを告げる。４

月下旬～５月上旬に見ごろを迎える。
白鷹町商工観光課 0238-85-6136

水 桂清水 桂の木の根元より湧き出る清水で、真夏でも10℃前後の冷たく美味しい水を飲むことができる。平成14年に桂の二世木が植樹された。 白鷹町商工観光課 0238-85-6136

水 三ツ滝
一の滝、二の滝、三の滝と、三条の飛瀑が一つの谷に集まっている。当地には古くから不動尊がまつられ、地域の人々に厚く信仰さ

れている。毎年５月、地域の人々により例大祭が行われる。
白鷹町商工観光課 0238-85-6136

遊び ふるさと森林公園
健全なスポーツ・レクリエーションの振興と町民の健康増進を図るため整備された。テニスやパークゴルフを楽しめるとともに、キ

ャンプ場などではアウトドアライフを満喫することができる。
パレス松風 0238-85-1001

遊び
白鷹町営スキー場と

⑭白鷹山

春から秋はパラグライダー、冬はスキーやスノーボードなど、年中楽しめる場となっている。白鷹山からは、朝日岳、飯豊山、月山

などを一望できる。
白鷹町商工観光課 0238-85-6136

建築・建造 深山観音
深山の天台宗観音寺にある三間四方の阿弥陀堂。木造、かや葺き。建立年代を明らかにする資料は発見されていないが、平安時代の

特徴を持つ建築物として国指定の重要文化財となっている。
白鷹町教育委員会 0238-85-6146

建築・建造 羽黒神社の大杉
山岳信仰、仏教伝来、神仏混合の時代を経て、明治初年、神仏分離令により羽黒神社となった。以来、五穀豊穣の神として地域の

人々から厚い信仰を得る。参道にある一本杉（神木）と境内杉18本は町の天然記念物に指定されている。
白鷹町教育委員会 0238-85-6146

文化 深山和紙 深山和紙は楮（こうぞ）を原料に作られ、深山に生きる人々の「伝統の技」によって守り継がれている。 白鷹町商工観光課 0238-85-6136

飯豊町

遊び 山形県源流の森
森林と人とのかかわりを体感できる展示や映像コーナーなどがある中心施設「源流の森センター」のほか、豊富な散策・学習コース、

冒険プログラムが体験できる「冒険の森」やクラフトや陶芸ができる「森のアトリエ」など、森林に親しめる施設がある。
源流の森センター 0238-77-2077

特用林産 炭焼団地 炭焼をしている人達が炭窯を一箇所に集め炭焼を行っている。 西置賜ふるさと森林組合 0238-86-2310

特用林産 中津川観光ワラビ園 中津川地内５箇所に125haの面積を有する。 飯豊町観光協会 0238-86-2411

建築・建造 飯豊町立第一小学校 飯豊町萩生産木材を内装材として使用した校舎 飯豊町教育委員会 0238-87-0519

建築・建造 飯豊町立第二小学校 飯豊町中津川産木材を使用した校舎。 飯豊町教育委員会 0238-87-0519

建築・建造 西置賜消防本部飯豊分署 飯豊町産木材を内装材として使用した建物 西置賜消防本部飯豊分署 0238-72-2222

風景 田園散居集落
平成５年、第１回美しい村景観コンテスト農林水産大臣賞をはじめ第10回農村アメニティ・コンクール最優秀賞を受賞。屋敷林と散

居集落が水田と見事に調和四季の移ろいの中で様々な農村空間を構成している。
飯豊町観光協会 0238-86-2411

風景 �飯豊連峰 飯豊山を目指し全国から登山者でにぎわう。 飯豊町観光協会 0238-86-2411

環境学習 飯豊少年自然の家 アカマツが群生している敷地内に遊歩道が張り巡らされ自然の中での植物の観察やキャンプなどが出来る。 山形県飯豊少年自然の家 0238-74-2331

環境学習 いいで緑の少年団
平成５年結成。飯豊町立添川小学校児童で構成。学校林での活動を中心に桜の樹の観察や管理、校庭に植栽している木の観察などの

活動を行っている。
飯豊町農林振興課 0238-87-0526

水 白川ダム 置賜管内の農業用用水の供給と水力発電。また、豪雨時の災害防止を目的に水量調整機能を持つなどの多目的ダム。
最上川ダム統合管理事務所

白川ダム管理支所
0238-75-2131

遊び いいでどんでん平ゆり園 園内７haに150品種、50万本のゆりが咲き誇る。 いいでどんでん平ゆり園 0238-78-5587

燃料 ペレットストーブ
町内公共施設に設置され冬場の暖房に使用されている。燃料に使われている木質ペレットは、化石燃料を使わないため環境にやさし

い暖房機。
飯豊町農林振興課 0238-87-0526

名称の番号は、｢やまがた百名山」の番号です。
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名称の番号は、｢やまがた百名山」の番号です。

市町村 区分 名　　称 特　　　徴
連絡先等

名　称 電話番号

鶴岡市
(鶴岡地域)

風景 庄内海岸林

山形県の日本海側に位置する庄内砂丘は、延長33㎞、面積約75㎢、鶴岡市・酒田市・遊佐町の２市１町にまたがる広大な砂丘である。

砂丘を覆うクロマツ林の海岸砂防林は面積約25㎢、多くが飛砂防備保安林等に指定されており、米どころ庄内平野を強風や飛砂から

守る盾の役割を果たしている。

この海岸林は、厳しい自然との共生の中で人間が造り上げてきた大いなる遺産であるとともに、庄内地域の暮らしと産業に不可欠な

現役の砂防林である。

鶴岡市農山漁村振興課 0235-25-2111

風景 �金峯山
標高471ｍ、国指定名勝。庄内海浜県立自然公園。山頂からの眺望は、鶴岡市街地や庄内平野を一望でき、晴れた日には、鳥海山、日

本海、飛島を望むことができる。山頂には重要文化財「金峯神社本殿」がある。
金峯神社 0235-23-7863

風景 �熊野長峰
摩耶山地の北縁に当たる標高430ｍの山。山頂からは、庄内平野を眼下に、西に日本海、北に飛島、鳥海山、遠くは男鹿半島も一望で

きる。山頂近くの南側、標高380～390ｍ付近に大小８ヶ所の湿原が点在する熊野長峰湿原群（市指定天然記念物）が広がる。
鶴岡市観光物産課 0235-25-2111

風景 三瀬気比神社
霊亀２年（716年）に越前敦賀郡にある気比神社の分霊を勧請したと伝えられている。境内東にある気比の沼はその年の収穫の量によって水の

色が異なる事から古来より神聖視されている場所。周辺は深い原生林に囲まれて国指定天然記念物に指定されている。
気比神社 0235-73-3148

風景 大山公園・上池・下池
昭和のはじめ、酒造家・加藤嘉八郎が大山城跡に莫大な私財を投じて整備した公園。桜の名所として知られ、太平山から庄内平野や

月山が眺める。また、ラムサール条約に登録されている大山上池（15ha）、下池（24ha）があり、渡り鳥やハスを見ることができる。

大山観光協会
鶴岡市自然学習交流館

「ほとりあ」
鶴岡市環境課

0235-33-3214

0235-33-8693

0235-25-2111

遊び �高館山
標高274ｍ、低山にもかかわらず動植物が多く、ブナ・ナラなど樹種が豊富で林野庁から自然休養林の指定を受けている。遊歩道が整

備され、自然に親しむいこいの場として「森林浴の森100選」にも選ばれた。
鶴岡市観光物産課 0235-25-2111

遊び ケヤキの森 市街地の近くにある広葉樹の森で、誰もが気軽に自然に楽しめる小さな森林公園。 鶴岡市農山漁村振興課 0235-25-2111

建築・建造
致道博物館 

(旧渋谷家住宅、旧西田川郡役所等)
庄内藩主酒井氏の隠居所「御隠殿」の敷地内に設立した博物館。構内には江戸時代創建の田麦俣多層民家「旧渋谷家住宅」や明治時

代の建造物である「旧西田川郡役所」「旧鶴岡警察署庁舎」が移築保存されており、それぞれ重要文化財に指定されている。
致道博物館 0235-22-1199

建築・建造 庄内藩校致道館 士風を刷新して藩政の振興を図るため創設した学校。国指定史跡。 史跡旧致道館 0235-23-4672

建築・建造 善宝寺
宗道宗三大祈祷霊場として全国的に有名な瀧澤山善寶寺がある。20を越える堂宇が立ち並び、航海安全、大漁祈願等漁業関係者の信仰を一身に

集め、全国から参拝者が訪れる。
龍澤山 善寳寺 0235-33-3303

建築・建造 西郷地区農林活性化センター
「つるおかの森再生構想」に基づいて鶴岡産木材を積極的に利用して建築した公共施設。ペレットボイラーやソーラー発電システム

を設置するなど自然エネルギーを活用した施設となっている。

鶴岡市西郷地区

農林活性化センター
0235-76-2301

環境学習
鶴岡市自然学習交流館

「ほとりあ」

大山下池のほとりにあり、鶴岡産木材を材料に建築された。自然に親しみながら楽しく学べるプログラムを展開し、自然環境保全活

動への取組みを推進する。また、庄内自然博物園構想の基本理念のもと、高舘山、大山上池・下池、都沢湿地のみならず庄内全域を

エリアとし、広域的に自然学習を推進する。

鶴岡市自然学習交流館

「ほとりあ」
0235-33-8693

環境学習 金峰少年自然の家 庄内海浜県立公園の地域内で国指定名勝地金峯山麓の小高い丘にあり、様々な自然体験活動が行える。 金峰少年自然の家 0235-24-2400

環境学習 緑の少年団活動
西郷小学校、上郷小学校、及び鶴岡緑の少年団がそれぞれ活動。森林づくり活動や環境学習など様々な自然体験学習活動を行ってい

る。
鶴岡市農山漁村振興課 0235-25-2111

鶴岡市
(藤島地域)

風景 添川の根子スギ 添川の山中にある杉で、８本の木だが、根元から地上１ｍまでは癒着して１株となっている。県指定天然記念物。 鶴岡市藤島庁舎総務企画課 0235-64-2111

風景 十文字開発記念樹
江戸期、秋田県十文字から移住した人々の開拓が成功したことを記念して保存されてきたと伝えられているクロベの巨木。県指定天

然記念物。
鶴岡市藤島庁舎総務企画課 0235-64-2111

建築・建造
旧東田川郡役所及び
旧東田川郡会議事堂

旧東田川郡役所は、明治11年創建、現在の建物が明治20年再建されたもので、中庭回廊式の平屋建て純和風建築である。隣接する旧

郡会議事堂は、対照的に木造２階建ての擬洋風建築である。県指定有形文化財。
東田川文化記念館 0235-64-2537

建築・建造 独木舟（まるきぶね） １本の杉から作られた長さ14ｍ程の船で、現存する中では日本最大。東田川文化記念館に展示されている。県指定有形文化財。 東田川文化記念館 0235-64-2537

風景・生き物
藤島歴史公園

（愛称：Hｉｓｕ花）

藤島地域の中心部に位置し、大藤棚や藤のトンネルなど藤島地域のシンボルである藤の魅力を堪能できる公園として平成27年７月に

開園。現在、見ごたえのある藤の育成中であり、数年後の見ごろが待ち望まれている。

また、園内には、旧東田川郡文化記念館及び旧東田川郡会議事堂からなる東田川文化記念館が併設されている。

鶴岡市藤島庁舎総務企画課 0235-64-5802

鶴岡市
(羽黒地域)

風景 �羽黒山
出羽三山の一つ。標高414ｍ。山頂には三神合祭殿があり山岳信仰の拠点となっている。杉の山であり随神門から三神合祭殿に至る

1.7kmの参道に林立する杉並木は樹齢300年を越え、国の特別天然記念物に指定されている。

鶴岡市羽黒庁舎

産業建設課
0235－62－2111

風景 ㊿月山
出羽三山の主峰。標高1984ｍ。なだらかな稜線が美しい表情を形作っている霊峰。湿原が広がる八合目付近からは雄大な庄内平野の

絶景が見渡せる。

鶴岡市羽黒庁舎

産業建設課
0235－62－2111

環境学習 月山ビジターセンター 月山の成り立ちや自然・動植物、気候などをわかりやすく説明するインフォメーションセンター。 月山ビジターセンター 0235－62－4321

遊び 月山高原牧場 約100haの緑の絨毯が広がる高原牧場。牛やめん羊を放牧している。
一般社団法人

月山畜産振興公社
0235-62-4200

庄内地域
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市町村 区分 名　　称 特　　　徴
連絡先等

名　称 電話番号

鶴岡市
(羽黒地域)

遊び 休暇村庄内羽黒
磐梯朝日国立公園に位置し、羽黒山や月山登山への観光拠点として便利な公共の宿。夏はキャンプ、冬はスキー場とアウトドア施設

も充実している。
休暇村庄内羽黒 0235－62－4270

遊び 創造の森交流館
豊かな自然の中で地域や世代を超えて共に学び合う交流学習の場。周辺は雑木林や山野草などが多く、自然観察やバードウォッチン

グ、森林浴などが楽しめる。
創造の森交流館 0235－62－2655

遊び やすらぎの森 森林浴、自然観察ができる森林公園。
鶴岡市羽黒庁舎

産業建設課
0235－62－2111

建築・建造 羽黒山五重塔 特別天然記念物に指定された杉並木の中に立つ国宝。平将門の創建と伝えられ、現在の塔は室町時代に再建されたもの。 出羽三山神社社務 0235－62－2355

建築・建造 松ヶ岡開墾場
明治維新後、旧庄内藩士たちが、刀を鍬に持ち替え広大な山林を開拓した。松ヶ岡本陣や３階建ての蚕室５棟など開墾当時の雰囲気

をとどめている。国指定史跡。

鶴岡市教育委員会

社会教育課
0235-57-4868

文化 いでは文化記念館 出羽三山の歴史、羽黒修験道の特徴や文化をわかりやすく紹介してくれる施設。 いでは文化記念館 0235－62－4727

建築・建造 羽黒庁舎
羽黒地域にふさわしい施設となるようデザインされ、羽黒地域産材が多く利用されている。特に出羽三山神社から提供された由緒あ

る杉がシンボルとして配置されており、冷暖房は木質ペレットボイラーを使用し、ＣＯ２の削減につなげている。
鶴岡市羽黒庁舎 0235-62-2111

建築・建造 羽黒高等学校校舎
国内初の木造３階建て校舎となり、利用する木材の多くは同校が所有する学校林や創立者の私有林からのもので、自前かつ地域産材

を生かした木造建築となる。校舎１階のカフェテリアは、床、壁、天井をすべて木材の現しとし、木質感を際立たせる空間を演出し

ている。

学校法人羽黒学園

羽黒高等学校
0235-62-2105

鶴岡市
(櫛引地域)

風景 勝地の大杉
樹齢400年、幹回り7.1ｍ。かつては天然スギが山林一帯を占めていたと思われるが、伐採と植林により、地区内に唯一残る天然スギ

となった。市指定天然記念物。 

鶴岡市櫛引庁舎

産業建設課
0235-57-2111

遊び
森林公園

「生き活きべんとう村」

櫛引PAから西へ２kmほど入った所にある森林公園。遊歩道やブナの森などが整備されており、ミズバショウやハナショウブなど山野

草等の自然と触れ合うことができる。

鶴岡市櫛引庁舎

産業建設課
0235-57-2111

遊び 森林公園「かじかの里」 公園内を川が流れ浅瀬での水遊び等が楽しめる。
鶴岡市櫛引庁舎

産業建設課
0235-57-2111

燃料 木質ペレット等の製造
㈱渡会電気土木では、業務の一環から発生する「電線に絡まる支障木、洪水等でダムに流入する流木や沈殿木」や「松くい虫被害

木」を資源としての有効利用を図るため木材チップ工場を開設し、チップ・ペレット燃料を製造している。

㈱渡会電気土木

田代工場
0235-57-4778

建築・建造 春日神社 出羽三山の峰々を背景に806年に創建されたといわれる木造入母屋造りの神社。 黒川能の里 王祇会館 0235-57-5310

文化 黒川能 春日神社の神事能として、500年以上にわたり氏子たちによって継承されている民俗芸能で国の重要無形民俗文化財に指定されている。 黒川能の里 王祇会館 0235-57-5310

鶴岡市
(朝日地域)

風景 �湯殿山（国立公園） 標高1,504ｍで月山に連なり、伊勢、熊野と並ぶ三大霊場のひとつ。 湯殿山本宮 0235-54-6133

風景 砂川の大銀杏
鶴岡市(朝日庁舎）の南、砂川の八幡神社境内にある。高さ27ｍ余、幹周り8.7ｍ余の県下最大といわれる銀杏の巨木で、樹齢は500年

以上と推定されている。市指定天然記念物。
鶴岡市朝日庁舎総務企画課 0235-53-2113

水 月山ダム
庄内平野を流れる赤川の洪水調節、流水の正常な機能維持、発電用水、水道用水の供給を目的として赤川の右支流梵字川に建設され

た多目的ダム。

国土交通省東北地方整備局

月山ダム管理所
0235-54-6711

遊び 六十里越街道
庄内と内陸を結ぶ大動脈の一つだった「六十里越街道」。1000年にわたる湯殿山信仰の歴史に触れながら、四季折々の山の風景に酔

いしれることができる。
あさひむら観光協会 0235-53-3411

遊び 古の里森林公園
国道112号線沿い「月山あさひ博物村」の真向かいにある自然を活用した森林公園。広場・遊具・遊歩道・トイレなどがあり、隣接す

る文化創造館やカブトムシ園、観光クリ園に訪れる人も利用をしている。

鶴岡市朝日庁舎

産業建設課
0235-53-2118

遊び 大平高原わらび園
県道鶴岡・村上線の下田沢から大平地区へ入ると高原にわらび園がある。５月中旬から６月下旬まで、わらび採り体験が楽しめる。

そこから見える摩耶山もすばらしい眺めである。

鶴岡市朝日庁舎

産業建設課
0235-53-2118

木材 出羽庄内森林組合製材工場 地元産材の利用促進に取組む。 出羽庄内森林組合製材工場 0235-53-2595

建築・建造 旧遠藤家住宅
かつて田麦俣集落に数多く見られた茅葺き屋根の多層民家。屋根の妻側から見た姿が、武者のかぶった兜の姿に似ていることから呼

ばれている、「兜造り」の屋根が美しい建物である。県指定有形文化財。
鶴岡市朝日庁舎総務企画課 0235-53-2113

特用林産 やまぶどう栽培 古くから自生していたやまぶどうを栽培。やまぶどうを原料としたワイン等を作っている。
庄内たがわ農業協同組合

朝日支所
0235-53-2512

文化 狩猟 山と密接した暮らし。
山形県猟友会鶴岡支部

朝日分会・大泉分会

環境学習 大鳥自然の家 大自然を体験できる宿泊研修施設。大鳥池登山の基地としても利用される。 大鳥自然の家 0235-55-2946

建築・建造 鶴岡市立朝日中学校
市有林材を活用した校舎で、耐震性を考慮した丸太柱の使用や格子状の筋違壁を配置し、杉集成梁と鋼材等で屋根を構成して豪雪地

帯の積雪荷重に対応した。地域資源の活用を目的にペレットボイラーを設置した施設になっている。
鶴岡市教育委員会管理課 0235-57-4863

名称の番号は、｢やまがた百名山」の番号です。
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名称の番号は、｢やまがた百名山」の番号です。

市町村 区分 名　　称 特　　　徴
連絡先等

名　称 電話番号

鶴岡市
(温海地域)

風景 �摩耶山 標高1019m。磐梯朝日国立公園の大展望台として親しまれる山。ブナ林や多くの高山植物を見ることができる。県指定名勝。 あつみ観光協会 0235-43-3547

風景 曹源寺のヒサカキ
鼠ヶ関曹源寺の後庭に南北に植えられていた２株の老木で、南の株は根元から地上90㎝で３本立ちになり、北の株は地上55㎝で２株

に分かれ、高さは両方とも4.1ｍ程ですが、細かく分かれた小枝が入り組み連理状をなしています。県指定天然記念物に指定(昭和28年）。
鶴岡市温海庁舎総務企画課 0235-43-2111

風景 マルバシャリンバイの自生地
マルバシャリンバイはバラ科に属する暖地性の常緑低木で、日本中部以南の海岸に自生するものですが、日本海海岸では暮坪の立岩がその

北限となっています。花は白く五弁で梅の花によく似ていることからこの名がつけられ、５月～６月に香気を漂わせます。昭和59年「旧温

海町の花」に指定されました。 県指定天然記念物に指定（昭和31年）。

鶴岡市温海庁舎総務企画課 0235-43-2111

水 越沢の郷清水
摩耶山の湧き水。標高400ｍほどの高地にあるが、年間を通じて水量が豊富で水稲栽培や地元特産の「越沢そば」に利用されている。

途中「やまがたの棚田20選」に選定されている棚田の風景が楽しめる。里の名水・やまがた百選（平成28年度選定）
あつみ観光協会 0235-43-3547

遊び 小国ふれあい公園・散策道
古城の里として、大名行列、弓射神事等の歴史を残す地域で、森のゾーンと史跡のゾーンの2箇所からなる公園。遊歩道の周辺にはカ

ブトムシの森、あかねの湿地が整備され、多様な生物の生態を観察することができる。
鶴岡市温海庁舎産業建設課 0235-43-4616

遊び
学びの森

(山五十川の玉スギを含む一体）
熊野神社境内にある樹姿が球形に見えることから玉杉と名づけられた。樹齢1500年、根回り22ｍ、高さ36ｍ。国指定天然記念物。そ

の周辺を整備し森林環境教育などで活用している。
鶴岡市温海庁舎産業建設課 0235-43-4616

木製品・工芸 しな織
シナノキ皮繊維を糸にした織物。関川にあるしな織センターでは、製品の展示、販売、体験教室などが行われている。「羽越しな

布」として国の伝統的工芸品指定（平成17年）
関川しな織協同組合 0235-47-2502 

環境学習 温海緑の少年団 全校児童が団員として活動している。
温海緑の少年団

（あつみ小学校）
0235-43-3101

建築・構造 鶴岡市立鼠ヶ関小学校 地域再生計画「つるおかの森再生計画」により分離発注し、地域産材活用して建築した校舎。 鶴岡市立鼠ヶ関小学校 0235-44-2128

酒田市
(酒田地域)

遊び・風景
・生き物

飛島

飛島は日本でも有名な渡り鳥の飛来地で、野鳥の宝庫。渡り鳥の中継地であり、春は大陸から来る鳥と列島を南下する鳥でにぎわう。

タブノキ、ヒサカキ、ヤブツバキ等の常緑広葉樹が混在しており、年中緑に覆われ、飛島が北限と見られる暖地系植物のムベ、ヤブ

ミョウガ、ハイビャクシン等のほか、オオイタドリ、ハマナス、アカネムグラ等の寒地系植物が共存している。

【巨木の森】鼻戸崎の遊歩道脇に広がる異次元感覚の森林空間。樹齢数百年のアカマツやクロマツの他、幹回りの立派なタブノキが

多数あり、うねりながら天に向かうタブノキの群落は一種異様な光景を作る。

【鼻戸崎展望台東屋】鼻戸崎展望台から眼下に観る寺島では青と緑に輝く海面のコントラストが輝き非常に美しい。

【柏木山】山形百名山の中の最低標高の山「柏木山」があり、山頂部には一等三角点がある。

酒田市交流観光課 0234-26-5759

風景 飯森山
酒田市の南部、かつて松林におおわれていた飯森山は、酒田の町を開いた三十六人衆が最初に庵（泉流庵）を結んだ地。現在は飯森

山公園として整備されている。
酒田市土木課 0234-26-5745

遊び 万里の松原

万里の松原は、第一中学校裏山から旧酒田工業高校裏山までの国有保安林を、平成３年から６年までかけて旧酒田営林署と酒田市が

整備した地域である。平成７年４月１日から供用開始。松陵地区と新林地区に分かれ、総面積は134ha、歩道や管理道、交流施設など

が設置されている。長く連なる庄内砂丘林を万里の長城に見立てて「万里の松原」と名付けられた。散歩、芋煮会、周辺学校の通学

路、トレーニングの場など幅広く利用され、市民の憩いの場になっている。各種森林ボランティア活動も活発に行われている。

庄内森林管理署 0235-22-3331

酒田市農林水産課 0234-26-5753

守る 庄内砂丘の海岸林 先人達が守り育ててきたクロマツ林。地域の生活を守っている。本章参照。

建築・建造 山居倉庫

明治26年旧藩主酒井家によって建てられた米保管倉庫。米の積出港として賑わった酒田の歴史を今に伝え、ＮＨＫ朝の連続テレビ小

説「おしん」のロケーション舞台にもなった。白壁、土蔵づくり９棟からなる倉庫の米の収容能力は10800トン(18万俵）。夏の高温防

止のために背後に欅並木を配し、内部の湿気防止には二重屋根にするなど、自然を利用した先人の知恵が生かされた低温倉庫として、

現在も農業倉庫として使用されている。敷地内には酒田市観光物産館「酒田夢の倶楽」、庄内米歴史資料館が併設されている。

庄内米歴史資料館 0234-23-7470

建築・建造 本間光丘の所縁

【光丘神社】祭神は、中興の祖といわれた本間家三代光丘(1732-1801）。社殿西側の小丘には、光丘の功績を讃えて文化13年(1816年）

に建てられた松林銘碑がある。

【光丘文庫】大正14年、山王森の高台に本間家の蔵書を中心に地方有志家による数万点の貴重な蔵書を集めて建設されたが、老朽化

が進んでいるため、蔵書は移転されている。

【浄福寺唐門】本間家三代光丘が、死去する前年の寛政12年（1800年）に寄進したもの。京都の東本願寺大谷宋祖廟を模し、入母屋

唐破風造り、瓦葺き、柱の下部が曲がっているのが特徴で、四脚向唐門と呼ばれる桃山後期から流行した様式。酒田市指定文化財。

【本間家旧本邸】昭和５年（1768年）本間家三代光丘が藩主酒井家のため、幕府巡見使用宿舎として建造した後に拝領し、本間家

代々の本邸として使用された、表は二千石旗本式の書院造り（武家屋敷）で、その奥は商家造りとなっている極めてめずらしい建築

様式。木造建築物としては酒田市最古。山形県指定文化財。

光丘神社 0234-22-0274

光丘文庫 0234-22-0551

浄福寺 0234-22-2747

本間家旧本邸 0234-22-3562

木製品・工芸 光丘彫
庄内の海岸に広がる美しい黒松林において、その倒木の利用に奨励されたのが盆や茶托、菓子器づくりで、後に酒田光丘（こうきゅ

う）彫と呼ばれる伝統工芸。黒松材は扱いが難しいため途絶えていたが、酒田市の指物師・菊地秀雄氏の挑戦により光丘彫の復活を

果たした。

酒田市交流観光課 0234-26-5759

木製品・工芸 酒田船箪笥
船箪笥はケヤキ造りで漆塗り。船箪笥の特徴である金具も漆を塗った後に焼きを入れてあり、落ち着いた風合いを漂わせる。酒田船

箪笥は丸みを帯びた豪勢な金具張りが目を引き、北前船がもたらした繁栄をしのばせる。
酒田市交流観光課 0234-26-5759
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市町村 区分 名　　称 特　　　徴
連絡先等

名　称 電話番号

酒田市
(酒田地域)

文化 日和山公園・山王森

【日和山公園】船頭たちが日和を見た丘で、日本最古級の木造灯台や方角石、常夜灯など多くの遺物が点在する。

【山王森】酒田全市が見渡せ又日本海、飛島、鳥海山を一望できる眺望を持ち、黒松、欅など生い茂り、又桜の名所として市民に親

しまれてきた憩いの場所で、面積3.8haを有する(山王さん)と呼ばれる日枝神社の境内である。

酒田市土木課 0234-26-5745

森づくり 森林ボランティア関係団体

【ＮＰＯ法人 庄内海岸のクロマツ林をたたえる会】庄内海岸のクロマツ林の理解、啓発に努めその環境を保全し未来に引継ぐことを

目的に設立。「クロマツシンポジウム」の開催等、他地域で砂防林の保全活動に携わる関係者のコーディネーター的存在。

【万里の松原に親しむ会】万里の松原のある松陵地区をエリアに、自然遺産のクロマツ林を守り、保安林としての機能保全を図ると

ともに、住民の憩いの場としての森林空間の整備を図っている。

【飯森山の緑と景観を考える会】飯森山を中心に下刈りや植栽樹の整備、観察会等を行っている。

【山王森の緑を育てる会】町内の有志により、奉仕活動を通じて故郷の森づくりと市民の憩いの場としての環境づくりを目的に昭和

52年７月に発足。

【鳥海やわたインタープリター協会（八幡）】鳥海山やその周辺の豊かな自然環境とのふれあいを求めて訪れる方々への自然紹介、 

解説、 自然との接し方及び案内活動を行っている。

【眺海の森森の案内人協議会（松山）】眺海の森をフィールドに動植物の解説や木工クラフトを教えるなどの活動を行っている。

【胎蔵ロマン会（平田）】旧平田町元田沢、真室川と鮭川にまたがる胎蔵山にかつてあった山道を復元するため地元有志により結成

された。

【認定ＮＰＯ法人　ひらた里山の会】地域住民、行政、他団体などと連携し、中山間地域資源の調査と利活用、美しい里山を未来に

つなぐ整備作業、イベントを通して交流人口の増加などの活動を行っている。

酒田市
(八幡地域)

風景 ㊸鳥海山

山形・秋田の両県にまたがり、裾野は日本海の海岸まで至る。日本百名山にも選定された独立峰で、出羽富士とも呼ばれている。標高

は2236ｍであり山形県一の高さ。信仰登山の歴史も古く、現在も九つの豊富な登山ルートが整備されている。国定公園に指定されて

おり、大規模な観光開発が行われなかったため、今なお原始の姿が残っている。

酒田市八幡総合支所

建設産業課産業係
0234-64-3115

水 鶴間池

地すべりでできた窪地に沢水が流れ込んでできた。標高820mに位置し、南北250m、最大幅130m、深高約４mの火口湖である。深いブ

ナ林に囲まれ、山の四季を水面に映す神秘的な池。鶴間池の全貌を見渡せる「のぞき」から気軽に四季折々の鶴間池を一望すること

ができる。モリアオガエルの生息地として県の天然記念物に指定されている。

酒田市八幡総合支所

建設産業課産業係
0234-64-3115

水 玉簾の滝

升田地区にある落差63ｍ・幅５ｍの滝であり、直瀑のものでは県内随一である。断崖絶壁よりまっすぐに落ち、砕けてしぶきを上げ

る水の玉の様子が透けて見えそうな簾のようであったため「玉簾の滝」と言われるようになった。水温は夏でも摂氏10度前後と冷た

い。滝水が凍ってしまう冬の氷瀑もまた絶景である。

酒田市八幡総合支所

建設産業課産業係
0234-64-3115

遊び 八森自然公園
広大な敷地は、自然のままの姿をとどめ、山野草の群落などが観賞できるエリアが多数ある。公園内には遊歩道があり、散策しなが

ら自然観察や森林浴を楽しむことができる。
八森自然公園総合案内 0234-64-3083

遊び 湯の台温泉（鳥海山荘）

肌触りが柔らかく、くせがないために肌に優しい単純温泉。きりきず、やけど、慢性皮膚病などに効果がある。

【鳥海山荘】平成14年６月20日開業。当時の八幡町の鳥であるイヌワシをイメージした建物は、平成14年度やまがた景観デザイン県

知事賞を受賞。北は鳥海山山頂部、南は日本海が望めるロケーションに、暖炉のあるラウンジや山小屋風にデザインされた客室等、

空間の演出が多数施され、利用者に安らぎを与えてくれる。日帰り入浴も可。登山者シーズンになると多くの登山者でにぎわう。

鳥海山荘 0234-61-1727

遊び 鳥海高原家族旅行村
滞在型観光拠点として昭和61年にオープン。簡易宿泊施設ケビンが人気で、ふれあい体験観光地として休日には家族や友達で楽しめ

る。渓流釣りやグランドゴルフ、各種体験ができる。鳥海山荘同様、登山者のベースキャンプ地としても利用されている。
鳥海高原家族旅行村 0234-64-4111

遊び 八森温泉（ゆりんこ）

ナトリウム－塩化物・炭酸水素塩冷鉱泉。八森温泉ゆりんこは子供から大人まで気軽に楽しめる日帰り温泉である。浴室には寝湯を

はじめ、バイブラバスやジェットバス、サウナなどがある。近くには湧き水の湯ノ澤霊泉、アウトドアが楽しめる八森自然公園があ

る。

ゆりんこ 0234-64-2001

生き物 イヌワシ

平成７年に鳥海山の南麓で営巣地が発見された国の天然記念物。環境省レッドデータブックにおいては、生息環境の悪化や餌動物の

減少により、近年繁殖率が著しく低下し、個体数の減少が危惧されるランク「絶滅危惧種IB類」に分類。自然環境の象徴として平成

18年５月に「市の鳥」に指定。崩落した営巣地を修復するなど、保護対策に取り組んでいる。

猛禽類保護センター 0234-64-4681

特用林産 産直たわわ

平成13年４月オープン。農業者の組合で運営。八幡地区でとれた新鮮な野菜や果物、加工食品が豊富にそろう産地直売所。生産者の

顔が見える、安全で安心な地元産の食材を手ごろな値段で購入できる。搾りたての生乳から作った飲むヨーグルト、たわわオリジナ

ルソフトクリームをつくっており、ここでしか手に入らない味が楽しめる。

産直たわわ 0234-61-1601

その他 環境省猛禽類保護センター
鳥海山に営巣地を持つイヌワシを始めとし、全国に生息する希少猛禽類の調査研究、保護増殖、普及啓発に取り組む全国初の専門施

設として環境省が設置。自然保護施策を実施している。
猛禽類保護センター 0234-64-4681

酒田市
(松山地域)

風景 保存樹

旧松山町内に現存する歴史的にも価値があると思われる老松、古杉等を標示し、観光資源としても広く活用するとともに、後世代に

対し保存意識の高揚を図ることを目的とし、旧松山町30周年を記念し指定したもの。現在酒田市では、＜県指定天然記念物＞キノコ

スギ・土渕のユズを含む５件①上大川渡のイチョウ②下大川渡のイチョウ③地見興屋の一本スギ④総光寺参道のキノコスギ⑤土渕の

ユズ

酒田市松山総合支所 0234-62-2611

名称の番号は、｢やまがた百名山」の番号です。
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名称の番号は、｢やまがた百名山」の番号です。

市町村 区分 名　　称 特　　　徴
連絡先等

名　称 電話番号

酒田市
(松山地域)

風景
庄内平野、

日本海へ沈む夕日の眺め
【眺海の森展望台】庄内平野を流れて日本海に注ぐ最上川の流れや、天気が良い日は飛島も見える。そして、最上川、庄内平野を茜

色に染め日本海に没する夕日は四季を通して絶景である。
庄内森林保全協会 0234-62-3323

風景 總光寺の山門スギ
總光寺の山門杉は總光寺境内にあり山門の北と南にはそれぞれ１本ずつの杉が植えられており、北の杉は樹齢およそ600年、南はおよ

そ260年と推定されています。特に南の杉は樹高が40メートルを超え、県内でも珍しい大きさと美しさを持つといわれる。
洞瀧山總光寺 0234-62-2170

風景 總光寺参道のキノコスギ
およそ400年前の元和年間（1614～23年）に植えられたもので、今日まで毎年刈り込みを行った形態が茸形になったので、キノコスギ

と呼ばれるようになったといわれる。参道に並ぶ約120本のキノコスギは県指定天然記念物。
洞瀧山總光寺 0234-62-2170

遊び 山形県眺海の森
庄内平野の東部に位置する高台の森林公園。中心施設の「森林学習展示館」のほか、森の案内人による森林散策案内やクラフト作り、

大型反射望遠鏡を設えた「コスモス童夢」などがある。また、鳥海山、月山、最上川の眺望の良い場所としても有名である。
庄内森林保全協会 0234-62-3323

遊び 森林学習展示館
様々な樹木の種類や育成過程を紹介、解説している。日曜、祝日等は森の案内人により眺海の森内の動植物の観察や見所案内も行っ

ている。
森林学習展示館 0234-62-3323

遊び 天体観測館「コスモス童夢」
人間の目の5000倍の光を集める事ができる口径50㎝の反射望遠鏡がある。施設のすぐそばには、惑星のモニュメントが並ぶ星の広場

もある。

天体観測館

コスモス童夢
0234-61-4012

文化
松山文化伝承館

（松山歴史公園内）

旧松山城の跡地に整備され、「松山文化伝承館」、県指定文化財の「松山城大手門」、「茶室翠松庵」や記念碑がある。

【松山文化伝承館】松山地域の歴史や文化を伝承・紹介する施設。昭和57年に開館。

【松山城大手門】寛政２年（1790年）に落雷のため炎上したが２年後の寛政４年（1792年）に酒田の本間家の寄進により再建された。

多聞桜ともいわれる。県指定文化財。

【松山城址館】能舞台設置。多目的広場と併せ薪能（たきぎのう）の上演等に活用されている。

松山文化伝承館 0234-62-2632

酒田市
(平田地域)

風景 ㊺胎蔵山、㊽経ヶ蔵山
胎蔵山（高さ729ｍ）は薬師如来を祀り、健康と子宝に恵まれる山として人々の信仰を集めている。経ケ蔵山（高さ474ｍ）は山岳信

仰による修験の山で頂上からの四方を見渡す眺望がすばらしい。

酒田市平田総合支所

建設産業課
0234-52-3915

風景 小林不動杉
旧平田町では杉の木は町の木としていた。小林不動堂の上にそびえ立つ小林不動杉は、根周13ｍ、樹高35ｍ、推定樹齢が800年といわ

れ、山形県でも有数の巨樹として知られる。

酒田市平田総合支所

建設産業課
0234-52-3915

風景 山楯の大欅
巨大なけやきの木。県指定天然記念物。幹周りが8.6ｍ、樹齢は推定800年あまりとされており、太い幹にはしめ縄が巻かれ、長い歴

史と自然への畏敬を感じさせる巨木は神々しささえたたえている。

酒田市平田総合支所

建設産業課
0234-52-3915

水 十二滝
飽海三名瀑の一つに数えられる平田の十二滝は酒田市(旧平田町)の東北東、相沢川の上流部にあります。大小12段の滝があることから

十二滝と呼ばれ、多くの観光客が訪れています。

酒田市平田総合支所

建設産業課
0234-52-3915

水 マッタブリ沼 丸山地区。水面に映る鳥海山が素晴らしい。
酒田市平田総合支所

建設産業課
0234-52-3915

水 田沢川ダム
洪水調節の他、庄内北部への水道用水を確保する機能も有した多目的ダム。最上川水系の相沢川の左支川一級河川田沢川の上流部、

山元地区にある。原生林に囲まれたこの地は、古来赤滝山不動明王の霊所、飛鳥神社の獅子頭が生まれた聖地として崇め親しまれて

きた。田沢川ダム湖は「ひらた赤滝湖」と命名され赤滝から恵みを与え続けてくれる願いが込められている。

庄内総合支庁

河川砂防課
0235-66-5634

遊び
悠々の杜温泉施設
アイアイひらた

庄内平野の雄大な眺望が望める。もちろん温泉の内湯、露天共に眺望を楽しめる。環境に配慮して施設内の熱源は、バイオマスエネ

ルギーを活用する木質ペレットボイラーが稼働している。入浴料金は、大人450円、子供200円。
アイアイひらた 0234-61-7520

遊び 小林温泉 静かな山間にある温泉。入浴料金は大人400円、子供200円。 小林温泉 0234-54-2130

建築・建造 旧阿部家
元禄３年（1690年）創建といわれる古民家で市指定文化財。当時の特徴である片中門造り。雑木を用い、しかもチョウナ造りの仕上

げであるとされている。
旧阿部家 0234-54-2776

建築・建造 飛鳥神社

1200年以上も前の大和国高市郡飛鳥神社の勧請創社と伝えられる由緒ある神社。酒田市(旧平田町)の南東、飛鳥地区にあり、宝亀５年

(774年）大和国飛鳥坐神社を分祀したものとされ、飛鳥の地名にもなったといわれている。入母屋妻入り、銅板葺き。彫刻も細部に渡

り細かく施され、特に４本の蝦虹梁にはそれぞれ力士が屋根を支えています。市指定無形民俗文化財に指定された湯立神楽はここで

奉納されている。また、飛鳥一里塚もここにある。

飛鳥神社 0234-52-2486

三川町

風景 山の神ケヤキ 樹齢350～400年、根回り７m、高さ25ｍ。 三川町公民館 0235-66-4403

建築・建造 東郷小学校木造校舎
出羽庄内森林組合と地元製材所の協力を得、寒切りと葉枯らしをし、雪国特有の根曲がり材を多用し材料コストの削減と強度の向上

をはかった。

三川町教育委員会

学校教育係
0235-35-7022

建築・建造 三川町文化交流館
宮島佐一郎氏が手がけ、大震災の経験から、基礎に松杭を打ち、柱や梁には松山産の檜等を使った平家建て、銅板ぶき。建物面積は約

357㎡。
三川町公民館 0235-66-4403
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市町村 区分 名　　称 特　　　徴
連絡先等

名　称 電話番号

庄内町
(全域)

水 最上川
米沢市の西吾妻山を水源とし、米沢盆地、山形盆地、新庄盆地、庄内平野を通って、酒田から日本海に注ぐ最上川。１つの県のみを

流れる川としては日本一。日本三大急流のひとつ。
庄内総合支庁環境課 0235-66-4744

庄内町
(余目地域)

水 小出沼 サクラの名所。親水公園がある。 庄内町建設課管理係 0234-56-3381

特用林産 菌床（河村種菌） きのこ種菌の製造販売。きのこ栽培キットなども販売している。 河村式種菌研究所 0234-42-1122

庄内町
(立川地域)

風景 羽黒古道 出羽三山の開祖・蜂子皇子伝説が宿る羽黒山表参道を、地元住民が復活させた。
庄内町立川総合支所

立川地域振興係
0234-56-2213

水 立谷沢川 月山の湧水が113もの沢水を集めて織りなす、全国屈指の清流 。環境省の「平成の名水百選」にも認定された。
庄内町立川総合支所

立川地域振興係
0234-56-2213

燃料
月の沢温泉
北月山荘

月山のふもとにある宿泊施設。宿泊、日帰り入浴が可能で、本館の他に鶴巻池周辺の宿泊棟ケビンやキャンプ場が利用できる。温泉

の熱源として、木質ペレットボイラーを導入している。

月の沢温泉

北月山荘
0234-59-2137

遊び 鶴巻池及び周辺
北月山キャンプ場にある周囲約２㎞の沼で、周囲に立つケビンと相まって美しい景観を創り出している。川エビやフナが生息してい

る。

庄内町立川総合支所

立川地域振興係
0234-56-2213

遊び 北月山登山ルート 北月山荘近くにある入口より月山７合目まで続く、片道約６㎞の登山道。
庄内町農林課

農林水産係
0234-42-0166

守る 砂防資料館
東北地方では唯一の砂防資料館。土砂災害を防ぐため立谷沢川流域で実施している国の砂防事業や災害の歴史などを模型実験装置や

パネルなどで学ぶことができる。

国土交通省新庄河川事務所

立谷沢川砂防出張所
0234-56-2050

遊佐町

風景 ㊸鳥海山（大物忌神社）

山形と秋田の県境に位置する別名出羽富士と呼ばれる東北を代表する名峰。標高2,236mの独立峰。固有種を含む豊富な高山植物を見

ることが出来る。鳥海山山頂に大物忌神を祀り、麓の吹浦、蕨岡の大物忌神社にそれぞれ口の宮がある。平成20年３月に神社の歴史

的重要性が認められ、国の文化財（史跡）に指定された。

遊佐町 0234-72-3311

水 丸池神社、牛渡川
鳥海山の湧水を源として、その流れは冷たく、澄んでいて、夏には清流の象徴と言われる梅花藻が花を咲かせる（牛渡川）。周囲を

鬱蒼とした樹木が囲い、豊富な湧き水がエメラルドグリーンにみえる（丸池神社、丸池様）。
遊佐町 0234-72-3311

水 胴腹の滝 鳥海山の伏流水として人気のある名水。胴原不動尊のお社裏から二筋の滝となって流れている。 遊佐町 0234-72-3311

遊び 遊ぽっと

自然活用型公園として整備され、やすらぎの森、ふれあいの森、体験の森、いこいの森、音楽の森、お花畑、果樹園、森の役場（野

外研修棟）などがある。また、グランドゴルフやピクニックなど、思い思いに楽しめる芝生広場、野外音楽堂、日本海や鳥海山が一

望できる展望施設がある。

遊佐町 0234-72-3311

被害
海岸林での松くい虫被害

及び防除
海岸林を松くい虫被害から守る。 遊佐町 0234-72-3311

守る 月光川ダム 県内で初めて治水のみを目的とする「治水ダム」として建設され、昭和53年度に完成した。 遊佐町 0234-72-3311

建築・建造
しらい自然館

（ペレットボイラー）
鳥海の自然に恵まれた遊佐町白井新田地区の高台にある交流体験型宿泊施設。県産杉を使用しており、延べ床面積1400㎡。ペレット

ボイラーを採用している。
遊佐町 0234-72-3311

建築・建造 語りべの館 約300年前（元禄16年）に建てられたと伝えられる旧大組頭 齋藤家の古民家を解体し、その部材を使って復原した建物。 遊佐町 0234-72-3311

森づくり クロマツ林を守り育てる人々
佐藤藤蔵は、酒田で酒造業を営んでいた父藤左衛門とともに、最上川以北の飛砂被害を憂いて植林を決意し、日向川以北の長さ4.3㎞、

幅は海岸までの土地を預かり地として申請し、庄内藩から許可される。生涯を植林に捧げ、その子孫も代々植林に尽力した。
遊佐町 0234-72-3311

名称の番号は、｢やまがた百名山」の番号です。


