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米沢中央I.C米沢北I.C

米沢八幡原I.C

福島大笹生I.C

福島JCT 福島飯坂I.C

南陽高畠I.C

山形上山I.C

かみのやま温泉I.C

山形中央I.C

道の駅 白い森おぐに

道の駅 いいで

道の駅 田沢

道の駅 米沢

道の駅 川のみなと長井

白鷹町

長井市

飯豊町

小国町

川西町

南陽市

高畠町

米沢市

N

113

7

7

290

朝日まほろばI.C

朝日三面I.C
村上山辺里I.C

天童I.C

山形北I.C

山形蔵王I.C

関沢I.C
笹谷I.C

村田JCT

仙台南I.C村上瀬波温泉I.C

神林
岩船港I.C

荒川胎内I.C

中条I.C

13

山形空港

◎ 仙台⇔長井 125km・2時間　　 （東北自動車道・仙台宮城ＩＣ～東北中央自動車道・南陽高畠ＩＣ～国道113号～国道287号）
◎ 福島⇔飯豊   55km・1時間10分 （東北中央自動車道・福島大笹生ＩＣ～米沢中央ＩＣ～国道287号）
◎ 新潟⇔小国   85km・1時間40分 （磐越自動車道・新潟中央ＩＣ～日本海東北自動車道・荒川胎内ＩＣ～国道113号）
◎ 庄内⇔白鷹 115km・2時間10分 （日本海東北自動車道・庄内空港ＩＣ～山形自動車道・寒河江ＳＡスマートＩＣ～国道２８７号）

令和元年９月 初版 発行　　　　　編集：西置賜地域課題解決研究会　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　発行：山形県置賜総合支庁西置賜地域振興局（西置賜総務課 連携支援室）

山形県西置賜地域
西置賜地域は山形県南表玄関に位置する置賜地方の西部
１市３町（長井市、小国町、白鷹町、飯豊町）からなる地域です。
雄大な飯豊・朝日両連峰の清流を貯水するダム湖が５つも
あり、風光明媚な山岳地域とその裾野に広がるのどかな田
園集落は、現代に残る日本の原風景となっています。　
山々の雪解け水が流れ集まる最上川の近くには、舟運によ
る繁栄を今に伝える商家の屋敷が
残り、置賜さくら回廊の古典桜を
はじめ、四季折々の花に彩られま
す。米沢牛や馬刺し、山菜、キノ
コなどの食の恵みに溢れた桃源郷を
巡りながら、ご自身の西置賜ものが
たりを綴ってみてはいかがですか。

つながる やまがた西置賜〝みづは〟ものがたりⅡ

“「見てほしい」「食べてほしい」「知ってほしい」「体験してほしい」「感じてほしい」”
おき   たま

(置賜地方)のこと

道の駅白鷹ヤナ公園
あゆ茶屋

道の駅川のみなと長井

白 鷹 町

長 井 市

飯 豊 町

小 国 町

道の駅いいで
めざみの里観光物産館

道の駅白い森おぐに
ぶな茶屋

米沢中央ＩＣ
道の駅米沢

南陽高畠ＩＣ
18km・30分

19km・30分

40km・60分

29km・45分

14km・15分

21km・35分

15km・25分

13km・20分 

西置賜地域へのアクセス ～東北中央自動車道(南陽高畠～山形上山)がつながり置賜がますます近くに！～

すべての市町に
「道の駅」が

あります

113

113
113

399

345

山形おきたま観光協議会（山形県置賜総合支庁 観光振興室内）TEL：0238-26-6046
一般社団法人やまがたアルカディア観光局　TEL：0238-88-1831
長井市観光協会　TEL：0238-88-5279　　小国町観光協会　TEL：0238-62-2416
白鷹町観光協会　TEL：0238-86-0086　　一般社団法人飯豊町観光協会　TEL：0238-86-2411

観光についてのお問い合わせ

山形JCT

寒河江I.C

西川I.C

山形自動車道 東根I.C

東根北I.C

平成31年4月13日 開通
東北中央自動車道
南陽高畠～山形上山

平成29年11月4日 開通
東北中央自動車道（無料区間）
福島大笹生～米沢北

地域高規格道路
新潟山形南部連絡道路
整備促進！

仙台宮城I.C

日本海東北自動車道

道の駅 白鷹ヤナ公園

道の駅 たかはた

287

東北自動車道

寒河江SA
スマートI.C

白石I.C

国見I.C

宮城川崎I.C

伊佐沢念佛踊り(中旬)
置賜さくら回廊桜まつり(中・下旬)
川のみなと長井周年祭(下旬)

長井おどり大パレード(上旬)

ながい水まつり(上旬)
最上川花火大会(上旬)
川のみなと長井お盆まつり(中旬)

ながい発新商品マルシェ食の見本市(上旬)

葉山町民登山(上旬)
のどか村まつり(中旬)

しらたかそばまつり(上旬)

白鷹山夏山開き・白鷹虚空蔵尊祭礼(中旬)
三ツ滝不動尊祭礼(下旬)

４月

長井市 白鷹町

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

１月

２月

３月

イベントでつながるやまがた西置賜ものがたり イベントでつながるやまがた西置賜ものがたり

山菜まつり(上旬)
朝日連峰山開き(上旬)

おぐに鍋まつり(上旬)

おぐにスノートレック(中旬)

めざみ祭・収穫祭編(上・中旬)
いいで秋の収穫祭(上旬)
めざみの里音楽祭(中旬)

横根スキー場オープン(中旬～３月中旬)

めざみ祭・春編(下・５月上旬)
源流の森オープン(下旬～11月下旬)

めざみの里まつり(上旬)
飯豊白川つり大会(中旬)
めざみ祭・収穫祭編(中・下旬)

めざみ祭・収穫祭編(上・中旬)

冬のいいでどぶろくまつり(上旬～２月下旬)

小国町 飯豊町

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

１月

２月

３月

長井あやめまつり(中旬～７月上旬)
長井黒べこまつり
あやめにぎわい市(下旬)

川のみなと長井ＧＷまつり(上旬)
三淵渓谷通り抜け参拝ボートツーリング(上旬～11月上旬)
白つつじまつり(上旬～下旬)
ながい黒獅子まつり(中旬)
白つつじマラソン大会(中旬)
葉山民衆登山(中旬)

ぼくらの文楽(下旬)
ながい1000人いも煮会(下旬)
熊野山登山(下旬)

縄文まつり(上・中旬)
もとまち青空フェスティバル(上・中旬)
祝瓶山市民登山(上・中旬)
川のみなと長井秋の収穫祭(中旬)
葉山清掃登山(中旬)
長井マラソン大会(下旬)
ながい百秋湖まつり(下旬)
フラワー長井線まつり(下旬)

ながい雪灯り回廊まつり(上旬)
けん玉交流会(中旬)

川のみなと長井元旦祭

しらたか古典桜の里さくらまつり(中・下旬)
ヤナ開きまつり(下・５月上旬)
高玉芝居上演(下旬)

紅花colors(上旬～下旬)
白鷹紅花まつり(上・中旬)

白鷹鮎まつり(下旬)
しらたか工芸体験まつり(下旬)
白鷹若鮎マラソン大会(下旬)
きつねまつり(下・10月上旬)

白鷹町産業フェア(上旬)
白鷹町新そば祭り(上旬～下旬)
新そばキャンペーン(上旬～12月下旬)

しらたか雪紅(あか)りまつり(上旬)

小玉川熊まつり(上旬)
おぐに石楠花まつり(上旬)
わらび園オープン(上旬～６月下旬)

白い森おぐに湖体験(上旬)
おぐに夏まつり・花火大会(上旬)
おぐに夏まつり・岩魚つかみどり(中旬)
大相撲東関部屋小国合宿(中旬)

飯豊連峰山開き(上旬)

飯豊連峰山開き(上旬)
いいで黒べこまつり(上旬)
めざみの里カンタート(上旬)
めざみ祭・海の日まつり(中旬)
天狗山山開き・天狗山祭礼(下旬)
ＳＮＯＷえっぐフェスティバル(下旬)

大里峠越え交流会(中旬)
古田歌舞伎公演(下旬)
黒沢峠まつり(下旬)
飯豊連峰紅葉ジョギング大会(下旬)

雪の学校(上旬)
マタギの里小玉川雪まつり(上旬)
スノートレッキング＆メープルサップ体験(上旬)

添川温泉ふるさとまつり(中旬)
めざみ祭・真夏の雪まつり(中旬)
中獅子おどり(中旬)
椿念仏踊り(中旬)
小白川神社あばれ獅子舞(中旬)
諏訪神社御輿渡御行列・荒獅子まつり(中旬)
中村夏祭り(中旬)

めざみ祭・初売り(上旬)
どんでん平スノーパーク雪遊び体験(上旬～２月下旬)

中津川雪まつり(下旬)

眺山牧場まつり(上旬)
いいで添川温泉まつり(上旬)
どんでん平ゆり園オープン(上旬～７月下旬)

ヤナ豊漁感謝祭(上旬)
頭殿山町民登山(上旬)
愛染明王例大祭(下旬)
フラワー長井線まつり(下旬)

全国白川ダム湖畔マラソン大会(中旬)
わらび園オープン(下旬～６月下旬)
山菜まつり(下旬)

「みづは」とは水の神様のこと。山形県南西部・西置賜地域の西の玄関口にあたる小国町は、
飯豊・朝日両連峰に抱かれ、美しい四季の移ろいが見られます。西置賜地域の山々に降り積
もった雪は、雪融けとともに無数の沢水となり、置賜野川、置賜白川から最上川へ、また横川、
玉川から荒川へと合流し、やがて日本海に注ぎます。 ※「みづは」の「みづ」は「みず（水）」の古語

山形県置賜総合支庁ホームページ写真提供：小国町、小国町観光協会

つながる やまがた西置賜

〝みづは〟ものがたりⅡ

おき  たま

梅花皮荘の残雪桜 新緑の黒沢峠敷石道

紅葉の赤芝峡 雪の飯豊山


