
山辺町観光協会 （山辺町産業課商工観光係内）

【お問い合わせ】

〒990-0392 山形県東村山郡山辺町緑ヶ丘5番地
Tel.023-667-1106  Fax.023-667-1108

mail kankou@town.yamanobe.yamagata.jp　URL http://yamanobekanko.com/

A C C E S S

［町の木／キャラボク］

鳥海山

イチイ科の常緑針葉樹。常に緑を保ち、耐
寒、耐虫性に富み、生命力の強いふるさとの
木として、人々から愛されています。

［町の花／リンドウ］
リンドウ科の多年草。古来ふるさとの山に自
生し、花期も長く（8月～10月）、観賞用として
も高く評価されています。

［町の鳥／オオタカ］
中型の代表的なワシタカ科のタカ。威厳と迫
力をそなえ、その雄壮さ、美しさは抜群で、躍
進する山辺の将来を象徴しています。

飛行機
札　幌（千歳）おいしい山形空港

山辺

70分

60分40分 東　京（羽田）おいしい山形空港
名古屋（小牧）おいしい山形空港
大　阪（伊丹）おいしい山形空港

65分

75分

JR
東京駅山形新幹線／2時間27分山形駅

山形駅左沢線フルーツライン／14分羽前山辺駅

仙台駅仙山線／1時間20分山形駅

山形駅左沢線フルーツライン／14分羽前山辺駅

自動車
東京東北自動車道／3時間30分村田JCT

山形自動車道／40分山形JCT
東北中央自動車道／5分5分 山形中央IC山辺

仙台宮城IC村田ＪＣＴ 東北自動車道/14分

山形自動車道/３６分東北中央自動車道／5分

山形中央IC
山形JCT

5分山辺
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かみのやま温泉

米沢北I.C

山形中央I.C

湯殿山I.C

月山I.C
おいしい山形空港

ニット着心地の良さと品質は折紙付き

いつでもニットの日

山辺は古くから染色業が盛んで、染めた糸を使った織物の町として栄
え、その伝統と第二次大戦後のメリヤス機編の技術導入が現在の
ニット産業に発展していきました。

「地域の魅力を再発見し、全国に発信していこ
うと、2016年に12月10日を「いつでもニットの
日」と掲げ、ロゴマークを制作し町全体でニット
に親しんでもらう取り組みを進めています。」
※12月10日「いつでもニットの日」は(一社)日
本記念日協会に認定されています。

「世界の良心」の真髄を知る

県政100年を記念して整備された県民の森。昭和
56年に完成し総面積は900haに及びます。大沼、
荒沼をはじめ大小の湖沼群が点在し、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、キャンプ場、多目的広場、遊歩道、貴重
な植物が群生する自然学習園等があり、休日には大勢の家族連れで賑わっています。
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さくらんぼ
県内屈指の品質

初夏の味覚、小さな恋人さくらんぼ。山辺町は、
品質日本一のさくらんぼの里として知られていま
す。なかでも、ダイアナブライトは山辺町で誕生し
たブランドです。

県民の森
家族みんなで自然を満喫

りんご、ラ・フランス
寒暖の差がつくるおいしさ

寒暖の差が大きい土地柄は甘く味のバランスが
いいりんごを育みます。また高貴な香りと上品な
味わいで人気のラ・フランスも生産。

舞米豚
ヘルシーで深みのある味わい

「お米を食べてあまりの美味しさに舞い踊る豚」
の意味が込められた舞米豚。山辺産のお米を
食べて山辺で育った豚は肉質が柔らかく脂質
に甘みがあり旨味が強いのが特徴です。

わさび
湧水の里の名物

湧き水の里作谷沢で採れるわさび
は、香りも味も一級品です。

サマーティアラ

夏秋いちごの
山形県オリジナル品種

果実は硬く、甘みと酸味のバランスが良
く切り口が美しいので洋菓子との相性は
抜群です。

すだまり氷

一度食べたら
忘れられない味

山辺でしか食べることが
できない夏の味覚。イチ
ゴシロップ等のかき氷の
上に好みの量の酢醤油
をかけて食べます。

山辺の酒
山辺産の米と
湧水でつくる地酒

山辺は天然の湧き水が多
い、となれば当然お酒も美味
しい。山辺産の米と自然水で
醸造されたお酒です。

要害 鯉料理

清水がもたらす
昔ながらの伝統食

甘煮、あらい、鯉こく。亨保年
間山形城主堀田相模守正
虎公より伝えられた要害特
産の鯉を使った郷土料理。

やまべ牛乳
ひとくち飲めばわかる、本物のおいしさ

85℃の温度でじっくりと時間をかけて殺菌された、
栄養分や風味が損なわれない、濃くておいしい牛
乳です。

田舎そば作谷沢の湧水と地元産にこだわった
中山間地域は土地柄を利用したそばの栽培地として
も知られ、打ちたてのそばを食べることができます。

優れた技術と洗練された
デザインの融合
世界に誇れる山辺の産業の一つが山形緞通（手織・手刺
し最高級絨毯）です。デザインから染色、織りまで一貫生産
による品質管理を行っています。緻密な作りの織画はまさに
芸術品です。皇居や迎賓館、バチカン宮殿など国内外の主
要施設に納入されており、技術力と芸術性が世界的に高く
評価されています。

中・作谷沢
地区周辺

MAP C-5・D-5

山形ゴルフ倶楽部
大パノラマを背景にナイスショット！

フラットなレイアウトと斬新なアメリカンスタイルの18ホール。
コースからは、蔵王連峰や月山をはじめ、朝日連峰などの大
パノラマが展望でき、プレーをしながら雄大な自然を満喫す
ることができます。

　入場無料　　Tel.023-666-2116（森林学習展示館）d 問

Tel.023-666-2221問

玉虫沼
お姫様の悲しい伝説が残る湖

室町時代につくられた、山形県内最古のため池。平成22年に
農林水産省の「全国ため池百選」に選ばれ、岬には玉虫姫を
祀る玉虫大明神があります。周囲の岸辺には遊歩道がめぐら
され、湖畔の散策や釣りのスポットとしても知られています。

大蕨の棚田
古より慈しみ守り続けた原風景

昔ながらの田園風景を残す大蕨の棚田は、平成11年に農
林水産省が行った「日本の棚田百選」に選ばれたほどの景
観。ズラリと稲ぐいが立ち並ぶ風景は圧巻です。
見学自由d見学自由d

見学自由d

畑谷城址（館山山頂）
上杉軍と戦った戦場跡地

畑谷城址畑谷城主江口五兵衛光清は、慶長5年(1600年)上杉勢約2
万の大軍を迎え撃ち、激闘の末、討ち死にを遂げました。激戦の地と
なった畑谷城址は、多様な空堀と大規模な土塁など戦国期ならではの
遺構が良好に保たれており、「戦国期の堅城30選」に選出されました。
館山山頂(主郭)と山麓の長松寺境内に江口公の碑が建っています。

白鷹湖沼群
これぞ「森と湖沼のふるさと」

山辺町の南西部、白鷹丘陵地帯には、大沼、琵琶沼、荒沼
などの湖沼が点在し、美しい景観をつくっています。

見学自由d

見学自由d

見学自由d

嶽原の水芭蕉
ハイキングとともに観賞

白鷹山の登山口・嶽原地区は水芭蕉の群生地です。雪解
けから、白く美しい花を咲かせる水芭蕉は白鷹山に春の訪
れを知らせてくれます。５月上旬頃が見頃になります。

MAP C-4

MAP C-5

MAP C-2

MAP C-5・D-5

MAP D-3MAP D-3

自 然

自 然

自 然

自 然

歴 史

　Tel.023-664-5811（オリエンタルカーペット株式会社）問

市街地
周辺

MAP F-1

ふるさと資料館
先人たちの繁栄を物語る

江戸時代以来の豪商佐藤家の土蔵を修理、復元したもの
で、北・南・西の三つ蔵と日本庭園からなっています。常設展
示のほか、様々なテーマの企画展も行われています。また、
2018年に日本遺産に認定された「山寺が支えた紅花文
化」の構成文化財になっている紅花染めの衣装も一年に数
日限定で公開されます。

安国寺
足利尊氏ゆかりの寺

足利尊氏が全国六十六ヶ国に設けた一国一個寺の一つで
す。開山当時のものは焼失したものの、宝暦年間（1751年
～）に再建された山門、鐘楼などのほか、夢窓式庭園も一
部残っています。

山辺温泉
地元でも人気のあったまりの湯

「ナトリウム塩化物泉」と「単純泉」の２つの源泉が楽しめ、
特に保温効果に優れています。食堂では「もちもちラーメン」
や名物「すだまり氷（季節限定）」が楽しめます。

ニット館「すだまり」
ニットの多彩な楽しみがわかる

全国有数のニット産業である山辺町のニット製品を工場か
ら直接提供しています。各シーズンのハイセンス・高品質の
商品を取りそろえ、直販ならではの価格で大好評。開館時間／ 6:30 ～ 21:00　入浴料／大人350円、子供150円

休館日／毎月第4月曜日
Tel.023-664-7777問

d

Tel.090-6684-8636問
開館時間／ 10:30 ～ 16:00　休館日／月曜日・お盆・年末年始d

町指定文化財第9号

山野辺城は中世以来歴史
に名を残していますが、慶
長6年（1601年）山形城主
最上義光の第4子山野辺
義忠公が山野辺城主とな
り、四の堀や出丸を持つ平
山城として完成したもの
で、各道路間は、「三叉路」
や「喰い違い」により安易
に直進できないような工夫
がなされています。城跡は
ほとんどなくなり、周囲の
土塁にわずかに往時を偲
ぶのみとなっています。

見学無料d

見学無料d 見学無料d

星ふるロード
山辺が誇る夜景スポット

三河尻地区から町中央公園わきを通り要害地区までの約
3kmの道。高台の道路から山形市の夜景が広がり、夜空に
浮かび上がる街の明かりが幻想の世界へと誘う、穴場的ス
ポットです。

MAP G-3

MAP F-1

MAP F-2

MAP F-2

MAP F-1

MAP F-2

自 然

歴 史

安達峰一郎は故郷山辺よりも日
本や海外など国際的に高く評
価された人物で、国際連盟日本
代表、常設国際司法裁判所所
長などを歴任し、明治、大正、
昭和にかけて世界の外交界
で活躍しました。「世界の良
心」と謳われた峰一郎は山
辺町の誇りです。

山辺町西高楯に生まれた郷土の偉人、安達峰一郎博士。生家は
山辺町に寄贈され、そのままの姿を今に残しています。生家屋内
と、敷地内に隣接する北部公民館には、博士に関係するさまざま
な書物や写真、直筆の書、偉大な功績を伝える当時の新聞記事
などが展示されています。

スポーツ

文 化

文 化

山辺の偉人
安達峰一郎博士生家

文 化

開館時間／ 9:30 ～ 16:30（11月～３月は10:00 ～ 16:00）
入館料／大人200円、学生100円（高校生以上）、
小人50円（中学生以下）　休館日／月曜日、祝日
Tel.023-664-5033問

d

拝観自由
Tel.023-664-5305 問

d

開館時間／8:30～17:00　入館料／無料　休館日／土・日曜日、祝日
Tel.023-667-0551（山辺町北部公民館）問

d

温 泉

山野辺城址
最上義光の子息が城主
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町指定文化財第3号

白河藩阿部氏が文
政6年山野辺などの
村々を支配するため
に設けた陣屋の遺構
です。陣屋本体は明
治3年に壊されました
が、玄関は小学校の
玄関などに利用さ
れ、旧役場跡地内に
保存されています。鵯
栓の廂（ひよどりせん
のひさし）を残すなど
建築学的にも重要な
価値を持っています。

見学無料d

MAP F-2

歴 史

歴 史

旧山野辺陣屋玄関
建築学的にも重要な建物

7

梵鐘は谷地の白鳥
城主白鳥十郎長久
が谷地八幡神社に奉
納したものでしたが、
白鳥氏が最上義光に
よって滅ぼされると、
山形両所宮に移り、
明治維新後少林寺
へ移されました。義光
によって建てられた
鐘楼は桃山時代の
作風を残し、梵鐘は
慶長以前に鋳造され
た銘鐘です。

MAP E-3

少林寺の梵鐘と鐘楼
山辺の歴史を見つめる古刹

9

見学自由d

自 然

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。

MAP C-4

弁財天（畑谷）湧水
山辺を代表する湧水スポット

5

町指定文化財第7号
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楼門  県指定文化財建造物　　  町指定文化財第19号
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レジャー

買 う

白鷹山
上杉鷹山公ゆかりの山

出羽丘陵の主峰として村山、置賜地区の旧五郡にまたがっ
てそびえ立っています。山頂には虚空蔵菩薩が祀られてお
り、いにしえより庶民信仰の山となっています。県民の森のシ
ンボルとして登山コースが設定され、多くのトレッキング愛好
者が訪れています。

MAP B-6

自 然

町指定文化財第21号

山遊び・おすすめ・スポット まち遊び・おすすめ・スポット

城郭研究者が
薦める堅城30選




