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なんで感動！国内で唯一の
「ユネスコ食文化創造都市」分

野への加盟や3つの日本遺産認定
「出羽三山」「サムライゆかりのシル
ク」「北前船寄港地・船主集落」など
歴史と先人が守り続けた伝統文化
が息づいています。

まえも話題になった山形県産
米「つや姫」「雪若丸」の誕生、だ

だちゃ豆などの在来作物が豊かな実
りをもたらす農業、世界最先端のバ
イオ研究など高等教育研究機関の集
積とベンチャー企業の躍進は全国か
ら注目を集めています。

なの林が息づく山々や厳しく
も美しい自然の中に城下町の

佇まいや近代の息吹が共存する鶴
岡。本物にふれて楽しむ感動体験、学
びながらヒントをつかみ未来につな
ぐ、そんな旅をご紹介します。

過去と現在、現在と未来が見える街
　鶴岡市は、山形県で日本海に面する庄内地方の南部に位置し、江戸時代には、徳
川四天王の一人である酒井忠次の孫・忠勝が入封して庄内藩が治めた城下町です。
明治維新以降は、庄内地方の中心的な都市として文化、産業など様々な面で地域を
牽引してきました。
　平成17年10月に6市町村が合併して現「鶴岡市」となり、人口は山形県で第2位、面
積は東北で第１位の都市です。
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鶴岡市概要／ユネスコ食文化創造都市　

　平成26年12月、鶴岡の食文化がユネスコより高く評価され、
本市は国内で初めてユネスコ食文化創造都市となりました。
　鶴岡の食文化は、世代を超えてこの地域で栽培され、その種
を守り継いできた「在来作物」の存在、それぞれの家庭で継承さ
れてきた「孟宗汁」などの郷土料理や年間の催事で食べられる
行事食、季節に応じて様々な魚介類が水揚げされる庄内浜の恵
み、豊作を願い田の神、山の神に祈りをささげてきた食への精
神文化など多くの特徴があり、この多様さが地域の豊かさその
ものと言えます。
　鶴岡の四季と歴史文化が織りなす食の数々とともに、その背
景にある物語りを探ってみませんか。
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creative-tsuruoka

日本で唯一の食文化創造都市
世界のユネスコ食文化創造都市世界が認めた鶴岡の食文化

鶴岡の
食文化

P26
生きた文化財「在来作物」 一年を通じた多様な食材と郷土料理 歴史ある行事食

 ［世界で36都市の1つに認定］
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鶴岡市概要／加茂水族館

アシカ・アザラシの解説
「ひれあしの時間」レストラン「沖海月」美しい日本海と鳥海山の絶景

クラゲ展示種類数世界最大級！
鶴岡市立加茂水族館

2019
年1月1日

「恋人の聖地」に認定

　クラゲの展示種類数は世界記録に認定されたこともあり、
現在は約60種で世界最多です。直径5ｍの大水槽に約１万
匹のミズクラゲが漂う水族館として知られています。
　館内には、フグをはじめ地魚を提供するレストランもあ
ります。旬の時期、調理方法など地元の食文化紹介にも
力を入れています。

自然・インフラ
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鶴岡市概要／バイオテクノロジー

クリエイティブ人材が集い
成長を続けるバイオサイエンスの研究拠点

鶴岡サイエンスパーク

　2001年の慶應義塾大学先端生命科学研究所の開設以降、慶應先端研
の研究成果をもとにしたベンチャー企業の誕生や、研究機関等の進出
が進み、約560人が働く研究産業エリアに成長しています。
　サイエンスパークには、慶應先端研バイオラボ棟、鶴岡市先端研究
産業支援センター、Spiber㈱試作研究棟・本社研究棟、宿泊
滞在施設「SHONAI HOTEL SUIDEN TERRASSE」、子育
て支援施設「KIDS DOME SORAI」が立地しています。

宿泊滞在施設
SHONAI HOTEL SUIDEN TERRASSE
（ショウナイホテル スイデン テラス）

鶴岡市先端研究産業支援センター
（鶴岡メタボロームキャンパス）

Spiber株式会社
（試作研究棟・本社研究棟）

慶應義塾大学先端生命科学研究所
バイオラボ棟

SDGs
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子育て支援施設
KIDS DOME SORAI
（キッズドームソライ）
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鶴岡市概要／3つの日本遺産

～樹齢300年を超える
杉並木につつまれた

2,446段の石段から始まる
出羽三山～

旧庄内藩士3,000名が、刀を鍬に持ち
替えて広大な原野を開墾。日本最大の蚕
室群を建て最北の絹産地に導きました。

1400年の歴史を持つ出羽三山は
日本屈指の霊場です。現在・過去・
未来を象徴しています。

日本海側に残る数多くの寄港地・船主
集落の一つが鶴岡市加茂地区です。

のどかな街に
ダイナミックな
ストーリーが
点在しています！

自然と信仰が息づく
「生まれかわりの旅」    ●

サムライゆかりのシルク

～北前船寄港地・船主集落～

●●

日本近代化の原風景に
出会うまち鶴岡へ

荒波を越えた男たちの
夢が紡いだ異空間

松ヶ岡開墾場
旧西田川郡役所

羽黒山参道石段と杉並木 善寳寺五百羅漢堂

山に、里に、海に、３つの日本遺産

歴史・文化
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歴史・文化

P24 歴史・文化

P25
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SDGs 鶴岡の取り組みについて

山形県鶴岡市

森・食・農の文化と先端生命科学が共生する
“いのち輝く創造と伝統のまち鶴岡”創出事業
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SDGs 鶴岡の取り組みについて

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

鶴岡市が目指す2030年のあるべき姿

国内唯一のユネスコ創造都市
ネットワーク（食文化分野）の加盟認定

豊かな自然環境    
･出羽三山、森里川海 
･森林　･海洋資源

発展する産業経済    
･生命科学・関連産業
・観光産業・食産業

充実した市民社会
･食文化、個性重視教育
・先端的な健康   ・医療

歴史に基づく
伝統行事、民俗芸能

・高等教育    ・研究機関
・地域事業者 ・ベンチャー

いのち輝く、
創造と伝統のまち

鶴岡

～SDGs 未来都市～

豊かな自然、食材、
繊維等新素材
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SDGs 鶴岡の取り組みについて

食文化創造都市鶴岡のBISTRO下水道
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鶴岡で
実施中の事業

消化ガス発電と余利熱利用

処理水潅漑による飼料米栽培

処理水でアユ養殖と水耕栽培

コンポストの利用促進

BISTRO下水道の取組み
YouTube鶴岡市公式

チャンネル

鶴岡市×JA鶴岡

鶴岡市×山形大学

鶴岡市×水ing
鶴岡市×東北サイエンス

ハウス栽培

電機事業者一般家庭等

コンポスト

鶴岡バイオガスパワー

鶴岡浄化センター
〒997-0011

山形県鶴岡市宝田３丁目２１－１
TEL.0235-24-7033

施設見学
お問い合わせ
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SDGs  鶴岡の取り組みについて　

里山の多様な自然環境と歴史・文化が残る場所

都沢湿地

日本海

下池

上池

高館山八森山

大山公園
（旧尾浦城）

ラムサール条約湿地

大山上池・下池

低地にブナ林が残る里山
高 館 山

都沢湿地
庄内の低湿地再生を目指す

　下池に隣接する都沢湿地は、もとは田んぼ
でした。下池から浸出水によって庄内平野にか
つて広がっていた湿地環境を再生することを
目指しています。現在は、市民とともに外来動
植物の駆除やヨシ・マコモの刈り取りを行い、
もともとこの地にすむ多様な動植物が賑わう
湿地を再生する活動を行っています。また、駆
除した外来生物を食材として活用する「食べ
て環境保全」の事業にも取り組んでいます。

　江戸時代に治山治水の水害対策と農業
用水の貯水池として築造されました。現
在もその役割を果たしつつ、コハクチョウを
はじめとする渡り鳥や多様な動植物が生息
していることから、2018年には「ラムサール
条約登録湿地」に指定されました。また、お
盆には江戸時代から続く浮草組合によるハ
スの花や葉の刈り取り作業が行われます。

　標高274ｍの低山ながら、江戸幕府の直
轄領として森林の伐採が禁じられたためブ
ナ群生林が残っており、貴重な動植物が生
息しています。散策や自然観察の場としても
人気があります。また、高館山に降った雨や
雪解け水は山に貯められ、池や湿地にゆっく
りと流れ込み、水源の役割を担っています。

春にはカタクリの花が咲く

コハクチョウは紅葉の時期に飛来数が増加するアメリカザリガニ料理

アメリカザリガニ釣り

〒997-1125 山形県鶴岡市馬町駒繋３－１
TEL.0235-33-8693
Mail：info@hotoria-tsuruoka.jp
http://hotoria-tsuruoka.jp/

自然・施設見学
お問い合わせ
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SDGs 鶴岡の取り組みについて　
省エネ大賞（省エネ事例部門）受賞！湯野浜地区CO2大幅削減

湯野浜温泉に
宿泊の場合は無料で
見学できます。集中給湯設備の導入（共同インフラ事業）

　温泉で水道水を加熱して給湯（65℃）をつくり、地域内に敷設した集中給湯配管を通
じて各施設に供給しています。給湯に必要なエネルギーを化石燃料利用から温泉未利
用熱利用に換えることでCO2排出量を大幅に削減しています。

温泉未利用熱を活用して
地域全体で大幅なCO2削減を実現

湯野浜温泉上空から

湯野浜100年構想
１００年前も今も１００年先も変らない
湯野浜の価値～海・白浜・温泉～

温泉未利用熱を活用した集中給湯設備

集中給湯動力盤

湯野浜温泉街の中心部ある
熱交換システムの集中給湯機械室

持続
的発展

可能な地域社会を目指した

地球環境と温泉事業、
両面での持続化を可能にした
集中給湯システムの機械室を
見学することができます。

湯野浜源泉設備保有株式会社
〒997-1201 山形県鶴岡市湯野浜1-1-7
TEL.0235-75-2519

施設見学
お問い合わせ
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SDGs 鶴岡の取り組みについて

～人と、木と、未来～ 鶴岡バイオマス発電所

森林未利用材に
価値を生む
木質バイオマス

　間伐材など、これまで山の中に放置されること
が多く、利用されてこなかった木材を木質バイオマ
ス発電用燃料等として活用することで、地球温暖
化防止に貢献しています。

　旧櫛引町の一角に位
置する木質バイオマス発
電所で、FIT（固定価格買
取制度）としては県内第1
号となります。 
　森林組合・林産業との
地元密着型であり、雪の
多い山形県で稼働する、
間伐材由来を主燃料とし
た1,995kW発電として注
目されています。

　見学内容（おおよその時間）
●概要紹介（座学30分）／概要DVD、質疑応答
●見学時間（30分）／チップ工場、発電所等の見学

　受け入れ条件
●定員／20名程度
●服装等／ヘルメット着用（貸出あり）
●料金／無料（学習を目的とした見学に限る）
●その他／学校担当者からの予約
　　　　　安全確保のための引率者の協力
　　　　　機械トラブル時は、対応できない場合あり

　見学・視察の一例
●木質バイオマス発電の仕組み
●発電用燃料の製造過程
●中高生の郊外研修・職業見学として

鶴岡バイオマス発電所
〒997-0341 山形県鶴岡市下山添字庄南45-3
TEL.0235-78-7707
FAX.0235-57-5777

施設見学

お問い合わせ
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SDGs 鶴岡の取り組みについて

＊見学内容：研究教育活動の概要説明、施設見学
＊受入人数：30名以内（それ以上は要相談）
＊所要時間：60分程度
＊対　　象：小学4年生以上～
＊受入可能時間：平日10:00～16:00
＊申込方法：ウェブサイトを確認の上メール申し込み
＊申し込み・問い合わせ
　慶應義塾大学先端生命科学研究所
　広報・渉外担当
　TEL：0235-29-0802
　E-mail：off ice@ttck.keio.ac.jp 

＊客室：全119室
＊部屋タイプ(洋室1名～4名利用)
＊レストラン：122席
　　　ランチ 11:00～14:00（L.O.14:00）
　　　カフェ 14:00～17:00（L.O.16:30）
　　　ディナー 17:30～22:00(L.O.21:30)

＊見学内容：◎鶴岡サイエンスパーク概要説明　　　
　　　　  ◎施設見学
＊受入人数：約100人
＊受  入  日：平日のうち2日（60～90分）
　※祝日、年末年始、時期によってお受けできない場合あり

＊料金：資料代 １人1,000円 （当日現金払い）
   ※中学生以下無料

＊申込方法：電話、メールで事前連絡
               申請書を２週間前提出
＊申し込み・問い合わせ　　　　　　　　　　　　
鶴岡市企画部政策企画課　　　　　　　　　　
TEL：0235-25-2111（内線524）
  E-mail：seisakukikaku@city.tsuruoka.yamagata.jp

慶應義塾大学先端生命科学研究所
Institute for Advanced Biosciences, Keio University Tsuruoka Metabolome Campus

【鶴岡サイエンスパーク総合窓口】
鶴岡市企画部政策企画課
TEL.0235-25-2111（内線524）

キッズドーム ソライ

ショウナイホテルスイデンテラス

慶大先端研の研究教育活動、サイエンスを核とした
鶴岡市のまちづくり、活躍するベンチャー企業紹介、
ソライのユニークな遊び体験など、興味関心に応じて
見学内容を組み立てることができます。スイデンテラ
スは視察前後のランチや宿泊先にご利用ください。

＊団体利用時間：2時間
＊申込：2週間前まで
＊団体料金：小学生以上の場合1人につき
　　　　　1400円
＊団体人数：内容により10名以上
＊ご要望により団体向けワークショップ可能

①慶大先端研の活動見学＋スイデンテラスでランチ
②まちづくり概要、ベンチャー企業紹介、パーク全体
　外観見学＋スイデンテラス宿泊 
③キッズドームソライ＋スイデンテラスでランチ

バイオラボ棟：鶴岡市大宝寺字日本国403-1 鶴岡市覚岸寺水上246-2

鶴岡市先端研究産業支援センター

［ 鶴岡サイエンスパーク視察例 ］

屋内児童施設

TEL.0235-25-7424
E-mail : info.st@yamagata-design.com

TEL.0235-26-8801
E-mail : info.sorai@yamagata-design.com

web site

施設見学
お問い合わせ

宿泊滞在施設

鶴岡サイエンスパーク

※受入できない期間もありますので、詳しくはこちらをご覧ください▲

Tsuruoka City

鶴岡市

web site

Institute for 
Advanced Biosciences
Keio University
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教育旅行モデルコース

ダム、橋、港などのインフラ(公共施設)を学習施設や観光資源のひとつとして活用する取組みです。普段なかなか入る機会の
ないインフラ施設を訪問し、見て、聞いて、触って、「非日常」を教育旅行の一環に取り組んでみてはいかがでしょう。

「食文化創造都市鶴岡のBISTRO下水道」とインフラツーリズム

MANABU

TSURUOKA
モデルコース環境学習コース

　
〈コース凡例〉

見学時間

見学施設名
※記載してある時間はおおよそのめやすです。

移動距離
移動時間

インフラツーリズムと自然学習交流館ほとりあ

「地球温暖化防止」と果樹収穫体験（鶴岡市櫛引地区）

1日目

2日目

宿泊地

120分

羽黒随神門～五重塔～2446段の石段～
出羽三山神社（羽黒山頂）

40分

最上川さみだれ大堰
〈環境学習・ガイド有〉

60分～120分

櫛引地区収穫体験
6月～11月

30分

黒川能の里 王祇会館
〈教育施設・ガイド有〉

宿泊地

60分

加茂水族館
〈市民ボランティアガイド有〉

各地
60分

鶴岡バイオマス発電所見学
〈環境学習・ガイド有〉 5㎞

10分

20㎞
25分

5㎞
10分

21㎞
45 分

各地

1日目

2日目

注：収穫体験は季節限定

各地 宿泊地
30分～60分 120分

月山ダム見学
〈防災学習・ガイド有〉

羽黒随神門～五重塔～2446段の石段～
出羽三山神社（羽黒山頂）

60分

致道博物館
〈教育施設・ガイド有〉

40分

旧風間家住宅　丙申堂
〈市民ボランティアガイド有〉35㎞

50分
19㎞
25分

1㎞
5分

1日目

宿泊地 各地
60分 60分

加茂水族館
〈市民ボランティアガイド有〉

BISTRO下水道
〈環境学習・ガイド有〉

40分

最上川さみだれ大堰
〈環境学習・ガイド有〉35㎞

50分
19㎞
25分

2日目

★インフラツーリズムとは!?

宿泊地40分

最上川さみだれ大堰
〈環境学習・ガイド有〉

40分

出羽三山神社
（羽黒山頂）

60分～90分

鶴岡公園周辺
【致道博物館・致道館・大寶館・藤沢周平記念館】

〈教育施設・学芸員等によるガイド有〉
各地

90分

古口～最上川舟下り～草薙
（乗船時間は60分） 3㎞

5分
20㎞
25分

19㎞
25分 鶴岡公園周辺

60分

加茂水族館
〈市民ボランティアガイド有〉

60分～120分

自然学習交流館ほとりあ
〈環境学習・ガイド有〉宿泊地 9㎞

15分
各地30㎞

40分 30分～60分

月山ダム見学
〈防災学習・ガイド有〉
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集中給湯設備の導入（共同インフラ事業）
　温泉で水道水を加熱して給湯（65℃）をつくり、地域内に敷設した集中給湯配管を通
じて各施設に供給しています。給湯に必要なエネルギーを化石燃料利用から温泉未利
用熱利用に換えることでCO2排出量を大幅に削減しています。

教育旅行モデルコース 教育旅行モデルコース

湯野浜温泉で環境学習（CO2削減プロジェクト）と坐禅体験（善寳寺）

MANABU

TSURUOKA
モデルコース歴史・文化学習コース ※記載してある時間はおおよそのめやすです。〈コース凡例〉

見学時間

見学施設名移動距離
移動時間

1日目

2日目

1日目

2日目

湯野浜温泉

各地
30分～60分

月山ダム見学
〈防災学習・ガイド有〉

2グループに分かれて体験

35㎞
50分

4㎞
8分
8㎞
15分

14㎞
20分
20㎞
30分

35㎞
50分

5㎞
１０分

各地

各地

120分 90分

60分

ーー60分

ーー30分

羽黒随神門～五重塔～2446段の石段～
出羽三山神社（羽黒山頂）

60分

加茂水族館
〈市民ボランティアガイド有〉

古口～最上川舟下り～草薙
（乗船時間は60分）27㎞

40分
33㎞
50分

12K
25 分

あつみ温泉
60分 40分

加茂水族館
〈市民ボランティアガイド有〉

旧風間家住宅　丙申堂
〈市民ボランティアガイド有〉25K

30分
12㎞
25分 60分～90分

鶴岡市街地にてグループ別体験
（御殿まり製作・絵ろうそく絵付けなど）12㎞

25分

60分～90分

75分

75分

鶴岡公園周辺
【致道博物館・致道館・大寶館・藤沢周平記念館】

〈教育施設・学芸員等によるガイド有〉
鶴岡公園周辺

あつみ地区で自然体験と歴史学習（旧風間家住宅　丙申堂）

各地
40分

出羽三山神社（羽黒山頂）

A

B
A
B

〈環境学習〉 湯野浜地区CO2削減プロジェクト

〈体験学習〉 龍王尊 善寳寺 坐禅体験
湯野浜温泉泊

50㎞
60分

50㎞
60分 あつみ温泉泊

松ヶ岡開墾場〈教育施設・ガイド有〉

黒川能の里 王祇会館〈教育施設・ガイド有〉

Green Blue あつみ自然体験
（鼠ヶ関・温海）

または
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教育旅行モデルコース

MANABU

TSURUOKA
モデルコース体験学習コース ※記載してある時間はおおよそのめやすです。〈コース凡例〉

見学時間

見学施設名移動距離
移動時間

1日目

2日目

1日目

2日目

※注：孟宗掘り体験は季節限定

8㎞
5分

10㎞
20分

孟宗掘り体験（湯田川温泉周辺）と歴史学習（松ヶ岡開墾場・王祇会館）　

豊浦地区（三瀬・由良）で海・山自然体験と最上川舟下り

湯田川温泉

湯田川温泉泊

各地

8:00～12:30
湯田川地区周辺にて孟宗堀りと調理体験～昼食25㎞

30分 40分

産直施設見学12㎞
25分

60分

60分

龍王尊 善寳寺〈坐禅体験可〉

加茂水族館〈市民ボランティアガイド有〉

小規模校向
5月中旬～下旬

ーー30分～60分

ーー40分

月山ダム見学〈防災学習・ガイド有〉

最上川さみだれ大堰〈環境学習・ガイド有〉

注：収穫体験は季節限定

由良地区泊　
60分60分～120分

加茂水族館
〈市民ボランティアガイド有〉

60分

ひゃくねん森の里山体験
（三瀬地区）

60分

ゆらまちっく漁村体験
（由良地区）

各地
櫛引地区収穫体験
6月～11月 20㎞

35分
10㎞
20分

5㎞
10分

14㎞
20分
20㎞
30分

各地
40分

出羽三山神社（羽黒山頂）
20㎞
40分
20㎞
40分

松ヶ岡開墾場〈教育施設・ガイド有〉

黒川能の里 王祇会館〈教育施設・ガイド有〉

25㎞
50分
28㎞
50分

ーー60分

ーー30分

または

または

60分

致道博物館
〈教育施設・ガイド有〉

50分

松ヶ岡開墾場
〈教育施設・ガイド有〉

宿泊地 14㎞
25分

各地40分

出羽三山神社（羽黒山頂）1㎞
5分 120分

古口～最上川舟下り～草薙
（乗船時間は60分）33㎞

50分
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DATA-2021/03/09

鶴岡市立加茂水族館 17 有料 有/無料 60分～ 無 特別プログラム有

月山ダム 18 不要 有/無料 30分～ 冬季間有

最上川さみだれ大堰 19 不要 有/無料

／
／
／

／

／／ ／ ／

／
／
／
／

40分～ 有

Green Blue あつみ自然体験

20

有料 内容による 要問合せ

由良漁村体験 有料 内容による 要問合せ

ひゃくねん森の里山体験 有料 内容による 要問合せ

致道博物館

21

21

要 有/無料 60分～ 冬季間有 研修プログラム有

荘内藩校致道館

22

不要 有/無料 30分～ 有

大寶館

22

22

不要 有/無料 30分～ 有

旧風間家住宅「丙申堂」

23

要 有/無料 40分～ 冬季間有

荘内神社 不要 15分～ 無

鶴岡市立藤沢周平記念館 要※

要※

※中学生以下無料

荘内論語素読体験有（有料）

無 30分～ 有

出羽三山神社

24

不要 無 40分～ 無

松ヶ岡開墾記念館

25

25

イヤホンガイド 30分～ 有 イヤホンガイドはスマートフォンでの利用
※中学生以下無料

龍王尊 善寳寺

26

不要 有/無料（条件有） 40分～ 無 一部有料施設有／坐禅体験有（有料）

黒川能の里 王祇会館 要 有/無料 30分～ 有

ユネスコ食文化創造都市の紹介

27

27

27

羽黒山2446段石段体験 28 不要 60分～ 無 冬季間不可

上野御殿まり教室（制作体験） 28 要 30分～ 有

富樫蝋燭店（絵ろうそく絵付け体験） 28 要 60分～ 有

フルーツタウンくしびき（観光果樹園） 29 要 内容による 要問合せ

備考掲載
ページ

入館
料等

ガイド説明
（予約制）

所要時間
目安 休館日等施設名等

施設紹介 一覧
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施設紹介／自然・インフラツーリズム　

加茂水族館
ホームページ

加茂水族館で
海洋環境について　　なぶ
クラゲの展示種類数世界最大級を誇る水族館で、様々な形や大きさ、
色をしたクラゲを観察し、解説プログラム「クラゲのおはなし」で生態や繁
殖、分類などについて学ぶことができます。普段は入れないレクチャールー
ムでの特別プログラム「クラゲ学習会」（無料）を受けることもできます。 

生態や繁殖、分類などについて、 ス
ライドや動画で解説したり、 実物の
クラゲで観察したりします。

ま

希望日の1か月
前までにホーム
ページ内の申込
みフォームよりお
申込みください。

鶴岡市立加茂水族館
〒997-1206 山形県鶴岡市今泉字大久保657-1
TEL 0235-33-3036

学習・体験（無料）

お問い合わせ
※入館料は別途必要です。



たくさんの発見、おどろきがつまった
ダムの中へみなさんをご案内します。
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施設紹介／自然・インフラツーリズム　

庄
内
の
未
来
を
う
る
お
す

赤川水系̶̶梵字川

月山ダム
月山ダムの
はたらき

洪 水をふせぎます
美 しい川を守ります
水 道用水を確保します
電 気をつくります

　あさひ月山湖にある月山ダム管理所１階２階は、インフォメーション
ホールになっています。ホール内には、赤川に住む魚たちを展示してい
るほか、模型等による月山ダムの紹介をしています。
　2階には、ダム湖を展望できる展望デッキがあります。 また、ダムの
中の放流ゲートや様々な施設など見学出来るダム見学も行っています。

山形県の庄内平野を流れる一級

河川赤川の右支川梵字川（鶴岡市

朝日地区内）に建設され、治水と

利水を併せ持つ多目的ダムです。

月山ダム管理所
ホームページ

月山ダム管理所
〒997-0405 山形県鶴岡市上名川東山8-112
TEL.0235-54-6711

施設見学（無料）
お問い合わせ
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施設紹介／自然・インフラツーリズム　

最上川

ゴム堰

舟通し

魚 道

最上川さみだれ大堰
芭蕉もびっくり!?日本最大級のゴム堰 最上川にゆかりの深い俳聖・松

尾芭蕉の有名な句にちなんで
命名されました。
　～さみだれを
　　　　あつめてはやし
　　　　　　　　 最上川～

堰の両岸にもうけた「魚道」
を通る魚を真横から観察で
きる「フィッシュギャラ
リー」。さまざまな魚を見る
ことができます。

　最上川を横断する日本最大級のゴム堰で
全長209.5m。川の氾濫の予防と農業用水
の安定的な取水確保を目的に整備され、現在
では庄内平野の広大な田畑を潤す重要な堰
として活躍しています。
　農業用水が必要なときは川にわたした巨大
なゴムチューブに空気を送り込み、堰を立ち上
げる仕組み。堰を起こした状態でも魚や舟が
通れるよう「魚道」「舟通し」があります。

最上川の魚の自然な姿を
間近に観察！

堰を立ち上げるのはだいたい4月下旬
から9月中旬頃。それ以外のときは空気
を抜いて、堰を倒しています。時期に
よって違う景観を確かめてみては。

魚 道

→

国土交通省 東北地方整備局
酒田河川国道事務所
飽海出張所
〒999-6811
山形県酒田市柏谷沢字内山40-1
TEL.0234-57-2077

施設見学（無料）
お問い合わせ

地下の観
察室



致道博物館
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施設紹介／歴史・文化・城下町

　鶴岡公園の西隣に位置
し、鶴岡の歴史や文化を
知る上で欠かせない施設
です。移築した3棟の重
要文化財建造物と国指定
名勝庭園を保存公開して
います。
　「重要有形民俗文化財収
蔵庫」では、庄内地方の暮ら
しを今に伝える貴重な資料
を収蔵展示しています。

江戸時代創建の湯殿山麓田麦俣多層民家
の重要文化財旧渋谷家住宅が、移築保存さ
れています。

   里山体験

致道博物館
 〒997-0036
山形県鶴岡市家中新町10-18
TEL.0235-22-1199

施設見学（有料）

お問い合わせ

旧鶴岡警察署庁舎

田麦俣の多層民家

Ａコース：庄内の歴史を学ぶ
①江戸時代の庄内・武士の鍛錬等
②昔の暮らし（農山村での住まいと暮らし）
③仕事と道具（農山漁村）
④北前船が運んだ文化
⑤庄内の古代（考古関係）
⑥戊辰戦争と西郷隆盛
　
Ｂコース：体験型学習
①甲冑着用体験（甲冑は１領）
②昔の農具を使ってみよう
③刀のしくみを知ろう

Ｃコース：博物館の仕事を知る
内容
・学芸員の役割とは
・受付・事務の仕事で大切なこと
・博物館を維持運営するための多彩な仕事
　（メンテナンスなど裏話的な話しも）

◎概 要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・※60～90分位
見学時間は学芸員の説明と、自由見学含め60分位が目安です。
各研修コースとも行程に合わせ、研修時間の調整はできます。
生徒数が多い場合は各研修コースを組み合わせての対応は可能です
が、学芸員は最大３名での対応になります。
◎手配上の注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
立寄りの際は、事前に必ずご予約をお願いします。
研修内容についてのご相談は遅くとも1か月前にお願いします。
展示替え期間（不定期で３日間位）は対応できない場合がございます。
複数の学校が重なった場合はご希望に添えない場合もございます。

致道博物館の教育旅行研修コース

展示を
見学しながら
学芸員が
解説案内

職場訪問
としての
研修

５名位までの
小グループ
向け

※①～⑥をお選びください。組み合わせも可能です。

※①～③をお選びください。



庄内藩校 致道館 大寶館

 ………[ 庄内論語素読体験 ］………
内　容／説明+素読(30分～1時間）※要相談
体験料／テキスト代 300円／人
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施設紹介／歴史・文化・城下町

　この藩校建築は、現存するもの
としては東北地方唯一のもので、
歴史的、文化的にも価値が高いも
のとして知られています。明治六
年に閉校となるまでの間、地域の
人材の育成に貢献してきました。
致道館によって培われた教育の伝
統は、人づくりの環境、教育を重ん
ずる風土となって明治以後も受け
継がれ、多くの人材を生み出して
います。

　大正4年（1915）に大正天皇の即位を
記念して建てられました。シンプルな左
右対称の姿が美しく、白壁に赤いドーム
風の屋根が映える大宝館は、大正初期の
当時の洋風建築の意匠を今に伝える建
物として昭和56年（1981）に鶴岡市の有
形文化財に指定されました。
　明治以降各分野で活躍した鶴岡市出
身やゆかりの個人の資料を展示し紹介
しています。

施設見学（無料）    お問い合わせ 施設見学（無料）　   お問い合わせ

庄内藩校 致道館
〒997-0035
山形県鶴岡市馬場町11-45
TEL.0235-23-4672

大寶館
〒997-0035
山形県鶴岡市馬場町4-7（鶴岡公園内）
TEL.0235-24-3266

国指定
史跡

市指定
文化財



旧風間家住宅「丙申堂」

鶴岡市立
藤沢周平記念館

荘内神社
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施設紹介／歴史・文化・城下町

　鶴岡市出身の日本を代
表する時代小説家、藤沢周
平の作品を味わい深める
拠点。展示室には数多くの
作品を執筆した自宅書斎
を移築・再現。自筆原稿や
創作資料などを展示し、藤
沢周平の作品世界と生涯
を紹介しています。

▲花手水（はなちょうず）
目で見て癒され心身ともに清めていた
だくために四季折々の草花を浮かべて
います。

　荘内神社は、鶴ヶ岡城
が解体された後、庄内藩
領民の総意で明治十年に
創建されました。酒井家
初代から四人の藩主が祀
られています。
　宝物殿は、酒井家より
奉納された宝物を始め、
歴史的にも貴重
な品々が展示さ
れています。

　約4万個の石が置かれた石置屋根が特徴です。
主屋を中心に４つの蔵や広大な板の間と大黒柱な
ど、豪商の往時の面影を今に伝えています。貴重な
歴史遺産として、国指定重要文化財にも指定され注
目を集めています。

提供：鶴岡市立藤沢周平記念館

鶴岡市立藤沢周平記念館
〒997-0035
山形県鶴岡市馬場町4-6（鶴岡公園内）
TEL.0235-29-1880

施設見学（有料）

お問い合わせ

荘内神社
〒997-0035
鶴岡市馬場町4-1（鶴岡公園内）
TEL.0235-22-8100

境内拝観（無料）
お問い合わせ

施設見学（有料）

お問い合わせ

公益財団法人 克念社
〒997-0035
山形県鶴岡市馬場町1-17
TEL.0235-22-0015
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施設紹介／日本遺産構成文化財　出羽三山神社

出羽三山神社

境内拝観（無料）
お問い合わせ

目
を
閉
じ
感
じ
る
出
羽
三
山
参
り

月山・湯殿山は雪深い冬期に
は登拝することができなかっ
たことから、羽黒山の出羽神
社に月山と湯殿山の神を合
祀した「三神合祭殿」が造ら
れました。現存の茅葺き屋根
の荘厳な合祭殿造りの祭殿
は文政元年（1818）に再建し
たものです。

羽黒山参道の随神門から約
300ｍ、杉並木の中にたたず
む東北地方唯一の国宝・五
重塔は、平安中期に平将門が
建立したとされます。現存の
塔は室町時代に再建、慶長
13年（1608）に出羽山形藩
主・最上義光が修復したもの
です。

羽黒山五重塔

随神門

出羽三山神社

出羽三山神社
〒997-0292
山形県鶴岡市羽黒町手向字手向7
TEL.0235-62-2355

ここから2446
段の石段の参
道を上れば羽
黒山山頂。随
所にパワース
ポットが点在
しています。

国 宝



一番蚕室
（明治8年創建）

二番蚕室
（明治8年創建）

四番蚕室
（明治8年創建）

三番蚕室
（明治9年創建）

五番蚕室
（明治9年創建）
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施設紹介／日本遺産構成文化財　松ヶ岡開墾場

松ヶ岡開墾場

松ヶ岡開墾記念館（一番蚕室）

施設見学（有料）

お問い合わせ

松ヶ岡開墾記念館
 〒997-0158
山形県鶴岡市羽黒町松ヶ岡29
TEL.0235-62-3985

館内特徴

絹のまち鶴岡の原点

　松ヶ岡開墾場は、明治5年（1872）、旧庄内藩士が原生
林を切り拓き、苦労の末、開墾を成し遂げた土地です。
　藩士３０００人が、刀を鍬に替えて約３００㌶を開墾し、
明治10年（1877）までに10棟の大蚕室を建造しました。
今も、開墾を指揮した松ヶ岡本陣、５棟の大蚕室、蚕業稲荷
神社などが現存し、明治初期の面影をそのままにとどめて
いる国内でも貴重な場所です。記念館は、明治８年に建造
された建物を活用し、開墾の歴史やその後の「サムライ
ゆかりのシルク」への歩みを資料とともに紹介しています。

　侍による開墾事業は、後にシルク産業に
発展し、鶴岡のみならず、庄内の近代化に
大きく貢献しました。
　幾多の困難をのりこえてきた先人の功績
は、子孫によって継承・経営され、今も創業
の精神を伝えています。

松ヶ岡本陣 開墾当時の様子
組小屋と逞しい開墾士たち

◎歴史を伝えるシアタールーム
◎蚕室建設を再現した3D映像
◎タッチパネルで見る資料
◎西郷隆盛と松ヶ岡の歴史とは？

国指定
史跡

松ヶ岡開墾記念館に
歴史を聞いて楽しむ
音声ガイドがあります。

ヘッドホンカバー代 ￥100（税込）
日本語と英語が選べます。

松ヶ岡開墾場蔵

明治8年（1875）創建の一番蚕室を利用した記念館。
当時の建築技術もご覧いただけます。



黒川能の里 王祇会館龍王尊 善寳寺
◆自然豊かな6万5千坪の境内
◆6つの国指定文化財を含む大小25棟の堂塔伽藍  
　（平成27年11月17日 文化庁より登録） 
◆文化財に施された繊細な彫刻
◆今も人面魚の泳ぐ龍神信仰発祥の聖地「貝喰池」
善寳寺境内の文化財は、その建物の大きさだけに
目が行ってしまいますが、繊細に彫られた獅子や
鳳凰など、当時善寳寺で腕を振るった大工の棟梁
がおりました。魂を込めて彫り込んだ質の高い彫
刻にもご注目ください。

五重塔

境内の建物内（本
堂・慈照殿）見学
は、有料（500円）
です。※10名様以
上で予約頂いた
団体様には僧侶
が拝観案内をい
たします。
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施設紹介／日本遺産構成文化財　善寳寺　　　　　　　　  施設紹介／伝統芸能　黒川能

　黒川能の里「王祇会館」は「黒川能」を
紹介する展示機能と、地域住民の交流や
生涯学習の機能を併せ持つ施設です。
　王祇祭の稚児舞「大地踏」が実物大の
人形で再現され、視聴覚室では祭や舞の
資料映像を大型スクリーンで見ること
ができます。また、展示ホールには、実際
に舞台で使用されていた貴重な装束や
　　　　    能面なども収蔵しています。

黒川能の里 王祇会館
〒997-0311
山形県鶴岡市黒川字宮の下253
TEL.0235-57-5310

境内拝観（無料）

お問い合わせ

龍王尊 善寳寺
〒997-1117
山形県鶴岡市下川関根１００
TEL.0235-33-3303

お問い合わせ展示鑑賞（有料）
イメージ

■館内をスタッフがご案内致します。（要予約）

［ 座禅体験 ］（1名：1,000円／要予約）
（所要時間／ご指南30分・座禅30分）

小学生以下：500円

［能面着用体験できます］
（要相談・要予約）　 　春日神社の最も大事な祭事。

神社の神霊が宿る王祇様を上座
と下座の民家（当屋）にお迎えす
る神事の後、夜を徹して黒川能
が演じられます。祭りで振る舞
われる凍み豆腐も名物です。

国登録
有形
文化財

黒川能

王祇祭
おうぎさい

Memo
毎年

2月1日～2日



１４００年前から続く山岳信仰の聖地
「出羽三山」

500年の歴史をもつ民俗芸能

四季折々の旬の恵み
先人たちが育んできた
鶴岡市独自の食文化

　鶴岡市は面積が約1,300平方㎞と東北地方でもっとも広く、2,000m級の
山々から森・里・川・そして海に至るまで変化に富んだ地形に恵まれて
おり、その豊かな自然は、様々な農産物や山菜、魚介類など四季折々の旬の
恵みをもたらしてくれます。
　この素晴らしい風土の中で昔から人々は農林水産業にいそしみ、ここで
とれる多様な食材を使って様々な料理や文化を発展させ、それぞれの地域
で四季折々の郷土料理や行事食として受け継がれてきました。
　鶴岡市の食文化は、先人たちが自然と向き合いながら時間をかけて育ん
できたものです。

「
黒
川
能
」

食と農の原風景城下町鶴岡の
風土が育んだ
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ユネスコ食文化創造都市

精神文化～出羽三山・修験道の文化～

精神文化～黒川能とともに継承される食文化～

国宝・五重塔と秋の峰入り

羽黒山・参道の杉並木 松例祭

在来作物:藤沢かぶ

在来作物:民田なす

豆腐焼き

稲刈り出羽三山の精進料理
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自然・インフラツーリズム／自然体験　

美しい庄内海岸に浮かぶ白山島の豊かな自然や海
を愛し、そこで働く人びとの暮らしを体験してみま
せんか？本物の体験ができるプログラムをご用意
しております。

普段できない五感を使った学びがぎっしり！
「持続可能な暮らし」のヒントに繋がる体験です。

森の中の素材を使って各種製作を行うこ
とが出来ます。雨の日等は、炭焼き小屋や
ログハウスの中で活動できます。

由良地域協議会「ゆらまちっく戦略会議」
〒999-7464 山形県鶴岡市由良二丁目14-53
（由良温泉観光協会内）TEL.0235-73-2250

NPO法人 自然体験温海コーディネット
〒999-7316 山形県鶴岡市小国字沢田51（楯山荘内）
TEL.050-5848-7946

三瀬地区自治会
〒999-7463 山形県鶴岡市三瀬堅田 138-8
TEL.0235-73-2001

森の
探検
炭焼
き体
験
薪割
り体
験
木工
細工

地曳網漁体験
漁師さんの仕事と
大漁の喜びを体験！

由良 漁
村体験

   G
reen
 Blue 

   あつ
み自然体験    ひ

ゃくねん森の   里山体験

オススメ

お問い
合わせ

お問い
合わせ

お問い
合わせ

※各地域事前予約が必要です。※それぞれ体験に期間がありますので事前にお問い合わせください。

体験いろいろ♪
海に森

に

体験い
ろいろ

♪

海なら
ではの

 

体験い
ろいろ

♪

美しい
森で

楽しく
遊ぼう

♪

海の豊かさ考えよう！
鼠ヶ関 ビーチコーミング＆
貝殻アートクラフト

オススメ

期間／4月～11月

期間／5月～8月

ひゃくねん森散策
約７００ｍのコースを

１時間ほどかけてご案内

オススメ

期間／通年

観察地曳網漁体験 魚ッチング
イカの一夜干し作り体験
ウミのイカダ体験
シナの花BIO石けん作り体験

潮の風を感じる八乙女浦クルージング
磯ガニとの知恵比べ⁉磯ガニ釣り
思い出を形に…貝がらクラフト
自分でさばいて イカ一夜干し作り

豊かな海や森をフィールドに、地元の人と一緒に体験！
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感動体験／地域の暮らしや人からまなぶ

富樫ろうそく店
〒997-0028
山形県鶴岡市山王町10-52
TEL.0235-22-1070

羽黒町観光協会（いでは文化記念館内）
〒997-0211 山形県鶴岡市羽黒町手向字院主南72番地
TEL.0235-62-4727

上野御殿まり教室
〒997-0034
山形県鶴岡市本町一丁目5-36
TEL.0235-22-8140

お問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

貴重な制作体
験

いでは文化記念館

小筆で絵付け
体験

水面で揺らめく
かわいい
水ろうそく♪

上野御殿まり教室

富樫蝋燭店

羽黒山2446段石段体験

　参勤交代の際に幕府への献上品として
扱われた由緒ある品で、手描きの繊細で
華やかな色彩模様が人気。富樫ろうそく店
では、その伝統的な模様の描き方をやさし
く指導してくれ、所要時間１時間程度で自
分だけの絵ろうそくを作ることができます。

　羽黒山の入口、随神門をくぐり参道に入ると、
ふっと空気が変わるのを感じるでしょう。敷き
詰められた石段を下れば、遠くからせせらぎが
聞こえてきます。参道沿いに立ち並ぶのは、樹齢
350年から500年を越す老杉。その中へ歩みを進
めると、清々しさに満たされてくる―これが山
頂まで1.7km続く、羽黒山の参道。山岳信仰の世
界では山を母の胎内と考えることから、新たに
生まれ出るための産道と伝えられる山道です。

　庄内藩の奥女中たちが手慰
みに作ったのがはじまりといわ
れる御殿まり。色とりどりの糸で
一針ひと針刺繍された端正な
模様が美しい民芸品です。

修験の世界を学び、体験し、
未来へ伝える拠点。出羽三山
の歴史と文化遺産の数々を
展示し、目で見て楽しみなが
ら出羽三山の世界を学ぶこ
とができる施設です。

◀白装束に着替えての「山伏体験」では、
ガイドさん（要予約）のほら貝の音に
「受けたもう！」と応え「全てを受け入
れる」ことから始まります。
▼気軽に「お弁当を山頂で」を目標に登
のもオススメです。
　希望者には石段踏破認定証を差し上
げます。

国指定
特別天然
記念物

国指定
特別天然
記念物

国指定
特別天然
記念物

国指定
特別天然
記念物

国指定
特別天然
記念物

羽黒山杉並木羽黒山杉並木

手仕事
体験

手仕事
体験

初歩からていねいに教え
てくれるので、90分から3
時間程度で美しい御殿ま
りが完成します。
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感動体験／地域の暮らしや人からまなぶ

◎6月上旬～7月上旬
◎8月
◎9月～10月末

……
……
……

さくらんぼ狩り
ぶどう狩り（小粒～中粒）
ぶどう狩り（大粒）

※各農園はご予約が必要です。
※それぞれ体験料金が異なりますので事前にお問い合わせください。

フルーツタウンくしびき
観光果樹園のご案内

櫛引地域は、果樹の栽培種類数で
山形県内一を誇ります。地域内の
観光果樹園では、初夏から秋にか
けて、果物収穫体験を楽しめます。

もぎたて
パクリ
！

佐久間利兵衛
観光農園

長南農園

カラフルぶどう園

TEL.090-5182-5817
FAX.0235-57-2313
体験場所／鶴岡市西荒屋字杉下63

TEL.0235-57-5020
FAX.0235-57-4283
体験場所／
鶴岡市西荒屋字杉下144-2

TEL.090-1938-4247
体験場所／
鶴岡市西荒屋字宮の根169

もぎ取り体験（教育旅行には講話付／15分程度)

……
……
……

◎9月～10月下旬
◎9月～10月下旬
◎9月中旬～10月下旬

ぶどう狩り（大粒）
なし狩り（和梨）
りんご狩り

もぎ取り体験（教育旅行には講話付／20分程度)

ぶどうの大粒、中粒、小粒や赤品種、白品種、黒品種などをパッケージに
詰め合わせを作成します。ぶどうのお話などの時間もあります。

・もぎ取り体験

◎9月上旬～10月中旬
・ラッピング体験　
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インフォメーション／観光ガイドのご案内

鶴岡市街地
つるおかしがいちエリア

徳川四天王ゆかりの城下町

温海あつみエリア

温泉情緒あふれる湯のまち

櫛引 くしびきエリア

能文化残るフルーツタウン

鶴岡市観光ガイド協議会 あつみ温泉観光ガイド

櫛引観光ガイドの会

黒川能の里観光ガイドの会

　限られた時間を有効に使って鶴岡の旅を
楽しみたい！そんな方には、観光ガイドが楽
しい旅の思い出づくりに、心をこめてお手伝
いします。鶴岡公園周辺を中心に、お客様の
ニーズに合わせて柔軟に対応します。お気軽
にご相談ください。

　あつみ温泉内を中心に史跡・文学碑・景勝
地などをガイドがご案内いたします。

　戦国武将・加藤清正公ゆかりの地である丸
岡地区住民を中心に結成されたガイド組織
です。長年に渡って地域文化や加藤家ゆかり
の資料を調査・研究してきた知識と経験を用
いて、歴史ロマン豊かな案内をいたします。

◎料　金／ガイド1回につき
            (30～40分)

受付窓口／あつみ観光協会　㊡木・日・祝日
　　　　TEL.0235-43-3547

◎料　　金／ガイド１名につき

◎案内地域／鶴岡公園周辺
　　　　　　
◎対象期間／年末年始（12/29～1/3）を除く毎日
　　　　　　9：00～17：00（最大3時間まで）

◎5日前までお電話でお申し込みください

受付窓口／鶴岡市観光ガイド協議会事務局
　　　　　（鶴岡商工会議所内）
　　　　TEL.0235-24-7779

　　　　　（受付専用／平日9：00～17：30）
　　　　　FAX.0235-24-6171

1,000円（税込）

1,000円（税込）

国指定重要無形民俗文化財「黒川能」が伝わ
る黒川地区住民を中心に結成されたガイド
組織です。黒川能と共に暮らしてきた経験
を踏まえたお話で黒川能の奥深い世界と春
日神社内・周辺をご案内いたします。

◎料　金／観光客１名に付き
               （資料あり）
◎７日前までお申し込みください

受付窓口／前田代表宅　
　　　　　TEL・FAX.0235-57-3175

100円（税込）

◎料　金／観光客１名に付き
◎2日前までお申し込みください

受付窓口／黒川能の里王祇会館 ㊡水・年末年始         
　　　　 TEL.0235-57-5310

100円（税込）

鶴岡市街地エリア

鶴岡エリアマップ
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インフォメーション／観光ガイドのご案内

羽黒 はぐろエリア 朝日あさひエリア

山岳修験の霊場、出羽三山の表玄関 大自然に抱かれた郷愁の山里

　羽黒山のことをもっと知りたい方には、羽
黒山周遊ガイドがお勧めです。地元羽黒で、
息を吸うようにその歴史や文化をいっぱい
吸い込んできたガイドのみなさんが、一歩踏
み込んだ羽黒山へご案内致します。

　世界でも有数の豪雪地帯である月山は高
山植物の宝庫とも呼ばれています。
　月山八合目駐車場から弥陀ヶ原湿原を散
策し、月山中ノ宮を参拝して駐車場へ戻る
のがスタンダードコース。月山山麓に住み、
弥陀ヶ原の自然を知り尽くした観光ガイド
がご案内致します。

　出羽の古道｢六十里越街道｣1200年前より
開かれた古道です。
　四季の花々やブナの巨木など見どころ満
載です。山船頭人が歴史や自然、伝説などを
交えて街道をご案内します。
　はじめての古道歩きにおすすめです！

【月山八合目　弥陀ヶ原周遊ガイド】
◎集合場所／個人、団体によって異なります（要問合せ）
◎所要時間／約60分、約90分、約120分
◎料　　金／1～2名様・・・・・・・・・
        　　　 ３名様・・・・・・・・・・・ 
　　　　　　 4～20名様・・・・・・
◎４日前までお申し込みください
◎対 象 日／7月1日～10月上旬まで（全日対応可能）

◎料　金／30分・・・・・・・・・
　　　　　60分・・・・・・・・・
　　　　　120分・・・・・・・・
　　　　　1日・・・・・・・・・

◎３週間前までお申し込みください
   ガイド1人につき案内人数は1～15名
◎散策コースについて、ご遠慮なくご相
談下さい（ブナ林を歩きたい、途中で弁
当タイムなど）

◎受付窓口／あさひむら観光協会

　　　　　 TEL.0235-53-3411
　　　　　 FAX.0235-53-2400

❸ 月山山頂までの登山ガイド

❶ いでは観光ガイドの会 ❷ 月山観光ガイドの会 六十里越街道山船頭人

①②お客様の人数が20名を超えるごとに、ガイド1名追加を推奨しています。
◎受付窓口／①②羽黒町観光協会事務局（㊡火曜日  ※7～8月は休館日なし）

　TEL.0235-62-4727　FAX.0235-62-4729

【国宝・五重塔コース】
◎料　　金／ガイド1名・・・・・・
◎所要時間／45分程度
【五重塔・バス山頂コース】
◎料　　金／ガイド1名・・・・・・
◎所要時間／1時間40分程度
【石段山頂コース】
◎料　　金／ガイド1名・・・・・・
◎所要時間／2時間程度

◎7日前までお申し込みください
◎対象期間／4月～11月

3,000円（税込）

5,000円（税込）

7,000円（税込）

6,000円（税込）

3,000円（税込）
4,000円（税込）
5,000円（税込）
10,000円（税込）

9,000円（税込）
10,000円（税込）

月山ビジターセンター TEL.0235-62-4321
◎詳細はお問い合わせください

学生
団体料金



東京第一ホテル鶴岡
〒997-0031
山形県鶴岡市錦町2-10
TEL.0235-24-7611
FAX.0235-24-7621
◎会場数／3会場
◎最大収容人数／通常時600人
◎教育旅行用メニュー料金／
       　　　　　　1,500円（税込）～
◎アレルギー対応／可
◎大型バス駐車場／有り（5台）

グランド エル・サン
〒997-0801
山形県鶴岡市東原町17-7
TEL.0235-24-4633
FAX.0235-25-2522

◎会場数／5会場
◎最大収容人数／通常時500人
◎教育旅行用メニュー料金／1,500円（税込）～
◎アレルギー対応／可
◎大型バス駐車場／有り（複数台）

庄内観光物産館
〒997-0851
山形県鶴岡市布目中通80-1
TEL.0235-25-5114
FAX.0235-25-5112

◎会場数／2会場
◎最大収容人数／通常時372人
◎教育旅行用メニュー料金／
   880円（税込）～
◎アレルギー対応／可
◎大型バス駐車場／有り（15台）

◎会場数／2会場
◎最大収容人数／通常時100人
◎教育旅行用メニュー料金／
　　　　　    カレーライス 800円（税込）～
◎アレルギー対応／可
◎大型バス駐車場／有り（10台）

株式会社庄交コーポレーション

株式会社庄交コーポレーション
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インフォメーション／教育旅行受入昼食施設

休暇村庄内羽黒
〒997-0211 
山形県鶴岡市羽黒町手向字羽黒山８
TEL.0235-62-4270
FAX.0235-62-4271
E-mail :haguro@qkamura.or.jp
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インフォメーション／教育旅行受入宿泊施設（参考）                 　　　　　　　 　　　　　　　※詳細については各施設に直接お問い合わせください。
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インフォメーション／温泉地紹介

　開湯1300年、鶴岡の奥座
敷・湯田川温泉。環境省の国
民保養温泉地に指定される静
かな佇まいの山あいの温泉郷。
　夜は「路地行灯（ろじあんど
ん）」が温泉街を彩ります。
　平成13年には鶴岡市都市
景観賞を受賞しています。

　美しい海岸沿いにホテルや旅館が建ち並ぶ、
県内有数のリゾート。
　夕陽を見ながら入る露天風呂は、浜辺の温泉
郷ならではの醍醐味！
　釣り、マリンスポーツはもちろん、ゴルフ場や温
水プール、人気の加茂水族館も近いレジャース
ポットです。　　　　　　　　　　　　　　　

　お殿様の湯治場だった温泉。
華やかさの中に風情があり
清流が流れる温海川河畔は、
春の桜、夏の鮎釣り、秋は鮭
の遡上と四季折々の表情を
見せてくれます。
　街中にはお洒落な足湯カ
フェやギャラリーもあり贅沢な
時間が流れています。

　日本の渚100選に選ばれ
た白砂と遠浅の由良海岸。
八乙女伝説とともに神秘的
な雰囲気を漂わせる奇岩八
乙女浦と恵まれた自然景観
を有しています。由良漁港に
水揚げされる豊富な海の
幸、漁村の風景などととも
に、訪れる人々を楽しませて
います。

湯
田
川
温
泉

湯
野
浜
温
泉

あ
つ
み
温
泉

由
良
温
泉

湯田川温泉観光協会
☎0235・35・4111

あつみ観光協会
☎0235・43・3547

湯野浜温泉観光協会
☎0235・75・2258

由良温泉観光協会
☎0235・73・2250
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7月1日～10月中旬王祇会館

弁天島
マリンパークねずがせき

鼠ケ関マリーナ

関川しな織センター

大鳥池
0tori Pond

摩耶山
Mt.Maya
（1,019m）

高館山
Mt.TAKADATE

庄内藩校
致道館

大寶館

大鳥居

鶴岡市自然
学習交流館

Tsuruoka Biomass Power Plant

Gassan's
Roadside Station

Sanchoku
Farmers Market
Asahi Guu

※地図は簡略化されたもので実際の
　場所や距離等は異なります
※イラストはイメージです

鶴岡食文化市場
フーデェヴァー

鶴岡市観光案内所

庄内平野と庄内米

全国有数の
稲作地帯

旧風間家住宅 丙申堂

鶴岡市役所

7月1日～10月中旬

慶応義塾大学
先端生命科学研究所

道の駅
月山

　

産直あさひ・ぐー

注連寺

大日坊

王祇会館

Honcho
Tsukemono Shop

月山神社
Gassan Jinja Shrine

月山神社
Gassan Jinja Shrine

松ヶ岡開墾場

藤島 ふじしま市場
たわらや

Michelin's Japan Green Guide 
The three-starred cedar alley and
the 2446 stones stairs.

Mid Jul. - Early Sep.

From early Nov.

Shonai Sand Dunes Melons

Early Jul. - Late Jul.

Atsumi Sharin’s
Roadside Station

あつみ温泉バラ園 6月～
Atsumi Onsen’ s Rose Garden

Atsumi Onsen

Bentenjima island
Sekigawa Shinaori Center

Atsumi Turnips

From Nov.

Marina Nezugaseki

Marine Park Nezugaseki

グランド
エル・サン

鶴岡公園
（鶴ケ岡城跡公園）

庄内藩城下町

鶴岡カトリック
教会天主堂
Tsuruoka Catholic 
Church Tenshudo

Grand El-san

Kyukamura Shonai Haguro
慶應義塾大学

鶴岡タウンキャンパス

Shonai Rice
History Museum

Sankyo Rice
Storehouses

Yura Onsen

Yunohama Onsen

Shonai Mikawa’s
Roadside Station Farmars Market 

Tawaraya

Tourist information office

Foodever

Shonai Plain & Shonai Rice

Tokyo daii-chi Hotel Tsuruoka

荘内神社
Shonai Shrine

Institute for Advanced
Biosciences, 
Keio University

Shonai Local Souvenir Center

ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン

Kazama’s historic Residence

Sanjin Gosaiden,

Tsuruoka
Town Campus of Keio

Tsuruoka
City Office

Midagahara's marshes

From June 1st to Mid Oct.

Midagahara's marshes

From June 1st to Mid Oct.

Period of Road 112's red leaves :Mid Oct.

加茂

山居倉庫

Mid Jun. - Late Jun.

From late Aug.
From late Aug.

9月上旬～
From early Sep.

三瀬

Abumiya’s Historic Residence

至秋田

Tamasudare falls
 (63m high)

玉簾の滝（落差63m）

鳥海国定公園
飛島

Tobishima island

酒田舞妓
Sakata Maiko

相馬樓
Soma-ro
山王くらぶ
Sanno Club

おいしい庄内空港
Shonai Airport

本間美術館
旧鐙屋

本間家旧本邸

庄内米歴史資料館
酒田市美術館

土門拳記念館

至新潟

至新庄市

三神合祭殿

道の駅
庄内みかわ

最上川さみだれ大堰

出羽三山神社

休暇村庄内羽黒

最上川芭蕉ライン舟下り
Mogami River Boat Ride

東京第一ホテル鶴岡

鶴岡市立
加茂水族館

庄内観光物産館

Mogamigawa Samidare Ozeki

月山ダム
Gassan Dam

至山形市

鶴岡バイオマス
発電所

フルーツタウンくしびき
Shonai Fruit Orchard

BISTRO下水道

金峯山
Mt.Kinbo

湯田川孟宗
Yutagawa Moso
5月上旬～

From early May

民田なす
Minden Eggplants

7月～8月
Jul. to Aug.

月山高原牧場
Gassan Plateau Cattle Farm
100万本のひまわり畑
1 Million Sunflowers Fields

黄金堂

玉川寺

弥陀ヶ原湿原弥陀ヶ原湿原

遊佐比子IC

湯野浜温泉

由良温泉

あつみ温泉 Blossom season:
Late Mar.- Early Apr.

Yutagawa Bairin Park

Yutagawa Onsen
湯田川温泉
湯田川梅林公園

大督寺

ひゃくねん森の
里山体験

由良 漁村体験

白山島

Green Blue
あつみ自然体験
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デガム（DEGAM）とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
出羽三山（DE）・ガストロノミー（食文化 GA）・マネジメント・マーケティング（M）です。
ラテン語でdegamは、生きる、修行するなどを意味し、旅を連想させる言葉です。

〒997-0015 山形県鶴岡市末広町３番1号 マリカ東館２階 TEL.0235-26-1218  FAX.0235-26-7322
DEGAM鶴岡ツーリズムビューロー一般社団法人

DEGAMDEWASANZAN

GASTRONOMY

MANAGEMENT
MARKETING

ガ
ス
ト
ロ
ノ
ミ
ー（
食
文
化
）

出
羽
三
山

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
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ケ
テ
ィ
ン
グ
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