
3

最上地域情報  

【地　勢】
　最上地域は、山形県北東の内陸部に位置し、北は秋田県南部、東は宮城県北西部に接しています。県内主
要都市から新庄市までの距離（鉄路）は、山形市から61.5㎞、酒田市から55.2㎞、米沢市から108.5㎞です。
地域の総面積は1,803.62㎢で、これは大阪府や香川県の面積とほぼ等しく、総面積に対する森林の割合
が8割近くを占めています。西部に鳥海山2,236ｍ）や月山（1,984ｍ）、東部に神室山（1,365ｍ）、北部に加
無山（997ｍ）と、周囲を高く険しい山々に囲まれ、南部から西部にかけては、４市町村にわたり最上川が
貫流しています。

【最上エコポリス】
　エコポリスとは、エコロジー（環境）とポリス（街）との
合成語で、自然と街が一体となり、環境と共生した生活が
できる理想的な地域社会を意味しています。
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最上地域市町村情報  

地名由来 中世以来の地名であり、かつて当地を支配した清水氏の清水城（現大蔵村）に対する新
しい城の意との説と鳥越楯主小田島氏が新たに開いた荘園の意との説がある。

地勢
山形県の北東部、最上地域の中心都市である。四方を山で囲まれた新庄盆地の中心に位
置し、ほぼ菱形の形をなしている。古くから交通の要衝であり、西南端を流れる最上川
の船運でも栄えた。気候は典型的な内陸性気候である。

行事・祭等 新庄まつり・新庄カド焼きまつり・みちのく民話まつり・新庄雪まつり・新庄味覚まつり
新庄そばまつり

名　所
旧跡等

鳥越八幡神社・旧矢作家住宅・新庄藩主戸沢家墓所（瑞雲院、桂獄寺）・ 新庄城址・八向楯
芭蕉乗船の地・柳の清水・エコロジーガーデン

特産品
名物等

くじらもち・新庄東山焼・新庄亀綾織・新庄漬・玄米みそ・芋のこ汁・納豆・もつラーメン
そば・馬刺し・隠明寺凧

地名由来 町内の谷口銀山にちなむ近世以来の郷村名による。
金山の金は鉱物を総称する（大日本地名辞書）。

地勢
山形市から北へ80㎞、山形県の東北部に位置し、北部並びに西部は真室川町、南部は新
庄市、東部は秋田県に接する県境の町である。
竜馬山付近を中心にほぼ塊状となり、東西約18㎞、南北約14㎞の町である。

行事・祭等 金山まつり・神室夏まつり・産業まつり・神室雪まつり・白銀少年スキー選手権大会

名　所
旧跡等

楯山城址・竜馬山・谷口銀山・神室ダム・大堰・岩円地蔵・グリーンバレー神室・神室山
長屋門・遊学の森

特産品
名物等 金山杉・金山牛・米の娘ぶた・山菜・杉工芸品・ニラ・漆野いんげん・吉田かぶ

新 庄 市

金 山 町

〒996-8501 新庄市沖の町10番37号
ＴＥＬ:0233-22-2111　ＦＡＸ:0233-22-0989

〒999-5402 最上郡金山町大字金山324番地1
ＴＥＬ:0233-52-2111　ＦＡＸ:0233-52-2004

◇市の木・花／もみ・あじさい
◇人口（平成25年3月1日）現在／37,841人
◇出生率（平成23年）／7.2％

◇町の木・花／金山杉・ぶな・やまぼうし
◇人口（平成25年3月1日）現在／6,301人
◇出生率（平成23年）／5.3％

【かむてん】
新庄市北東の神室山には天狗が住んでいるという伝説が。「神室に住む
天狗」、「店（テン）にcome（来る）」で「かむてん」に！

「HUNTER×HUNTER」の冨樫義博先生作
【新庄まつり】

日本一の山車行列と称される新庄まつり。平成21年3月に国重要無形民
俗文化財に指定されました。

【美杉ちゃん】
金山町特産の金山杉から生まれた「美杉」ちゃん。町商工会のマスコット
キャラクター。ゴルフ、スキー、スノボーもこなすアクティブな女の子！

【神室スキー場】
駐車場目の前！神室温泉　ホットハウスカムロやホテル シェーネスハ
イム金山もすぐ近く‼全ての施設がまとまっているのでとっても便利‼

しんじょうし

かねやままち
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地名由来 近世以来の郡名による。町制施行の際、村民より公募し、郡内における最上（さいじょ
う）の町をめざすという意味をこめた。

地勢 山形県の東北端に位置し、南北28㎞、東西24㎞の町である。四方を山に囲まれ、中央は
小国盆地と称される平坦地で、町全体がカルデラ状をなし、豊富な温泉資源がある。

行事・祭等 御柴燈・サマーフェスティバル・前森高原クラシカル

名　所
旧跡等 赤倉温泉・瀬見温泉・大堀温泉・赤倉スキー場・封人の家・最上三十三観音・前森牧場

特産品
名物等 前森牧場特産ハム、ソーセージ・羽前最上焼・小国川の鮎

地名由来
近世以来の郷村名による。新荘領村鑑には、「住古は鮒方と書き、鮒の形有したる石出る
故に名とす」とあり、古図に鮒方と書かれている。舟が転覆した形をした小丘に由来す
るとの説もある。

地勢 山形県の北部に位置し、奥羽山脈と出羽丘陵の山麓に囲まれ、最上川に注ぐ清流小国川
と松橋川の流域に沿い、南北6.5㎞、東西27.4㎞の町である。

行事・祭等 猿羽根山地蔵尊奉納相撲大会・若鮎まつり・鮎釣り大会

名　所
旧跡等

猿羽根山公園・小国川・西ノ前遺跡（国宝  日本最大の土偶「縄文の女神」出土）
舟形若あゆ温泉あゆっこ村・県民ゴルフ場

特産品
名物等

鮎・長沢和紙・キュウリ・ニラ・マッシュルーム・縄文の女神レプリカ・トルコぎきょう
タラの芽・ネギ

最 上 町

舟 形 町

〒999-6101 最上郡最上町大字向町644番地
ＴＥＬ:0233-43-2111　ＦＡＸ:0233-43-2345

〒999-4601 最上郡舟形町舟形263番地
ＴＥＬ:0233-32-2111　ＦＡＸ:0233-32-2117

◇町の木・花・鳥・獣・色／
　梅・りんどう・山鳥・かもしか・みどり
◇人口（平成25年3月1日）現在／9,459人
◇出生率（平成23年）／6.9％

◇町の木・花・鳥・魚・色／
　えんじゅ・こぶし・きじばと・鮎・みずいろ
◇人口（平成25年3月1日）現在／6,058人
◇出生率（平成23年）／4.5％

【モガンバ】
2004年（平成16年）、最上町で開催された冬の国体のときに誕生。

「最上町、頑張れ！」が「モガンバ」の由来。当然、スキーが大得意??
【前森高原】

大自然の中で時間を忘れてしまうほど雄大なロケーションが広
がっています。そんな場所で手作りのハムやソーセージ、アイス
クリームを味わうことができます。そして馬やヤギなどたくさん
の動物達とのふれあいが楽しめます‼

【めがみちゃん】
西ノ前遺跡から出土の「縄文の女神」が「めがみちゃん」に生まれ
かわり！
特技はアユ漁、チャームポイントは長〜い足！Ｔシャツなど、か
わいいグッズがたくさん販売中です！

【縄文の女神】
「日本最大の八頭身土偶」西ノ前遺跡から出土。高さ45㎝、縄文時
代中期(約4500年前）のもので美しい容姿から「縄文の女神」と呼
ばれる。平成24年「国宝」指定。

もがみまち

ふながたまち
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地名由来 中世以来の郷名・川名による。神室山にちなみ「神室」と呼ばれていたが、「間室」と呼ば
れ、「真室」と呼ばれるようになったと言われている。

地勢 県の最北端に位置し、山に囲まれ、面積の9割近くが山林である。周囲の山岳の影響を受
け、変わりやすい気象で、最深積雪273cmを記録する豪雪地である。

行事・祭等 梅まつり・真室川まつり・秋山スキー大会・渓流つり大会・真室川音頭全国大会
番楽フェスティバル・巨木の森コンサート

名　所
旧跡等

真室川公園・高坂ダム・加無山県立自然公園・秋山牧場・真室川総合運動公園・鮭延城跡
野々村ため池・巨木（女甑山の大カツラ・滝の沢の一本杉）

特産品
名物等

木材・山菜・原木なめこ・促成山菜・真室川漆器・こだわり米・にら・ねぎ
各種伝承野菜（甚五右衛門芋・勘次郎胡瓜・弥四郎ささぎ・雪割菜など）

地名由来 中世の当地域の領主清水大蔵大輔にちなむ。

地勢 山形県の北部、最上郡の最南端に位置し、北東部を最上川が流れ、南西は月山の山頂近
くまで伸びている。面積の大半を山地が占めており、気候は寒冷で雪が多い。

行事・祭等 渓流つり週間・肘折温泉開湯祭・肘折温泉夏祭り・さんげさんげ・なめここけし祭
大花火大会・棚田ほたる火まつり

名　所
旧跡等

清水城趾及び周辺史跡・肘折温泉・日本棚田百選・四ヶ村の棚田
巨木（クロベ・ミズコナラ、日本一）・地蔵倉・月山念仏ヶ原（磐梯朝日国立公園）

特産品
名物等 肘折こけし・地酒・山菜・トマト・手打そば・いがもち・くじらもち・やまがた地鶏

真室川町

大 蔵 村

〒999-5312 最上郡真室川町大字新町127番5
ＴＥＬ:0233-62-2111　ＦＡＸ:0233-62-2731

〒996-0212 最上郡大蔵村大字清水2528番地
ＴＥＬ:0233-75-2111　ＦＡＸ:0233-75-2231

◇町の木・花／梅の木・梅
◇人口（平成25年3月1日）現在／8,729人
◇出生率（平成23年）／5.8％

◇村の木・花・鳥・動物・色／
　ブナ、りんどう、やまどり、うし、みどり
◇人口（平成25年3月1日）現在／3,620人
◇出生率（平成23年）／6.6％

【梅子ちゃん】
梅の花の妖精。元気一杯で、踊り・歌・ダンス、スポーツが大好き！
町内では様々な格好の梅子ちゃんも見れます。探してみてね！

「梅里苑」の温泉で美肌ツルツル！
【神室少年自然の家】

コナラやカラマツなどの豊かな森に囲まれた社会教育施設です。 
自然との出会い、ふれあい、そして求めあいを通して、豊かな心を
持ち、創造力に富むたくましい青少年を育てることを目標として
います。

【おおくら君】
雪を使って何かできないかという発想から生まれて、こ
の大きさ。
平成7年誕生の「おおくら君Ⅰ世」は9階建てのビル相当
の高さ（30ｍ）でギネス記録に！
今まで19世のおおくら君が誕生！

【肘折温泉】
信仰の山、出羽三山の主峰・月山の麓、銅山川沿いに風情
あるたたずまいの旅館が軒を連ねる静かな温泉郷、肘折。

まむろがわまち

おおくらむら
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地名由来 当村の中央を貫流する鮭川による。

地勢
奥羽山脈と出羽丘陵に囲まれた盆地で形成され、村中央を南下する鮭川やその支流に
沿って農用地、居住地がひらけている。東部は比較的平坦地で耕地が多く、西部は出羽
丘陵とすそ野にあたり、豊かな森林地帯となっている。

行事・祭等 灯ろう流し・鮭まつり・鮭川歌舞伎定期公演・まぼろしの滝、与蔵の森探検ツアー
きのこ王国まつり・トトロの里マラソン大会

名　所
旧跡等

羽根沢温泉・庭月観音・まぼろしの滝群・与蔵の森・小杉の大杉（トトロに似た木）
鮭川村エコパーク

特産品
名物等 きのこ・山菜・花（みちのくひめゆり、りんどう、ばら）

地名由来 江戸期に当地を支配した戸沢氏にちなむ。

地勢
山形県の北部に位置し、東西18㎞南北23㎞の地域にある。四方を山に囲まれ、面積の8
割が山地である。村の中央を最上川が東西に横断している。気候は、典型的な日本海型
気候で雪が多く、夏冬の温度差が大きい。

行事・祭等 白山神社祭・津谷祭・旬の市・新そばまつり

名　所
旧跡等 最上川県立自然公園・幻想の森・巨木（山の内杉・津谷の大柳）

特産品
名物等 山菜・戸沢流冷麺・エゴマ・パプリカ・角川餃子

鮭 川 村

戸 沢 村

〒999-5292 最上郡鮭川村大字佐渡2003番の7
ＴＥＬ:0233-55-2111　ＦＡＸ:0233-55-3269

〒999-6401 最上郡戸沢村大字古口270番地
ＴＥＬ:0233-72-2111　ＦＡＸ:0233-72-2116

◇村の木・花／もみじ、みちのくひめゆり
◇人口（平成25年3月1日）現在／4,862人
◇出生率（平成23年）／7.4％

◇村の木・花／山ノ内杉、ヒメサユリ
◇人口（平成25年3月1日）現在／5,070人
◇出生率（平成23年）／4.9％

【サッキー】
山形県内の約6割のきのこを生産する鮭川村。「サッキー」は「さけ
がわきのこ」が由来。突き上げている指は、「きのこ№1」を表現！

【鮭川村エコパーク】
「自然との共生」をテーマにした総合滞在型自然公園です。
「木の子の森」は森林に囲まれ、コテージ・オートキャンプ場・フ
リーサイトの宿泊施設や研修施設も完備され、カフェや特産物販
売も行っています。

【船頭くん】
戸沢村を雄大に流れている最上川。最上川の舟下りの船頭がモ
チーフ。法被と笠のいでたちで、元気よく舟を漕いでいます！
最上川舟歌がうまそ〜！

【最上川舟下り】
舟下りのコースである最上峡は、「奥の細道」の松尾芭蕉ゆかりの
地として知られ、山形県立自然公園に指定されています。船頭が
唄う最上川舟唄に耳をかたむけながら四季折々の景色をお楽し
み下さい。

さけがわむら

とざわむら
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