豊富な水源を要する西置賜地域には、５つものダムがあります。ダム湖の湖畔は新緑や紅葉の撮影
スポット、避暑やアウトドアスポットとして四季を通じて楽しめます。
凡例

A 木地山ダム

①管理主体 ②堤高(m) ③堤頂長(m) ④総貯水量(千㎥) ⑤完成年度(西暦)

①山形県 ②46 ③168.2 ④8200 ⑤1960

D 白川ダム

朝日山系の水を湛えたダム湖は風
光明媚な大自然に囲まれ、紅葉時は
東北のマッターホルン
「祝瓶山」
を映
す水面と周辺のブナ林が絶景です。

飯豊連峰を望むロックフィルダムの
上流には湖岸公園や源流の森があ
り、アウトドアから湖畔マラソン大
会まで大自然を存分に満喫できます。

※車がすれ違えない場所もある山道が続くので細心の注意を

B 長井ダム

（ながい百秋湖）

ダム湖カヌー体験
山麓の景色や湖畔近くの花々等を眺
めながらカヌーが楽しめます。指導
員が手解きするので初心者の方で
も大丈夫です。

①国土交通省 ②125.5 ③381 ④51000 ⑤2010

堤高は山形県一を誇り、自然と調和
したダム湖は「ながい百秋湖」と名
付けられ、展望 所から竜神大橋を
背景に素晴らしい景観が望めます。

①国土交通省 ②66 ③348.2 ④50000 ⑤1981

TEL：0238-77-2124 ／ いいでカヌークラブ

E 赤芝ダム

三淵渓谷通り抜け参拝

①企業 ②31.8 ③57.3 ④2078 ⑤1954

赤芝水力発電㈱の所有。紅葉の名
所、赤芝峡にあり、飯豊・朝日両山系
から集まる荒川の豊富な水量を利用
し発電しています。

三淵渓谷では神秘的な空間を通り
抜ける参拝探訪が５〜１１月に行わ
れています（有料、電話予約要）。
TEL：0238-87-0605 ／（特）最上川リバーツーリズムネットワーク

【東南置賜地域にあるダム】
F 綱木川ダム

羽越水害（1967年）を契機に建設
され 、水を豊富にたたえたダム湖
は、
「白い森おぐに湖」と命名され、
小国町の観光資源となっています。
ワカサギ釣り体験in白い森おぐに湖
小国の冬の新たな楽しみとなってい
る「ワカサギ釣り」には毎シーズン
2000人もの方が来ています（有料、
事前申込要）。
TEL：090-2607-7757 ／ 小国わかさぎ会

【主な西置賜の滝】

「日本一の滝王国山形」
を参照

三階滝
【長井市寺泉地内】
新緑や紅葉の季節、三段になった滝つぼに
差し込む日光が清涼で神聖な雰囲気をつく
る神秘的なパワースポットです（湧水有り）。
梅花皮（カイラギ）の滝
【小国町小玉川(飯豊連峰の石転び沢付近)】
世界百名瀑に数えられ、七段、270ｍに及ぶ滝。
雪が多い年に限り５月下旬から６月上旬に遠望可
能な幻の大滝です（一般の方は近づけません）。
三日月不動の滝
【飯豊町小白川地内(天狗山登山道の途中)】
細い渓谷を遡って辿り着く、秘境気分を味わ
える滝。不動尊が祀られた岩穴からその名
が付いています。

①山形県 ②74 ③367.5 ④9550 ⑤2007

ロックフィルのダム湖。
自然の恵みや水
資源への感謝と親しみを込め、地元で
は
「おしょうしな湖」
と呼ばれています。

G 水窪ダム

①山形県 ②62 ③205 ④31500 ⑤1982

農業用水ダム。
カモや水鳥が生息し、
釣りで賑わうダム湖では冬場のワカ
サギ釣りも楽しめます。

山形県西置賜地域(置賜地方)のこと
西置賜は山形県南表玄関に位置する置賜地方の西部１市３町か
らなる地域です。雄大な飯豊、朝日の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
栄を今に伝える豪商の屋敷が残り、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
をフラワー長井線や米坂線に揺られながら、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。

高速道路の開通で

おきたまがぐっと近くに！

福島から長井まで60分弱！
（福島〜米沢間40→20分）
地域内４市町の主要国道沿いに
道の駅が設置！

180haの広大な森林の中に、遊歩道、ログ
ハウス、
テント村など様々な施設があり、
自
然浴、森林浴で心身をリフレッシュできます。

白鷹町

N
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山形鉄道フラワー長井線

山形上山I.C
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形

西置賜地域には、最上川の舟運でにぎわった河岸や船着場があり、江戸時代には米沢藩の表玄関とし
て米や青荢、紅花などの特産品が最上川を下り上方に運ばれました。「山の港町」として栄えた当時
の面影が今も町場の景観として残っています。

【白鷹の舟運景観】
イ 日本一のヤナ場

ア 日本の紅をつくる町

町北部の最上川流域は五百川渓谷
と呼ばれ、
川幅が狭く流れが速いた
め簗場には絶好の地形で、昔から
川魚漁が行われていました。現在、
そこに、
日本で最大級の常設の観
光ヤナ場が設置されており、
自由に
見学できます。
上流の菖蒲地区は江戸時代の最上
川舟運の集積地区となっていました。

白鷹町は
「紅花の山形」
を代表する
地域で、現在も
「日本の紅（あか）
を
つくる町」
として、
日本一の紅花生産
量を誇っています。
かつて女性の口紅の原料や織物の
染料として使用されていた白鷹紅花
は紅花商人を通じ、北前船に揺ら
れて京へ運ばれ、艶やかで鮮やか
な紅や衣装として時代を彩りました。

町内の紅花畑

紅花先染め振袖「万葉からの誘」

TEL：0238-85-5577 ／ 白鷹ヤナ公園 あゆ茶屋

ウ 舟道開削跡とつぶて石

最上川の五百川渓谷付近の川底は岩盤群のため舟運利用は難しいとさ
れていましたが、17世紀後半に通船を妨げていた黒滝が開削されて舟運
が可能となりました。
開削跡に立つ「つぶて石」
には鎌倉時代の坂東武者が山の上から投げつ
けたものとの伝説があります。

【長井の町場景観】
エ やませ蔵美術館
（あら町6-61）

江戸時代から続いていた紬問屋
「山清」(やませい(店の屋号))の屋
敷内にある５つの蔵を開放して平
成３年に開館。最上川舟運で栄えた
商業都市長井の洗練された文化と
豊かさの象徴となっており、敷地内
には水路があり、明治時代に建て
られた蔵には京や大阪からの移入
品等が展示されています。
TEL：0238-88-9988

最上川舟運文化に由来する商家群
のひとつで、江戸時代から続く老舗
の醤油・味噌店。大正９年頃に再建
された店舗と蔵は約100ｍの長さ
があり、国の登録文化財に指定さ
れています。
当主が製造方法を代々
受け継ぐ秘伝の「あけがらし」は人
気商品となっています。
TEL：0238-88-2068
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東北中央自動車道

米沢
八幡原I.C

羽

最上川舟運と町場の美観でつながる西置賜ものがたり

カ 山一醤油店
（あら町6-57）

287

【ものがたりの案内人：
「卯の花姫」】
三 淵 渓 谷 には 、前 九 年 の 役
(1051〜1062年)で源義家に
討たれた陸奥の豪族 安倍貞任
の娘「卯の花姫」が身を投げて
龍神となったとの伝説が残され
ています。
伝統芸能の長井黒獅
子はその化身と言われています。
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南陽市
長井駅
今泉駅

羽前椿駅

113

山形駅
荒砥駅

287

長
井
線

小国駅

源流の森
（飯豊町大字須郷）

健康の森 横根（小国町大字小国小坂町）

山形中央I.C

長井市

【ダム付近の公園】
飯豊連峰と白川に囲まれた「源流の森」に
は、
冒険・散策・陶芸・木工など自然に親し
むレクリエーション施設がたくさんあります。

〝みづ は 〟

福島大笹生ＩＣ
（福島市）〜米沢北Ｉ
Ｃ
（米沢市）間は
無料区間に！大雪や大雨の時でも日本一長い
無料トンネルで安心して通行可！

おき たま

①国土交通省 ②72.5 ③277 ④24600 ⑤2007

おき たま

ものがたり

横川ダム
C （白い森おぐに湖）

“ ｢ 見 て ほ し い ｣ ｢ 食 べてほしい｣ ｢知ってほしい｣
｢ 体 験 し て ほ し い ｣ ｢ 楽しんでほしい｣”

つながる やまがた 西 置 賜

＊ダムカードあります

つながる西置賜

ダム湖畔の美景でつながる西置賜ものがたり

〝 み づ は 〟 も のがた り

つながる やまがた西置賜〝みづは〟ものがたり

幹

線
福島JCT

福島駅

福島飯坂I.C

観光についてのお問い合わせ 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
やまがた長井観光局 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
（一社）飯豊町観光協会 TEL：0238-86-2411

「みづは」とは水の神様のこと。西置賜にある長井の地名は「水の集まるところ」に由来します。

ク「みずはの小道」
（長井フットパスガイドマップより）

朝日連峰、飯豊連峰の山々を走る無数の沢水が置賜野川、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
表紙「三淵渓谷」：長井ダム（ながい百秋湖）の上流部にある高さ５０ｍを超える断崖絶壁の渓谷
写真提供：特定非営利活動法人 最上川リバーツーリズムネットワーク（ボートツーリング主催）

山形県置賜総合支庁
ホームページ

水の神様に導かれながら、街中に流れる、梅花藻（バイカモ※）の花が咲く水の
路を辿れば、風情のある四季折々の景色が楽しめます。歴史的な建造物を眺め
ながら歩いていくと最上川沿いの船着場跡に到着します。
※初夏から初秋に梅の花に似た白く小さな花を咲かせる多年生の水草

オ 丸大扇屋
（十日町1-11-7）

丸大扇屋は300年前から代々呉服
商を営んだ商家で、幕末から明治、
大正にかけての町屋の様子（商家
の暮らしぶり）
を残す全7棟の建築
物が保存されており、貴重な文化財
（平成15年県指定）
となっています。
彫刻家「長沼孝三」氏の生家でもあ
り、氏の彫刻館が併設されています。
TEL：0238-88-4151
キ “山の港町”ながい発祥の地（船着場跡）

江戸時代、京や大阪、江戸への主な
輸送手段は北前船によるもので、上
方との交易が盛んとなった元禄年
間に、長井までの最上川を川舟で航
行できる船場が完成し、上杉藩の表
玄関の役割を担いました。その後、
物資交流の拠点となり商人町として
急成長し、上方との文化交流も行わ
れました。

