
54ha

土羽

「蔵王の麓「蔵王上野の棚田」を未来へ継承」

地域住民や中山間地域等直接支払交付金制度の実施団体、多面的機能支払制度の実施団体が
協力して耕作しており、また地域ぐるみで維持管理を行うことなどして、日々の営農活動の
継続により洪水防止、土砂流出防止に大きな役割を果たしている。

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

蔵王上野の棚田

流し素麵祭り

上野新蕎麦祭り

上野新蕎麦祭り

山形県
山形市

農産物の供給の促進 ○ 良好な景観の形成 ―
国土の保全、水源の涵養 ◎ 伝統文化の継承 ―
自然環境の保全 ― 棚田を核とした地域の振興 ○

所在地 山形県山形市蔵王上野



16.7ha

土羽

「地域資源を活用し未来につなげる中沢集落」

産直施設「棚田喰楽豊」の運営やさくらんぼ等地域農産物を通した都市住民との交流、さら
にふるさと納税返礼品（棚田米）の活用などにより、未来につながる中沢集落を目指す。

クアハウス碁点（温泉・宿泊）

力をいれている取組

周辺施設情報

取組の内容

面積

法面の構造

山形県村山市碁点1034-7
0237-56-3351

山形県村山市大字櫤山113
0237-55-7522

背炙峠道から見える中沢棚田風景 中沢棚田杭掛け作業の様子

中沢産直（6月下旬～11月上旬の土・日9時～15時） 中沢棚田米

山形県
村山市

農産物の供給の促進 ○ 良好な景観の形成 ―
国土の保全、水源の涵養 ○ 伝統文化の継承 ―
自然環境の保全 ― 棚田を核とした地域の振興 ◎

所在地 山形県村山市大字櫤山、
村山市大字林崎

農家レストラン草木庵



15ha

石積みと土羽の複合

「翁山の麓、歴史を刻む高橋の棚田を守る」

集落協定メンバーを中心に棚田の保全、水路・農道整備を行っており、近年では土側溝から
全面的にＵ字溝の整備を行った。また、棚田米のブランド化に取り組んでおり、市のふるさ
と納税返礼品になっている。

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

高橋の棚田全景

景観作物定植

水路整備景観作物定植

山形県
尾花沢市

農産物の供給の促進 ◎ 良好な景観の形成 ○
国土の保全、水源の涵養 ○ 伝統文化の継承 ―
自然環境の保全 ○ 棚田を核とした地域の振興 ―

所在地 山形県尾花沢市高橋



35ha

土羽

「環境保全の取組みでホタル舞う棚田明光寺へ」

棚田の畦畔の共同草刈や、水路・農道の維持管理を行い、ホタルが舞う良好な景観の棚田を
守っています。

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

明光寺の棚田 林地の下草刈り

水路農道清掃 防獣ライトの設置

山形県
尾花沢市

農産物の供給の促進 ○ 良好な景観の形成 ○
国土の保全、水源の涵養 ○ 伝統文化の継承 ―
自然環境の保全 ◎ 棚田を核とした地域の振興 ―

所在地 山形県尾花沢市中島



19.1ha

土羽

「棚田のてっぺんまでの再生を。」

中地区有志の会と棚田再生事業の企画運営を担うグループ農夫の会が中心となり、農作業体
験や支援団体からの協力を得てのイベント活動、棚田米の販売など地域内外と協力して、棚
田再生と地域活性化を進めている。

そば処 弁天

力をいれている取組

周辺施設情報

取組の内容

面積

法面の構造

山形県東村山郡山辺町大字畑谷685番地
023-687-0265

大蕨の棚田 全体写真

モンテディオ山形
選手との脱穀作業

田植え体験
イベント

雪中棚田サッカー大会

山形県
山辺町

農産物の供給の促進 ○ 良好な景観の形成 ○
国土の保全、水源の涵養 ◎ 伝統文化の継承 ○
自然環境の保全 ○ 棚田を核とした地域の振興 ○

所在地 山形県東村山郡山辺町大字大蕨地内



14ha

土羽

「みんなの財産「椹平の棚田」を守る活動から」

朝日町土地改良区の指導の下、営農集団や地元の能中集落が中心となって耕作しており、ま
た地域ぐるみで維持管理を行うなどして、日々の営農活動の継続により土砂の浸食や流出の
未然防止に大きな役割を果たしている。

道の駅あさひまち「りんごの森」

力をいれている取組

周辺施設情報

取組の内容

面積

法面の構造

山形県西村山郡朝日町大字和合2724
0237-85-0623

山形県西村山郡朝日町大字白倉745-1
0237-83-7111

椹平の棚田と町の花「ヒメサユリ」 棚田周辺(第二展望台)環境美化活動(草刈)

農家と保全隊協働による稲刈と杭掛の様子 棚田保全会による収穫感謝祭の餅つきの様子

山形県
朝日町

農産物の供給の促進 ○ 良好な景観の形成 ○
国土の保全、水源の涵養 ◎ 伝統文化の継承 ―
自然環境の保全 ○ 棚田を核とした地域の振興 ○

所在地 山形県西村山郡朝日町

Asahi自然観



120ha

土羽

「つなぐ棚田、暮らしを支える「生業」としての農業」

四ヶ村の棚田は、水源の上流部に住家や工場などがなく、生活雑排水等が一切混入しない河川を水源とし
ており、安心安全な米を生産している。このような米をより多くの皆様に届けたいと日々努力している。
また、棚田に灯る1,200本にも及ぶ蝋燭の中で、優しいオカリナの音色を堪能できる四ヶ村棚田ほたる火
コンサートは、時間とともに暮れていく日の光に対して蝋燭の光が浮かび上がり、その幻想的な雰囲気を
一度は体感してもらいたい。

肘折温泉（大蔵村観光協会）

力をいれている取組

周辺施設情報

取組の内容

面積

法面の構造

山形県最上郡大蔵村大字南山肘折地内
0233-34-6106

山形県最上郡大蔵村大字南山967-9
0233-34-6001

四ヶ村の棚田ほたる火コンサートの模様 山形エクセレントデザイン2017大賞受賞

畦畔管理軽減のためのラジコン草刈機の導入 棚田オーナーと中学生による農業体験事業

山形県
大蔵村

農産物の供給の促進 ○ 良好な景観の形成 ○
国土の保全、水源の涵養 ○ 伝統文化の継承 ○
自然環境の保全 ○ 棚田を核とした地域の振興 ◎

所在地 山形県最上郡大蔵村大字南山地内

郷土料理伝承施設ふるさと味来館



250ha

土羽

「みんなで楽しむ白鷹の棚田づくり」

個人では大変な農作業もやり方を少し変え、地域が協力してイベントのように楽しく実施し
ていきたい。

353KUROGAMO

力をいれている取組

周辺施設情報

取組の内容

面積

法面の構造

山形県西置賜郡白鷹町大字黒鴨353
090-4273-3423

山形県西置賜郡白鷹町大字中山830-1
0238-87-3770

鮎貝清流棚田（深山地区） 白鷹丘陵棚田（中山地区）

自走式草刈機の実演 湧水を活用した根わさびの栽培

山形県
白鷹町

農産物の供給の促進 ○ 良好な景観の形成 ○
国土の保全、水源の涵養 ◎ 伝統文化の継承 ○
自然環境の保全 ○ 棚田を核とした地域の振興 ○

所在地 山形県西置賜郡白鷹町大字深山地内
白鷹町大字中山地内

くらしnoie蔟mabushi



102ha

土羽

「ひまわりが彩る日本海を一望する絶景棚田」

藤井の棚田は、日本海と庄内平野を一望する景観に加え、約30aの圃場に2万本のひまわりが
咲き誇るたぐいまれな棚田景観を生み出しており、SNSを中心に話題を呼び、町内外から多
くの観光客を集めている。

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

藤井の棚田と鳥海山

棚田からの眺望とひまわり

夕映えのひまわり

山形県
遊佐町

農産物の供給の促進 ― 良好な景観の形成 ◎
国土の保全、水源の涵養 ○ 伝統文化の継承 ―
自然環境の保全 ○ 棚田を核とした地域の振興 ○

所在地 山形県飽海郡遊佐町白井新田

棚田から打ち上がる花火（藤夢花火）


