
      

こちらもおすすめ！ 
おすすめビューポイント No13 

 楯山から見る金山の街並みと月山・葉山の遠望 



① ⑩

～見どころピックアップ～ 

加茂 北前船の港を偲ばせる古い町並みが残り、海洋研究・海洋教

育の拠点ともなっています。 

大山 羽州浜街道の宿場町。往時を偲ばせる町並みや由緒ある寺社

が残り。江戸時代から続く酒蔵が４軒あります。 

鶴岡 庄内藩の城下町。ユネスコ食文化創造都市。史跡や文化財が

集まる鶴岡公園周辺は藤沢周平作品の舞台となっています。 

黒川 世阿弥の猿楽能の流れを汲み、500年にわたり独自の伝承を

続けている国指定重要無形民俗文化財 黒川能の地です。 

車窓から体感する 

     動画のような美しい景観！ 
 みなさんは、ドライブの最中に思わずハッ!とする美

しい風景に出合ったことはありませんか。 

「やまがた景観物語 おすすめビュールート」は、山形

県内でも特に沿道の景観が美しく、観光周遊を楽しむ

ことができる快適なドライブルートです。 

  

 山形県は、村山・最上・置賜・庄内の4つの地域か

らなり、気候や風土、歴史、文化にそれぞれ特徴があ

ります。そして、これらの地域を、南から北、さらに

西へと流れ日本海にそそぐ「母なる川」最上川が結ん

でいます。 

 また、全ての市町村に温泉があり、さくらんぼをは

じめ様々な果物が実る「果樹王国」です。 

  

 このおすすめビュールートでは、車窓からの山・

川・海の豊かな自然、人々の営みが作り上げた城下町

や街道沿いの美しい景観、さらには、なにげなく通り

すぎてしまうような風景にも、思わぬ成り立ちや通っ

た人々の感動があることを紹介しています。 

  

 姉妹版の「やまがた景観物語おすすめビューポイン

ト」を「静止画」とすれば、このビュールートは「体

感する動画」です。移り変わる美しい景観を楽しみな

がら、おすすめビューポイントやお気に入りの温泉、

道の駅などに立ち寄って、魅力たっぷりの”車旅”を

満喫してみませんか！ 

 

詳しくはこちらから 

http://yamagata-keikanmonogatari.com/ 

城下町・宿場町・

おくのほそみち 

(1日～1泊2日) 

⇒３ページ 

走行距離 140km 

所要時間  9時間 

 (走行時間4時間) 
東北中央自動車道・尾花沢IC 

 ～国道13号・米沢市花沢 

走行距離 110km 

所要時間  7時間 

 (走行時間 3時間) 
道の駅尾花沢 

 ～国道47号・道の駅とざわ 

走行距離 140km 

所要時間 11時間 

 (走行時間3時間30分) 
鶴岡市鼠ヶ関・マリンパーク 

鼠ヶ関 

 ～遊佐町吹浦・十六羅漢岩 

走行距離 170km 

所要時間 12時間 

 (走行時間 5時間) 

国道47号・最上町赤倉 

 ～国道13号・米沢市花沢 

最上川舟運のみち 

(半日～1日) 

 

⇒５ページ 

森林(もり)の魅力

と国宝・文化遺産

のみち 

(半日～1日) 

⇒７ページ 

日本の渚百選と出

羽富士、城下町・

湊町の歴史のみち 

(1日～1泊2日) 

⇒９ページ 

全体地図 ⇒ ２ページ 

こちらもおすすめ！ 

やまがた景観物語おすすめビューポイント53 

眺望景観資産 ⇒裏表紙をご覧ください 

義経伝説の残る弁天島の赤い鳥居と 

白亜の「恋する灯台」（鶴岡市鼠ヶ関） 

金山式住宅の町並み 

酒田市松山 松山藩2万5千石の城下町で、県内唯一の城閣建

築物の大手門が残ります。 

酒田 最上川舟運・西廻り航路の港町として栄え、関連の史跡

が数多く残ります。 

観音寺 鳥海山南麓の自然豊かな町。遊佐町とともに水の郷百

選に選ばれています。 

遊佐町 鳥海山の麓の湧水の町。月光川河川公園は映画「おく

りびと」撮影地です。 

県道47号と羽黒山大鳥居 

県道50号からの日本海と湯野浜温泉、鳥海山 



②⑨

      

庄内海岸の景観 庄内海岸は北部と南部で大きく様相が異

なっています。鶴岡市湯野浜から北は日本三大砂丘に数え

られる砂浜海岸で、砂州が河川からの土砂流入や海面低下

などで発達して砂丘になったと考えられています。 

 白砂青松の美しい景観を見せてくれる延長33kmのクロ

マツの砂丘林は二百年以上の歴史があり、全てを埋め尽く

すような飛砂から家や道路、田畑を守っています。この砂

丘林がなければ「米どころ庄内」はできなかったことで

しょう。 

 対照的に南部は磯浜の岩石海岸となっています。ところ

どころ、硬い玄武岩が他の岩石の中から岬のように海に張 

り出しており、波の 

浸食も加わって奇岩・ 

奇景が連続する海岸 

線を見せてくれます。 

 また、遊佐町吹浦 

付近は鳥海山の溶岩 

流が海水で冷却され 

てできた火山海岸と 

なっています。 

(参考：庄内浜情報館) 

市道-国道112号-県道338号-県道332号-県道47号 10 km20分 

道の駅あつみ(20分) 

③善寳寺(40分) 

④鶴岡公園（鶴ヶ岡城址）(30分) 

⑤櫛引温泉ゆータウン(20分) 

道の駅 鳥海(20分) 

⑥いでは文化記念館 / 羽黒山(60分) 

道の駅しょうない(20分) 

⑨酒田市美術館(40分) 

②鶴岡市立加茂水族館(60分) 

⑧松山歴史公園(40分) 

⑩山居倉庫 / 酒田夢の倶楽(40分) 

⑪遊佐町 月光川河川公園(20分) 

①マリンパークねずがせき(30分)  

国道7号 3km 5分 

⑫十六羅漢(20分) 

 ↕ ”酒造りの町”大山と藤沢周平作品の城下町・鶴岡の 

 街並み 

⑦眺海の森(20分) 

日本の渚百選と出羽富士、城下町・湊町の 

歴史のみち 

（1日～1泊2日コース） 

走行距離140km 

所要時間11時間(走行時間3時間30分) 

1日モデルコース 

 Ａコース：所要時間6時間 走行距離80km 

   ①-②-③-④-⑤-⑥-国道47号庄内町狩川 

 Ｂコース：所要時間6時間 走行距離70km 

   庄内町狩川-⑦-⑧-⑨-⑩-⑪-国道7号遊佐町吹浦 

国道7号-県道50号(庄内夕日街道) 27km 35分 

↕ 磯浜海岸から岩が岬のように張り出す奇景の連続 

県道50号-国道112号-県道43号-市道 8km 15分 

↓湯野浜温泉と日本海越しの鳥海山 

↓日本三大砂丘・庄内砂丘とクロマツ防風林 

県道350号-県道44号-県道47号-県道46号-市道 15km20分 

県道47号-国道112号-県道350号 8km15分 

市道-県道46号-県道33号-国道47号 14km20分 

国道47号-国道345号-県道362号-市道 12km20分 

県道362号-市道-国道345号-県道117号-県道43号- 

国道47号-国道7号-県道38号-県道355号 17km30分 

国道112号-県道353号 3km5分 

県道353号-県道42号-国道344号-国道345号-町道 18km30分 

町道-国道345号-国道7号 10km15分 

国道7号-国道345号 2km5分 

↓古の古道六十里越街道からの月山 

↓県道47号からの羽黒山大鳥居と月山・鳥海山 

↓米どころ庄内平野の田園に立つ白い風車群 

↑米どころ庄内平野の田園に立つ白い風車群 

 ↕ ２万５千石の城下町・古の風情漂う松山の街並み 

↓日本海に向かって雄大に流れる最上川 

 ↕ 自然景観と文化施設が調和した街並み(酒田市飯盛山) 

↓出羽大橋からみる湊町酒田と鳥海山 

↓日向川・月光川の清流、走る方向によって変化する鳥海

山の山容 

↕鳥海山の溶岩流でできた岩場海岸 

市道 4km10分 

庄内の雄大な海や山を眺めながら、徳川譜代筆頭の酒

井家や大地主本間家ゆかりの歴史・文化に触れ、それ

らを伝える街並みや建造物、日本遺産羽黒山などを巡

ります。 

立岩（鶴岡市温海：庄内浜情報館提供） 

月山が生み出した庄内の風景 山形県の中央に位置する標

高1,984mの月山は、出羽三山の主峰で修験者の山岳信仰

の山として知られています。その山容は東側（内陸側）で

はなだらかなのに対し、西側（庄内側）では山体の崩壊に

よって急崖となっています。この急崖に大陸からの季節風

がぶつかって上昇気流が発生し、周辺を世界有数の豪雪地

帯としています。また、山体崩壊によって形成された多数

の小山は、現在は牧場や果樹園として利用されています。 

 明治維新後に庄内藩士が開拓した松ヶ岡開墾場の土壌も

月山の火山泥流です。排水性が高く桑の生産に適していた

と思われます。現在は土壌の性質を活かして桃などが生産

されています。 

 北側では麓から連なる出羽丘陵を最上峡が横切っており、

冬は庄内平野から峡谷に強風が吹き込み、夏は峡谷から

「清川だし」が吹き出 

します。かつて最上川 

の舟運に利用されてい 

た強風は、今は庄内町 

の風力発電の源となっ 

ています。 

(参考：月山ジオパーク 

推進協議会) 国道345号から見た風車群（庄内町） 



③ ⑧

紀行文に描かれた街道からの景観  

山刀伐峠 最上町から尾花沢に至る最短ルートで芭蕉も

「おくのほそ道」紀行で通りました。「高山は深く鳥の声

一つしない。木々が生い茂ってまるで夜のように真っ暗だ。

藪を踏み分け、沢をまたぎ、岩につまづき、冷たい汗を流

しながら（尾花沢に）やっと着いた」 

山寺 芭蕉は人々に勧められて尾花沢からわざわざ訪れま

した。「岩に巌を重ね 

て山となしたというほ 

どの岩山で、松柏は年 

輪を重ね、土石も古く 

苔は滑らか。岩上の 

十二院は扉を閉じて物 

音一つしない。崖をめ 

ぐり、岩を這って仏閣 

を拝む。その景は静寂 

にして心の澄みわたる 

のをおぼえる」 

「ほれぼれ」とする村山盆地 イギリス人女性旅行家イザ

ベラ・バードは、明治11年「本当の日本」を見るため横

浜から日光、会津、新潟、山形、秋田、青森、北海道と踏

破しました。村人の好奇の視線や蚤などに悩まされながら

も1,600km3カ月に及ぶ旅の記録は「日本奥地紀行」と

してイギリスで出版さ 

れ、ベストセラーにな 

りました。「山形の北 

に来ると、平野は広く 

なり一方には雪を戴い 

たすばらしい連峰が南 

北に走り、一方には側 

面にところどころ突き出た断続的な山脈があり、この楽し

く愉快な地域を取り囲んでいる。ほれぼれとして見たくな

る地方で、多くの楽しげな村落が山の低い裾野に散在して

いる」 

上山 温泉保養地として脚光を浴びている上山の原点が日

本奥地紀行に描かれています。「高い丘に囲まれた小さな

平野が眼前に開け、丘の傾斜地に上ノ山の町が心地よく横

たわっている。美しい宿屋が高いところにあり、楽しげな

家々には庭園があり、丘を越える散歩道がたくさんある。

ここは日本でもっとも空気がからりとしたところの一つだ

といわれる。外国人の容易に来られる場所であったら、美

しい景色を味わいながら各方面に遠足もできるから、健康

的な保養地となるであろう」 

      

国道47号 最上町赤倉 

国道13号 米沢市花沢 

道の駅むらやま(20分) 

県道28号-市道-県道120号 23km30分 

道の駅天童温泉(20分) 

①尾花沢市芭蕉清風歴史資料館(40分) 

県道1号 9km10分 

⑦蔵王温泉(60分) 

⑧上山城 / 武家屋敷通り(60分) 

⑪安久津八幡宮 / 道の駅高畠(30分) 

⑤山寺芭蕉記念館(40分) 

県道381号-県道25号-県道29号-県道304号 7km15分 

↕ 「高山森々として一鳥鳴かず」おくのほそ道最大の難

所・山刀伐峠の山峡とブナ原生林 

④若松寺(30分) 

③東根城址 / 日本一の大ケヤキ(20分) 

県道29号-県道298号-国道48号-市道-村山東部広域農道 

-市道  6km25分 

⑥西蔵王公園展望広場(20分) 

市道-県道279号-村山東部広域農道-県道111号-県道19号 

8km15分  

県道120号-県道28号-県道121号 5km15分 

⑨楢下宿(30分) 

⑩瓜割石庭公園(20分) 

⑫亀岡文殊(40分) 

国道113号-県道1号 6km10分 

県道13号-県道268号-国道113号-ぶどうまつたけライン 

16km20分 

ぶどうまつたけライン-国道113号 1km5分 

県道13号 10km20分 

県道14号-県道12号 16km30分 

市道-県道53号-県道21号 10km25分 

県道19号-村山東部広域農道-国道287号- 

県道167号-県道53号-市道 24km45分 

↕ 芭蕉が10日間逗留した宿場町・尾花沢の街並み 

 ↕ 道路沿いを彩る四季折々の果樹 

↕ まほろば通りの近代和風の家並み 

↓吾妻・飯豊・朝日の山々に抱かれた置賜盆地 

↓小倉の棚田と眼下に広がる上山市街地 

↕ 木々から垣間見える高原の湖沼群 

↕ 旧街道の面影残る松並木と民家 

↕ 山肌に屹立する凝灰岩「高畠石」 

村山東部広域農道-県道279号-市道 5km10分 

②大石田町 最上川舟役所跡(10分) 

県道121号-国道347号-北村山広域農道-県道36号 

-県道381号 13km20分 

↕ 荘厳な雰囲気が残る門前町の家並みと大樹並木 

城下町・宿場町・おくのほそみち 

（1日～1泊2日コース） 

走行距離170km 

所要時間12時間(走行時間 5時間) 

1日モデルコース 

 Aコース：所要時間6時間 走行距離90km 

   国道47号最上町赤倉-①-②-③-④-⑤ 

   -山形蔵王IC・山形北IC 

 Bコース：所要時間6時間 走行距離80km 

  米沢市花沢-⑫-⑪-⑩-⑨-⑧-⑦-⑥-山形蔵王IC 

かつて松尾芭蕉や諸大名が歩いた旧街道と、城下

町・宿場町の景観を眺めながらたどり、山形ならで

はの文化、食を堪能することができます。 

山寺芭蕉記念館から見た立石寺の堂宇

村山盆地と葉山（東根市県道304号） 

～見どころピックアップ～ 

舟形 国宝「縄文の女神」の出土地で、町内を流れる最上小国川は

鮎が遡上する姿を見ることができます。 

肘折温泉 カルデラ地形の底にある開湯1200年の秘湯です。あた

たまりの湯・美肌の湯と言われ、温泉街では毎日朝市が開かれます。 

本合海 おくのほそ道紀行で芭蕉一行が庄内へ向かうため乗船した

地です。最上川の対岸にある八向楯は白い絶壁が映える絶景です。 

新庄 戸沢藩６万石の城下町。ユネスコ無形文化遺産を構成する新

庄まつりは、江戸中期に藩主が大凶作に見舞われた領民を活気づか

せるため行ったのが起源とされます。 

金山 自然と調和した美しい街並みづくりの先進地。宿場町時

代の建物や蔵、金山式住宅が並ぶ美しい町です。 

野々村ため池 最上地方随一の白鳥の飛来地で、遠く鳥海山を

眺望できます。 

庭月観音 最上三十三観音の三十三番礼所「打ち止めの霊場」

として、多くの巡礼者が参拝に訪れます。夏の灯篭流しや仲秋

の名月で有名です。 

戸沢村 古くから水上交通の要所で、江戸時代には新庄藩の船

番所が置かれました。明治時代の現在の国道47号の開削、大

正時代の陸羽西線の開通により舟運の歴史に幕を閉じました。 

肘折希望大橋とカルデラの秘湯肘折温泉 

国道47号から見た本合海に沈む夕日 



国道13号-県道31号 7km15分 

③芭蕉乗船の地 新庄市本合海(10分) 

⑤新庄市エコロジーガーデン /  産直まゆの郷(30分) 

⑥金山町 マルコの蔵 / 大堰公園(40分) 

国道47号 道の駅 とざわ 

①舟形町 西ノ前遺跡公園女神の郷(20分) 

⑦真室川町 野々村ため池(10分) 

②大蔵村 肘折温泉(50分) 

⑧鮭川村 庭月観音(20分) 

道の駅尾花沢 

県道31号-県道330号-国道458号-県道57号 23km35分 

国道458号 13km20分 

県道36号-国道458号-県道313号-市道 3km10分 

国道47号-国道458号-県道34号-県道36号 9km15分 

市道-県道307号-県道320号-県道323号-町道 16km30分  

町道-県道73号-国道13号-国道344号-最上広域農道 

11km15分 

⑨戸沢村 いきいきランドぽんぽ館(20分) 

県道319号-最上広域農道-県道308号 10km15分 

県道308号-県道58号 9km20分 

県道58号-県道34号-国道47号 9km15分 

④最上公園(新庄城址) / ふるさと歴史センター(40分) 

 ↕ 羽州街道の街並み(名木沢) 

 ↕ ブナの原生林残る猿羽根山の山容 

 ↕ 最上小国川の清流と河岸段丘に広がる田園風景 

↓肘折希望(のぞみ)大橋とカルデラ地形 

↕ 山あいの台地に耕作地が広がる大蔵村の風景 

↕新庄城址と水濠、城下町の町並み 

↓神室連峰と国内最大級の杉林 

↓"日本のピラミッド"金山三峰  

 ↕ 田園の中の金山式住宅 

↑ ”日本のピラミッド”金山三峰 

↑ 田園の中の金山式住宅 

↑田園越しに望む鳥海山 

 ↕ 朱の欄干・観音寺橋と清流鮭川 

↕ 杉の里山林とブナ原生林の織りなす四季折々の景観 

↕ 天然杉の自生する山々が重なり合う最上峡 

半日モデルコース 

 Ａコース：所要時間5時間 走行距離60km 

   道の駅尾花沢-①-②-③-④-⑤-新庄IC 

 Ｂコース：所要時間5時間 走行距離60km 

   新庄IC-④-⑤-⑥-⑦-⑧-⑨ 

   -国道47号道の駅とざわ 

丘陵地帯に広がる田園景観  

 最上地方は、奥羽山脈と出羽丘陵に挟まれた新庄盆地を

中心とした地域です。新庄盆地は丘陵が多く、最上川と鮭

川などの多くの支流によって浸食されて広い河岸段丘が発

達しています。また、盆地内に起伏があり、新庄市付近と

北部の金山町、南部の舟形町とは高低差が生じています。

こうした地形が、河川 

を底辺としてその周囲 

になだらかな起伏に富 

んだ田園地帯が広がる 

独特の景観を形成して 

います。 

最上地方の森林景観 

 最上地方を代表する林業の町・金山杉の歴史は宝暦年間

(1751年～1763年)まで遡ることができると言われます。

その頃には新庄藩による山林の経営と管理体系ができあが

り、領民が藩有地を借り受けて苗木を植えることができま

した。金山町のシンボル「大美輪の大杉」は、宝暦、明和

(1764年～1771年)年間に植林したものと推測されます。

明治以降、一時約8割が官有林になりましたが、明治32

年に払い下げが行われ、 

町民の手による国内最 

大級の杉林の景観が生 

まれることとなりまし 

た。（参考：金山町森 

林組合） 

 

 金山町の隣、真室川町から鮭川村、戸沢村にかけては美

しいブナの植林を道路沿いから眺めることができます。昭

和13年から37年まで、真室川町の奥羽線釜淵駅から大川

入までの28kmで森林鉄道が運行されていました。国有林

から伐採したブナ材等の運搬用として使われていたもので、

山間地の産業振興と生活を支えた鉄道は「近代化産業遺

産｣に認定されています。 

 また、手つかずの自然が残る最上地方は巨木の宝庫です。

やや山中に入るところもありますが、これらの木々に触れ

語らってみてはいかがでしょうか。 

庭月観音の丘陵地帯（県道308号） 

豊牧のカスミザクラ（大蔵

小杉の大杉（鮭川村） 

～見どころピックアップ～ 

赤倉温泉 863年開湯の山あいの温泉郷。最上小国川の川底から

湯が湧き出しています。 

尾花沢 羽州街道の宿場町。銀山関係者や紅花取引で賑わいまし

た。芭蕉が滞在した鈴木清風宅跡、養泉寺などの史跡が残ります。 

楯岡 楯岡城の城下町、羽州街道の宿場町。日本有数の規模を誇

るバラ園と3つの湖を中心とした東沢バラ公園は環境省「かおり

風景100選」、「恋人の聖地」に認定されています。 

東根 河岸段丘や沼地などを利用した東根城を中心とした城下町。

当時の町割りが残り、本丸跡には日本一の大ケヤキが聳えます。 

天童 江戸後期に高畠から織田氏が陣屋を移して立藩しました。

将棋駒生産量日本一を誇ります。 

山寺 860年創建の立石寺の門前町。立石寺には慈覚大師が中国

から比叡山延暦寺に持ち帰った法燈が灯ります。 

蔵王温泉 開湯1,900年と伝えられ、県内で最も古い歴史を持つ

温泉地。紅葉も美しく、スキーやトレッキングなど四季を通じて

楽しめるリゾートです。  

高畠 縄文草創期までさかのぼる古墳群、伊達氏や上杉氏などか

ら保護された寺社などが残る歴史ある町です。 

羽州街道楢下宿（上山市） 

東根城址（龍興寺沼と大ケヤキ） 

西蔵王高原（県道53号） 

金山三峰と金山の町並み 



最上川の舟運がもたらした文化的景観 

 福島県境の西吾妻山を源流とし酒田で日本海に注ぐ最上

川は、盆地部と狭窄部を交互に繰り返し流れる特徴があり

ます。これは、浅い海だった最上川の流域から奥羽山脈や

出羽丘陵が隆起し、残った海（湖）をつなぐ流れができ、

最終的に一本の川になったからと考えられています。 

 大江町から白鷹町にかけての峡谷部では、発達した河岸

段丘に広がる集落や耕作地、斜面の豊かな植生などが美し 

い景観を見せてくれます。 

 村山盆地の平野部は全 

国有数の稲作・果樹栽培 

地帯で、田園の中の整然 

とした市街地とその向こ 

うに見える秀麗な山々と 

いう特徴ある景観を形作 

っています。 

 また、最上川は古くから交通路として利用されてきまし

た。平安時代には、出羽国以外には見られない「水駅（す

いえき：舟の配置された駅）」が置かれ、中世は最上川の

舟運を押さえるように城館や楯がつくられました。近世以

降は、村山市の三難所や白鷹町の黒滝などの難所が切り開 

               かれ、上流の米沢まで舟 

               運が開通しました。これ 

               らの開削跡（舟道）は現 

               在も見ることができます。 

               最上川舟運の発展に伴い、 

               流域には米や紅花などの 

               集積地として町場が形成

され、現在の大石田、左沢、長井（宮）などの町並みとし

て残っています。 

大石田町の河岸集落（舟着場から表

まで通じる土間「ろうず」を持つ） 

最上川舟運のみち 

（半日～1日コース） 

走行距離140km 

所要時間9時間(走行時間4時間) 

半日モデルコース 

 Ａコース：所要時間5時間 走行距離60km 

   尾花沢IC-①-②-③-④-寒河江IC・西川IC 

 Ｂコース：所要時間5時間 走行距離90km 

   国道13号米沢市花沢-⑧-⑦-⑥-⑤ｰ寒河江IC・西

川IC 

 

 

羽州街道の脇往還(西部街道)に沿って、昔から交通

路として、また、農業用水等として山形県の発展を

支えてきた最上川と、舟運で栄えた街並みなどに触

れながら、最上川の恵みである食文化を楽しみます。 

東北中央自動車道 尾花沢IC 

③紅花資料館(40分) 

⑤五百川峡谷 / 道の駅白鷹ヤナ公園(20分) 

道の駅川のみなと長井(20分) 

国道13号 米沢市花沢 

①大石田(20分) 

⑧川西ダリヤ園 / 置賜公園(20分) 

多目的温泉保養館 クアハウス碁点(20分) 

国道347号-県道121号 3km 7分 

道の駅おおえ(20分) 

道の駅いいで(20分) 

②最上川美術館(40分) 

④寒河江市慈恩寺(30分) 

国道347号-北村山広域農道-国道347号-県道303号 

12km15分 

県道303号-北村山広域農道-市道 6km10分 

県道294号-国道347号-町道 9km15分 

県道285号-国道347号-市道-県道379号-市道 7km13分 

市道-県道379号-国道287号-県道23号-県道112号-市道 

10km20分 

国道287号-県道9号-ぬくひ橋-国道287号 25km40分 

⑥長井市古代の丘(30分) 

国道287号-県道11号 18km30分 

県道11号-県道253号-国道287号 6km10分 

国道287号-県道10号-県道252号 11km25分 

県道252号-市道-置賜西部広域農道-県道10号-県道250号 

12km25分 

県道250号-町道  6km 10分 

町道-県道239号-国道287号 

-国道121号-県道152号-県道1号 16km25分 

⑦ながい百秋湖(20分) 

↕ 最上川舟運最大の河岸集落跡・大石田の街並み 

↕ 大蛇行する最上川（大淀） 

↕ 国道347号の両側に広がる水田と果樹園 

↕ べに花ロマン街道(サハトべに花～紅花資料館) 

↕ 急流が浸食した五百川峡谷と河岸段丘の農村集落 

 ↓県道11号からの西山(屏風のような断層崖) 

↓最上川の支流に刻まれた野川渓谷 

↕ 屋敷林に囲まれた飯豊町の田園散居集落 

↑田園散居集落の眺望 

 ↕ 越後街道の宿場町小松の町並み 

↕”東洋のアルカディア”置賜盆地の農村風景 

↕上杉の城下町米沢の町割 

 ↕ 国指定重要文化的景観・左沢の街並み 

↕ 伝統的な建築様式の商家が点在する長井の街並み 

東洋のアルカディア 置賜盆地 

 イギリス人女性旅行家イザベラ・バード（城下町・宿場

町・おくのほそみちコース参照）は、飯豊町と川西町の境

にある諏訪峠（現在は県道250号）から見た置賜盆地を

とても気に入り、「米沢の平野は、南に繁栄する米沢の町

があり、北には人々がしばしば訪れる湯治場の赤湯があっ

て、まったくエデンの園である。豊饒にして微笑む大地で

あり、アジアのアルカディアである」と表現しました。

山々に囲まれた田園地帯に集落が点在する様子は今でも素

晴らしい風景ですが、そこに暮らす人々の勤勉な姿なども

加わって最大級の賛辞となったのではないでしょうか。 

最上川と河岸段丘（朝日町） 

～見どころピックアップ～ 

谷地 米や紅花の最上川舟運の集散地として栄えた町です。紅花

資料館は富豪の屋敷跡です。 

慈恩寺 国重要文化財の本堂をはじめ三重塔・薬師堂などが立ち

並ぶ古刹で、一帯は国指定史跡です。 

五百川渓谷 白鷹町荒砥から大江町左沢まで続く渓谷で、白鷹町

黒滝と佐野原では当時の舟道を見ることができます。 

置賜さくら回廊 白鷹町から南陽市までの43Kmに国指定天然記

念物「伊佐沢の久保桜」「草岡の大明神桜」などの古木や名木、

巨木が２０か所ほど点在しています。 

 

長井 最上川舟運が通ったことで、門前町から米沢藩内有数の商

業都市となりました。「水の集まるところ」に由来する地名どお

りに水路が網の目のように走り、水の郷百選に選ばれています。 

飯豊町 田園に広がる散居集落、飯豊連峰と麓の里山の景観や文

化が魅力の町。米沢牛の主生産地でもあります。 

小松 越後街道の宿場町。江戸時代には上杉領となり最上川舟運

の発達によって物資の集積が進み、県南部有数の経済都市に発展

しました。 

米沢 戦国時代に伊達氏が整備した城下町で、上杉氏が郊外に拡

充しました。直江兼続によって築かれた直江石堤や武家屋敷など

町づくりの基礎部分が見られます。 

大石田町河岸集落跡 

県道23から見る旧最上橋（大江町） 

県道11号から見る荒砥鉄橋（白鷹町） 



最上川の舟運がもたらした文化的景観 

 福島県境の西吾妻山を源流とし酒田で日本海に注ぐ最上

川は、盆地部と狭窄部を交互に繰り返し流れる特徴があり

ます。これは、浅い海だった最上川の流域から奥羽山脈や

出羽丘陵が隆起し、残った海（湖）をつなぐ流れができ、

最終的に一本の川になったからと考えられています。 

 大江町から白鷹町にかけての峡谷部では、発達した河岸

段丘に広がる集落や耕作地、斜面の豊かな植生などが美し 

い景観を見せてくれます。 

 村山盆地の平野部は全 

国有数の稲作・果樹栽培 

地帯で、田園の中の整然 

とした市街地とその向こ 

うに見える秀麗な山々と 

いう特徴ある景観を形作 

っています。 

 また、最上川は古くから交通路として利用されてきまし

た。平安時代には、出羽国以外には見られない「水駅（す

いえき：舟の配置された駅）」が置かれ、中世は最上川の

舟運を押さえるように城館や楯がつくられました。近世以

降は、村山市の三難所や白鷹町の黒滝などの難所が切り開 

               かれ、上流の米沢まで舟 

               運が開通しました。これ 

               らの開削跡（舟道）は現 

               在も見ることができます。 

               最上川舟運の発展に伴い、 

               流域には米や紅花などの 

               集積地として町場が形成

され、現在の大石田、左沢、長井（宮）などの町並みとし

て残っています。 

大石田町の河岸集落（舟着場から表

まで通じる土間「ろうず」を持つ） 

最上川舟運のみち 

（半日～1日コース） 

走行距離140km 

所要時間9時間(走行時間4時間) 

半日モデルコース 

 Ａコース：所要時間5時間 走行距離60km 

   尾花沢IC-①-②-③-④-寒河江IC・西川IC 

 Ｂコース：所要時間5時間 走行距離90km 

   国道13号米沢市花沢-⑧-⑦-⑥-⑤ｰ寒河江IC・西

川IC 

 

 

羽州街道の脇往還(西部街道)に沿って、昔から交通

路として、また、農業用水等として山形県の発展を

支えてきた最上川と、舟運で栄えた街並みなどに触

れながら、最上川の恵みである食文化を楽しみます。 

東北中央自動車道 尾花沢IC 

③紅花資料館(40分) 

⑤五百川峡谷 / 道の駅白鷹ヤナ公園(20分) 

道の駅川のみなと長井(20分) 

国道13号 米沢市花沢 

①大石田(20分) 

⑧川西ダリヤ園 / 置賜公園(20分) 

多目的温泉保養館 クアハウス碁点(20分) 

国道347号-県道121号 3km 7分 

道の駅おおえ(20分) 

道の駅いいで(20分) 

②最上川美術館(40分) 

④寒河江市慈恩寺(30分) 

国道347号-北村山広域農道-国道347号-県道303号 

12km15分 

県道303号-北村山広域農道-市道 6km10分 

県道294号-国道347号-町道 9km15分 

県道285号-国道347号-市道-県道379号-市道 7km13分 

市道-県道379号-国道287号-県道23号-県道112号-市道 

10km20分 

国道287号-県道9号-ぬくひ橋-国道287号 25km40分 

⑥長井市古代の丘(30分) 

国道287号-県道11号 18km30分 

県道11号-県道253号-国道287号 6km10分 

国道287号-県道10号-県道252号 11km25分 

県道252号-市道-置賜西部広域農道-県道10号-県道250号 

12km25分 

県道250号-町道  6km 10分 

町道-県道239号-国道287号 

-国道121号-県道152号-県道1号 16km25分 

⑦ながい百秋湖(20分) 

↕ 最上川舟運最大の河岸集落跡・大石田の街並み 

↕ 大蛇行する最上川（大淀） 

↕ 国道347号の両側に広がる水田と果樹園 

↕ べに花ロマン街道(サハトべに花～紅花資料館) 

↕ 急流が浸食した五百川峡谷と河岸段丘の農村集落 

 ↓県道11号からの西山(屏風のような断層崖) 

↓最上川の支流に刻まれた野川渓谷 

↕ 屋敷林に囲まれた飯豊町の田園散居集落 

↑田園散居集落の眺望 

 ↕ 越後街道の宿場町小松の町並み 

↕”東洋のアルカディア”置賜盆地の農村風景 

↕上杉の城下町米沢の町割 

 ↕ 国指定重要文化的景観・左沢の街並み 

↕ 伝統的な建築様式の商家が点在する長井の街並み 

東洋のアルカディア 置賜盆地 

 イギリス人女性旅行家イザベラ・バード（城下町・宿場

町・おくのほそみちコース参照）は、飯豊町と川西町の境

にある諏訪峠（現在は県道250号）から見た置賜盆地を

とても気に入り、「米沢の平野は、南に繁栄する米沢の町

があり、北には人々がしばしば訪れる湯治場の赤湯があっ

て、まったくエデンの園である。豊饒にして微笑む大地で

あり、アジアのアルカディアである」と表現しました。

山々に囲まれた田園地帯に集落が点在する様子は今でも素

晴らしい風景ですが、そこに暮らす人々の勤勉な姿なども

加わって最大級の賛辞となったのではないでしょうか。 

最上川と河岸段丘（朝日町） 

～見どころピックアップ～ 

谷地 米や紅花の最上川舟運の集散地として栄えた町です。紅花

資料館は富豪の屋敷跡です。 

慈恩寺 国重要文化財の本堂をはじめ三重塔・薬師堂などが立ち

並ぶ古刹で、一帯は国指定史跡です。 

五百川渓谷 白鷹町荒砥から大江町左沢まで続く渓谷で、白鷹町

黒滝と佐野原では当時の舟道を見ることができます。 

置賜さくら回廊 白鷹町から南陽市までの43Kmに国指定天然記

念物「伊佐沢の久保桜」「草岡の大明神桜」などの古木や名木、

巨木が２０か所ほど点在しています。 

 

長井 最上川舟運が通ったことで、門前町から米沢藩内有数の商

業都市となりました。「水の集まるところ」に由来する地名どお

りに水路が網の目のように走り、水の郷百選に選ばれています。 

飯豊町 田園に広がる散居集落、飯豊連峰と麓の里山の景観や文

化が魅力の町。米沢牛の主生産地でもあります。 

小松 越後街道の宿場町。江戸時代には上杉領となり最上川舟運

の発達によって物資の集積が進み、県南部有数の経済都市に発展

しました。 

米沢 戦国時代に伊達氏が整備した城下町で、上杉氏が郊外に拡

充しました。直江兼続によって築かれた直江石堤や武家屋敷など

町づくりの基礎部分が見られます。 

大石田町河岸集落跡 

県道23から見る旧最上橋（大江町） 

県道11号から見る荒砥鉄橋（白鷹町） 



国道13号-県道31号 7km15分 

③芭蕉乗船の地 新庄市本合海(10分) 

⑤新庄市エコロジーガーデン /  産直まゆの郷(30分) 

⑥金山町 マルコの蔵 / 大堰公園(40分) 

国道47号 道の駅 とざわ 

①舟形町 西ノ前遺跡公園女神の郷(20分) 

⑦真室川町 野々村ため池(10分) 

②大蔵村 肘折温泉(50分) 

⑧鮭川村 庭月観音(20分) 

道の駅尾花沢 

県道31号-県道330号-国道458号-県道57号 23km35分 

国道458号 13km20分 

県道36号-国道458号-県道313号-市道 3km10分 

国道47号-国道458号-県道34号-県道36号 9km15分 

市道-県道307号-県道320号-県道323号-町道 16km30分  

町道-県道73号-国道13号-国道344号-最上広域農道 

11km15分 

⑨戸沢村 いきいきランドぽんぽ館(20分) 

県道319号-最上広域農道-県道308号 10km15分 

県道308号-県道58号 9km20分 

県道58号-県道34号-国道47号 9km15分 

④最上公園(新庄城址) / ふるさと歴史センター(40分) 

 ↕ 羽州街道の街並み(名木沢) 

 ↕ ブナの原生林残る猿羽根山の山容 

 ↕ 最上小国川の清流と河岸段丘に広がる田園風景 

↓肘折希望(のぞみ)大橋とカルデラ地形 

↕ 山あいの台地に耕作地が広がる大蔵村の風景 

↕新庄城址と水濠、城下町の町並み 

↓神室連峰と国内最大級の杉林 

↓"日本のピラミッド"金山三峰  

 ↕ 田園の中の金山式住宅 

↑ ”日本のピラミッド”金山三峰 

↑ 田園の中の金山式住宅 

↑田園越しに望む鳥海山 

 ↕ 朱の欄干・観音寺橋と清流鮭川 

↕ 杉の里山林とブナ原生林の織りなす四季折々の景観 

↕ 天然杉の自生する山々が重なり合う最上峡 

半日モデルコース 

 Ａコース：所要時間5時間 走行距離60km 

   道の駅尾花沢-①-②-③-④-⑤-新庄IC 

 Ｂコース：所要時間5時間 走行距離60km 

   新庄IC-④-⑤-⑥-⑦-⑧-⑨ 

   -国道47号道の駅とざわ 

丘陵地帯に広がる田園景観  

 最上地方は、奥羽山脈と出羽丘陵に挟まれた新庄盆地を

中心とした地域です。新庄盆地は丘陵が多く、最上川と鮭

川などの多くの支流によって浸食されて広い河岸段丘が発

達しています。また、盆地内に起伏があり、新庄市付近と

北部の金山町、南部の舟形町とは高低差が生じています。

こうした地形が、河川 

を底辺としてその周囲 

になだらかな起伏に富 

んだ田園地帯が広がる 

独特の景観を形成して 

います。 

最上地方の森林景観 

 最上地方を代表する林業の町・金山杉の歴史は宝暦年間

(1751年～1763年)まで遡ることができると言われます。

その頃には新庄藩による山林の経営と管理体系ができあが

り、領民が藩有地を借り受けて苗木を植えることができま

した。金山町のシンボル「大美輪の大杉」は、宝暦、明和

(1764年～1771年)年間に植林したものと推測されます。

明治以降、一時約8割が官有林になりましたが、明治32

年に払い下げが行われ、 

町民の手による国内最 

大級の杉林の景観が生 

まれることとなりまし 

た。（参考：金山町森 

林組合） 

 

 金山町の隣、真室川町から鮭川村、戸沢村にかけては美

しいブナの植林を道路沿いから眺めることができます。昭

和13年から37年まで、真室川町の奥羽線釜淵駅から大川

入までの28kmで森林鉄道が運行されていました。国有林

から伐採したブナ材等の運搬用として使われていたもので、

山間地の産業振興と生活を支えた鉄道は「近代化産業遺

産｣に認定されています。 

 また、手つかずの自然が残る最上地方は巨木の宝庫です。

やや山中に入るところもありますが、これらの木々に触れ

語らってみてはいかがでしょうか。 

庭月観音の丘陵地帯（県道308号） 

豊牧のカスミザクラ（大蔵

小杉の大杉（鮭川村） 

～見どころピックアップ～ 

赤倉温泉 863年開湯の山あいの温泉郷。最上小国川の川底から

湯が湧き出しています。 

尾花沢 羽州街道の宿場町。銀山関係者や紅花取引で賑わいまし

た。芭蕉が滞在した鈴木清風宅跡、養泉寺などの史跡が残ります。 

楯岡 楯岡城の城下町、羽州街道の宿場町。日本有数の規模を誇

るバラ園と3つの湖を中心とした東沢バラ公園は環境省「かおり

風景100選」、「恋人の聖地」に認定されています。 

東根 河岸段丘や沼地などを利用した東根城を中心とした城下町。

当時の町割りが残り、本丸跡には日本一の大ケヤキが聳えます。 

天童 江戸後期に高畠から織田氏が陣屋を移して立藩しました。

将棋駒生産量日本一を誇ります。 

山寺 860年創建の立石寺の門前町。立石寺には慈覚大師が中国

から比叡山延暦寺に持ち帰った法燈が灯ります。 

蔵王温泉 開湯1,900年と伝えられ、県内で最も古い歴史を持つ

温泉地。紅葉も美しく、スキーやトレッキングなど四季を通じて

楽しめるリゾートです。  

高畠 縄文草創期までさかのぼる古墳群、伊達氏や上杉氏などか

ら保護された寺社などが残る歴史ある町です。 

羽州街道楢下宿（上山市） 

東根城址（龍興寺沼と大ケヤキ） 

西蔵王高原（県道53号） 

金山三峰と金山の町並み 



③ ⑧

紀行文に描かれた街道からの景観  

山刀伐峠 最上町から尾花沢に至る最短ルートで芭蕉も

「おくのほそ道」紀行で通りました。「高山は深く鳥の声

一つしない。木々が生い茂ってまるで夜のように真っ暗だ。

藪を踏み分け、沢をまたぎ、岩につまづき、冷たい汗を流

しながら（尾花沢に）やっと着いた」 

山寺 芭蕉は人々に勧められて尾花沢からわざわざ訪れま

した。「岩に巌を重ね 

て山となしたというほ 

どの岩山で、松柏は年 

輪を重ね、土石も古く 

苔は滑らか。岩上の 

十二院は扉を閉じて物 

音一つしない。崖をめ 

ぐり、岩を這って仏閣 

を拝む。その景は静寂 

にして心の澄みわたる 

のをおぼえる」 

「ほれぼれ」とする村山盆地 イギリス人女性旅行家イザ

ベラ・バードは、明治11年「本当の日本」を見るため横

浜から日光、会津、新潟、山形、秋田、青森、北海道と踏

破しました。村人の好奇の視線や蚤などに悩まされながら

も1,600km3カ月に及ぶ旅の記録は「日本奥地紀行」と

してイギリスで出版さ 

れ、ベストセラーにな 

りました。「山形の北 

に来ると、平野は広く 

なり一方には雪を戴い 

たすばらしい連峰が南 

北に走り、一方には側 

面にところどころ突き出た断続的な山脈があり、この楽し

く愉快な地域を取り囲んでいる。ほれぼれとして見たくな

る地方で、多くの楽しげな村落が山の低い裾野に散在して

いる」 

上山 温泉保養地として脚光を浴びている上山の原点が日

本奥地紀行に描かれています。「高い丘に囲まれた小さな

平野が眼前に開け、丘の傾斜地に上ノ山の町が心地よく横

たわっている。美しい宿屋が高いところにあり、楽しげな

家々には庭園があり、丘を越える散歩道がたくさんある。

ここは日本でもっとも空気がからりとしたところの一つだ

といわれる。外国人の容易に来られる場所であったら、美

しい景色を味わいながら各方面に遠足もできるから、健康

的な保養地となるであろう」 

      

国道47号 最上町赤倉 

国道13号 米沢市花沢 

道の駅むらやま(20分) 

県道28号-市道-県道120号 23km30分 

道の駅天童温泉(20分) 

①尾花沢市芭蕉清風歴史資料館(40分) 

県道1号 9km10分 

⑦蔵王温泉(60分) 

⑧上山城 / 武家屋敷通り(60分) 

⑪安久津八幡宮 / 道の駅高畠(30分) 

⑤山寺芭蕉記念館(40分) 

県道381号-県道25号-県道29号-県道304号 7km15分 

↕ 「高山森々として一鳥鳴かず」おくのほそ道最大の難

所・山刀伐峠の山峡とブナ原生林 

④若松寺(30分) 

③東根城址 / 日本一の大ケヤキ(20分) 

県道29号-県道298号-国道48号-市道-村山東部広域農道 

-市道  6km25分 

⑥西蔵王公園展望広場(20分) 

市道-県道279号-村山東部広域農道-県道111号-県道19号 

8km15分  

県道120号-県道28号-県道121号 5km15分 

⑨楢下宿(30分) 

⑩瓜割石庭公園(20分) 

⑫亀岡文殊(40分) 

国道113号-県道1号 6km10分 

県道13号-県道268号-国道113号-ぶどうまつたけライン 

16km20分 

ぶどうまつたけライン-国道113号 1km5分 

県道13号 10km20分 

県道14号-県道12号 16km30分 

市道-県道53号-県道21号 10km25分 

県道19号-村山東部広域農道-国道287号- 

県道167号-県道53号-市道 24km45分 

↕ 芭蕉が10日間逗留した宿場町・尾花沢の街並み 

 ↕ 道路沿いを彩る四季折々の果樹 

↕ まほろば通りの近代和風の家並み 

↓吾妻・飯豊・朝日の山々に抱かれた置賜盆地 

↓小倉の棚田と眼下に広がる上山市街地 

↕ 木々から垣間見える高原の湖沼群 

↕ 旧街道の面影残る松並木と民家 

↕ 山肌に屹立する凝灰岩「高畠石」 

村山東部広域農道-県道279号-市道 5km10分 

②大石田町 最上川舟役所跡(10分) 

県道121号-国道347号-北村山広域農道-県道36号 

-県道381号 13km20分 

↕ 荘厳な雰囲気が残る門前町の家並みと大樹並木 

城下町・宿場町・おくのほそみち 

（1日～1泊2日コース） 

走行距離170km 

所要時間12時間(走行時間 5時間) 

1日モデルコース 

 Aコース：所要時間6時間 走行距離90km 

   国道47号最上町赤倉-①-②-③-④-⑤ 

   -山形蔵王IC・山形北IC 

 Bコース：所要時間6時間 走行距離80km 

  米沢市花沢-⑫-⑪-⑩-⑨-⑧-⑦-⑥-山形蔵王IC 

かつて松尾芭蕉や諸大名が歩いた旧街道と、城下

町・宿場町の景観を眺めながらたどり、山形ならで

はの文化、食を堪能することができます。 

山寺芭蕉記念館から見た立石寺の堂宇

村山盆地と葉山（東根市県道304号） 

～見どころピックアップ～ 

舟形 国宝「縄文の女神」の出土地で、町内を流れる最上小国川は

鮎が遡上する姿を見ることができます。 

肘折温泉 カルデラ地形の底にある開湯1200年の秘湯です。あた

たまりの湯・美肌の湯と言われ、温泉街では毎日朝市が開かれます。 

本合海 おくのほそ道紀行で芭蕉一行が庄内へ向かうため乗船した

地です。最上川の対岸にある八向楯は白い絶壁が映える絶景です。 

新庄 戸沢藩６万石の城下町。ユネスコ無形文化遺産を構成する新

庄まつりは、江戸中期に藩主が大凶作に見舞われた領民を活気づか

せるため行ったのが起源とされます。 

金山 自然と調和した美しい街並みづくりの先進地。宿場町時

代の建物や蔵、金山式住宅が並ぶ美しい町です。 

野々村ため池 最上地方随一の白鳥の飛来地で、遠く鳥海山を

眺望できます。 

庭月観音 最上三十三観音の三十三番礼所「打ち止めの霊場」

として、多くの巡礼者が参拝に訪れます。夏の灯篭流しや仲秋

の名月で有名です。 

戸沢村 古くから水上交通の要所で、江戸時代には新庄藩の船

番所が置かれました。明治時代の現在の国道47号の開削、大

正時代の陸羽西線の開通により舟運の歴史に幕を閉じました。 

肘折希望大橋とカルデラの秘湯肘折温泉 

国道47号から見た本合海に沈む夕日 



②⑨

      

庄内海岸の景観 庄内海岸は北部と南部で大きく様相が異

なっています。鶴岡市湯野浜から北は日本三大砂丘に数え

られる砂浜海岸で、砂州が河川からの土砂流入や海面低下

などで発達して砂丘になったと考えられています。 

 白砂青松の美しい景観を見せてくれる延長33kmのクロ

マツの砂丘林は二百年以上の歴史があり、全てを埋め尽く

すような飛砂から家や道路、田畑を守っています。この砂

丘林がなければ「米どころ庄内」はできなかったことで

しょう。 

 対照的に南部は磯浜の岩石海岸となっています。ところ

どころ、硬い玄武岩が他の岩石の中から岬のように海に張 

り出しており、波の 

浸食も加わって奇岩・ 

奇景が連続する海岸 

線を見せてくれます。 

 また、遊佐町吹浦 

付近は鳥海山の溶岩 

流が海水で冷却され 

てできた火山海岸と 

なっています。 

(参考：庄内浜情報館) 

市道-国道112号-県道338号-県道332号-県道47号 10 km20分 

道の駅あつみ(20分) 

③善寳寺(40分) 

④鶴岡公園（鶴ヶ岡城址）(30分) 

⑤櫛引温泉ゆータウン(20分) 

道の駅 鳥海(20分) 

⑥いでは文化記念館 / 羽黒山(60分) 

道の駅しょうない(20分) 

⑨酒田市美術館(40分) 

②鶴岡市立加茂水族館(60分) 

⑧松山歴史公園(40分) 

⑩山居倉庫 / 酒田夢の倶楽(40分) 

⑪遊佐町 月光川河川公園(20分) 

①マリンパークねずがせき(30分)  

国道7号 3km 5分 

⑫十六羅漢(20分) 

 ↕ ”酒造りの町”大山と藤沢周平作品の城下町・鶴岡の 

 街並み 

⑦眺海の森(20分) 

日本の渚百選と出羽富士、城下町・湊町の 

歴史のみち 

（1日～1泊2日コース） 

走行距離140km 

所要時間11時間(走行時間3時間30分) 

1日モデルコース 

 Ａコース：所要時間6時間 走行距離80km 

   ①-②-③-④-⑤-⑥-国道47号庄内町狩川 

 Ｂコース：所要時間6時間 走行距離70km 

   庄内町狩川-⑦-⑧-⑨-⑩-⑪-国道7号遊佐町吹浦 

国道7号-県道50号(庄内夕日街道) 27km 35分 

↕ 磯浜海岸から岩が岬のように張り出す奇景の連続 

県道50号-国道112号-県道43号-市道 8km 15分 

↓湯野浜温泉と日本海越しの鳥海山 

↓日本三大砂丘・庄内砂丘とクロマツ防風林 

県道350号-県道44号-県道47号-県道46号-市道 15km20分 

県道47号-国道112号-県道350号 8km15分 

市道-県道46号-県道33号-国道47号 14km20分 

国道47号-国道345号-県道362号-市道 12km20分 

県道362号-市道-国道345号-県道117号-県道43号- 

国道47号-国道7号-県道38号-県道355号 17km30分 

国道112号-県道353号 3km5分 

県道353号-県道42号-国道344号-国道345号-町道 18km30分 

町道-国道345号-国道7号 10km15分 

国道7号-国道345号 2km5分 

↓古の古道六十里越街道からの月山 

↓県道47号からの羽黒山大鳥居と月山・鳥海山 

↓米どころ庄内平野の田園に立つ白い風車群 

↑米どころ庄内平野の田園に立つ白い風車群 

 ↕ ２万５千石の城下町・古の風情漂う松山の街並み 

↓日本海に向かって雄大に流れる最上川 

 ↕ 自然景観と文化施設が調和した街並み(酒田市飯盛山) 

↓出羽大橋からみる湊町酒田と鳥海山 

↓日向川・月光川の清流、走る方向によって変化する鳥海

山の山容 

↕鳥海山の溶岩流でできた岩場海岸 

市道 4km10分 

庄内の雄大な海や山を眺めながら、徳川譜代筆頭の酒

井家や大地主本間家ゆかりの歴史・文化に触れ、それ

らを伝える街並みや建造物、日本遺産羽黒山などを巡

ります。 

立岩（鶴岡市温海：庄内浜情報館提供） 

月山が生み出した庄内の風景 山形県の中央に位置する標

高1,984mの月山は、出羽三山の主峰で修験者の山岳信仰

の山として知られています。その山容は東側（内陸側）で

はなだらかなのに対し、西側（庄内側）では山体の崩壊に

よって急崖となっています。この急崖に大陸からの季節風

がぶつかって上昇気流が発生し、周辺を世界有数の豪雪地

帯としています。また、山体崩壊によって形成された多数

の小山は、現在は牧場や果樹園として利用されています。 

 明治維新後に庄内藩士が開拓した松ヶ岡開墾場の土壌も

月山の火山泥流です。排水性が高く桑の生産に適していた

と思われます。現在は土壌の性質を活かして桃などが生産

されています。 

 北側では麓から連なる出羽丘陵を最上峡が横切っており、

冬は庄内平野から峡谷に強風が吹き込み、夏は峡谷から

「清川だし」が吹き出 

します。かつて最上川 

の舟運に利用されてい 

た強風は、今は庄内町 

の風力発電の源となっ 

ています。 

(参考：月山ジオパーク 

推進協議会) 国道345号から見た風車群（庄内町） 



① ⑩

～見どころピックアップ～ 

加茂 北前船の港を偲ばせる古い町並みが残り、海洋研究・海洋教

育の拠点ともなっています。 

大山 羽州浜街道の宿場町。往時を偲ばせる町並みや由緒ある寺社

が残り。江戸時代から続く酒蔵が４軒あります。 

鶴岡 庄内藩の城下町。ユネスコ食文化創造都市。史跡や文化財が

集まる鶴岡公園周辺は藤沢周平作品の舞台となっています。 

黒川 世阿弥の猿楽能の流れを汲み、500年にわたり独自の伝承を

続けている国指定重要無形民俗文化財 黒川能の地です。 

車窓から体感する 

     動画のような美しい景観！ 
 みなさんは、ドライブの最中に思わずハッ!とする美

しい風景に出合ったことはありませんか。 

「やまがた景観物語 おすすめビュールート」は、山形

県内でも特に沿道の景観が美しく、観光周遊を楽しむ

ことができる快適なドライブルートです。 

  

 山形県は、村山・最上・置賜・庄内の4つの地域か

らなり、気候や風土、歴史、文化にそれぞれ特徴があ

ります。そして、これらの地域を、南から北、さらに

西へと流れ日本海にそそぐ「母なる川」最上川が結ん

でいます。 

 また、全ての市町村に温泉があり、さくらんぼをは

じめ様々な果物が実る「果樹王国」です。 

  

 このおすすめビュールートでは、車窓からの山・

川・海の豊かな自然、人々の営みが作り上げた城下町

や街道沿いの美しい景観、さらには、なにげなく通り

すぎてしまうような風景にも、思わぬ成り立ちや通っ

た人々の感動があることを紹介しています。 

  

 姉妹版の「やまがた景観物語おすすめビューポイン

ト」を「静止画」とすれば、このビュールートは「体

感する動画」です。移り変わる美しい景観を楽しみな

がら、おすすめビューポイントやお気に入りの温泉、

道の駅などに立ち寄って、魅力たっぷりの”車旅”を

満喫してみませんか！ 

 

詳しくはこちらから 

http://yamagata-keikanmonogatari.com/ 

城下町・宿場町・

おくのほそみち 

(1日～1泊2日) 

⇒３ページ 

走行距離 140km 

所要時間  9時間 

 (走行時間4時間) 
東北中央自動車道・尾花沢IC 

 ～国道13号・米沢市花沢 

走行距離 110km 

所要時間  7時間 

 (走行時間 3時間) 
道の駅尾花沢 

 ～国道47号・道の駅とざわ 

走行距離 140km 

所要時間 11時間 

 (走行時間3時間30分) 
鶴岡市鼠ヶ関・マリンパーク 

鼠ヶ関 

 ～遊佐町吹浦・十六羅漢岩 

走行距離 170km 

所要時間 12時間 

 (走行時間 5時間) 

国道47号・最上町赤倉 

 ～国道13号・米沢市花沢 

最上川舟運のみち 

(半日～1日) 

 

⇒５ページ 

森林(もり)の魅力

と国宝・文化遺産

のみち 

(半日～1日) 

⇒７ページ 

日本の渚百選と出

羽富士、城下町・

湊町の歴史のみち 

(1日～1泊2日) 

⇒９ページ 

全体地図 ⇒ ２ページ 

こちらもおすすめ！ 

やまがた景観物語おすすめビューポイント53 

眺望景観資産 ⇒裏表紙をご覧ください 

義経伝説の残る弁天島の赤い鳥居と 

白亜の「恋する灯台」（鶴岡市鼠ヶ関） 

金山式住宅の町並み 

酒田市松山 松山藩2万5千石の城下町で、県内唯一の城閣建

築物の大手門が残ります。 

酒田 最上川舟運・西廻り航路の港町として栄え、関連の史跡

が数多く残ります。 

観音寺 鳥海山南麓の自然豊かな町。遊佐町とともに水の郷百

選に選ばれています。 

遊佐町 鳥海山の麓の湧水の町。月光川河川公園は映画「おく

りびと」撮影地です。 

県道47号と羽黒山大鳥居 

県道50号からの日本海と湯野浜温泉、鳥海山 



      

こちらもおすすめ！ 
おすすめビューポイント No13 

 楯山から見る金山の街並みと月山・葉山の遠望 
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