
<きたかみ景観資産　一覧＞

№ 名　称 所在地 団体名 景観づくりに関する活動 景観の内容

１ 垂井の里　紫陽花ロード
和賀町長沼11地割～
12地割

長沼一区・二区自治会 植栽、アドプト協定締結、維持管理
奥羽の山並みを背景に、田園風景の中の道路沿
い１㎞に渡って紫陽花の花が続いている。

２ 垂井の里　和賀川と松林 和賀町長沼10地割 長沼一区・二区自治会
雑木草の伐採刈り払い、憩いの場
作り

樹齢50年以上の松の木60本の林。和賀川の水辺
や奥羽の山並みも望むことができる。

３
垂井の里　湧水群

～飯島・山神・長田・万海のスズ～
和賀町長沼4地割～7
地割

長沼一区・二区自治会
各スズの特色を生かした環境整備、
維持管理

希少水生植物の宝庫であり、林に囲まれた癒し
の空間を形成しており、地域の生活文化と自然を
伝えている。

４ 垂井の里　長沼古墳群 和賀町長沼6地割 長沼一区・二区自治会 草刈り、花の植栽
　和賀東中学校敷地内にある古墳時代末期の円
墳群で、周辺に四季を通して花が植栽されてい
る。

５ 親水公園　お滝さん
黒岩17地割と平沢1地
割の境

黒岩自治振興会
花木等の植栽、清掃活動、環境整
備

北上川河畔にあるお滝さんと水車小屋、親水公
園が、地域の文化と四季折々の豊かな表情を見
せている。

６ 黒岩白山鎮守の森 黒岩7地割 黒岩自治振興会 刈り払い、小学校の体験学習や祭
県指定文化財の白山神社を取り囲む鎮守の森
で、散策路も整備され、自然や動植物に親しむこ
とができる。

７ 芸術イルミネーションパーク
さくら通り二丁目1番
地

特定非営利活動法人芸術工房
冬期間の点灯、管理運営、ソフト事
業の企画運営

芸術に親しむ秋冬の時期に、さくらホール南側の
散策エリアが芸術的な光のイルミネーションで彩
られている。

８
一望千里　古館神社展望公園
～四季彩ふ安らぎスポット～

和賀町煤孫5地割112
番

古館神社周辺整備実行委員会
花木の植樹、下草刈りや樹木の手
入れ、イベント開催

近世煤孫氏の館跡にある展望公園で、あずま屋
が整備され、けやきの巨木、しだれ桜などの花木
が植えられている。田園風景の中の散居住宅と
いぐね、奥羽の山並みや早池峰山も望むことがで

９ 夏油川落合親水空間 和賀町岩崎27地割 岩崎城内会
雑木伐採、刈り払い、不燃物の回
収、水辺の整備

夏油川と和賀川の合流点を望む広々とした親水
空間で、秋にはサケの遡上も見られる。

10 お田の神さまと鎮守の森 平沢10地割90 沢目公民館 間伐、石碑の整備
田園風景の中にあり、田の神神社と史跡、周辺の
森と一体となって地域の自然と文化を伝えてい
る。

11 桜と展望の庚申山 湯沢7地割 庚申山公園桜の会
桜の植樹、公園整備と管理、パト
ロール

昭和56年から地域住民により約300本の桜が植
栽され、春には満開の桜を楽しめる。市内を一望
することもできる。

12 老松とさくらの地お旅屋
常盤台一丁目1番5号
～8号

黒沢尻３区自治会 清掃活動
諏訪神社の神輿巡回などの歴史文化を伝えてい
るだけでなく、老松と桜の豊かな自然が残り、都
市部にありながら自然を感じることができる。

13 本通り　カナダカエデ色づく歩道
本通り三丁目1番5号
～3番2号、2番1号～5
番17号

黒沢尻３区自治会 雑草取り、清掃
整然とした街並みに街路樹のカナダカエデが彩り
を添え、秋には美しい紅葉が見られる。

14 文化の薫り「北上にサハラあり」詩碑
本通り四丁目6番13
号、372番

黒沢尻３区自治会 詩の朗読会などの文化活動
黒沢尻３区コミュニティセンター敷地内に、地域に
ゆかりのある白石かずこ氏の詩碑が建てられ、地
域の文化活動の拠点となっている。

15 北上河畔の花木の道 二子町中村 二子町振興協議会 環境整備
北上川沿いにアジサイを中心とした花の道が続
き、川のせせらぎとともに心地よい空間となってい
る。

16 文化を伝える天満宮の森 小鳥崎1地割 二子町振興協議会 環境整備、祭や年中行事での奉納
周辺の田園と里宮で構成され、農村の歴史文化
を感じることができる。

17 豊穣の郷を望む蟹沢坂 二子町蟹沢 二子町振興協議会 眺望場所の草刈り等の環境整備
二子町の南の玄関口であり、二子の農村景観を
一望できる場所となっている。

18 自然豊かな二子の郷 二子町地内 二子町振興協議会 眺望場所の草刈り等の環境整備
遠くに早池峰山を望むことができ、手前の北上山
地や周辺の農村景観と一体となった眺めが見ら
れる。

19 風情あふれる二子（双子）の山と御前神社 二子町中島地区 二子町振興協議会
神社の保全と環境整備、祭や時節
の行事に神楽を奉納

二子の地名の由来である双子の山と田園の中に
ある神社が一体となった、地域の昔ながらの景観
が見られる。

20 奥州街道の歴史を伝える稲荷神社と一里塚
二子町高屋、村崎野
14地割

二子町振興協議会
火防祭や年中行事での奉納、環境
整備

由緒ある神社と奥州街道の道標が現存し、旅人
が飲んだであろう湧水もあり、街道沿いの歴史・
文化を感じることができる。

21 和賀氏累代の墓所　五輪壇 二子町南田 二子町振興協議会 環境整備、累代供養
和賀氏の重臣の火葬墳墓であり、地域の歴史を
残す史跡となっている。

22 水と緑と遊魚の斎藤ヶ沢公園 二子町秋子沢 二子町振興協議会 環境整備
和賀氏の重臣の館跡とされており、北上北中学
校に隣接する自然豊かな憩いの場となっている。

23 渡舟を懐かしむ鐙ヶ淵と昭和橋 二子町坊舘 二子町振興協議会
環境整備、舟運行等による由来の
継承

歴史的ないわれのある北上川の急流地であり、
近代的な橋とともに、心を落ち着かせる景観を残
している。

24 白鳥神社境内からの北上川の川面 二子町坊舘 二子町振興協議会 環境整備、由来の継承
白鳥神社の下を流れる北上川の急流を眺めるこ
とができ、何千年も前から続く荒々しさに生命力
が感じられる。

25 豊かな田園眺望　飛勢公園 二子町渋谷 二子町振興協議会 環境整備
和賀氏の本城址であるこの場所の物見台から
は、二子・更木地区を一望でき、農村景観を楽し
むことができる。

26 和賀氏居城　八幡神社表参道の石段 二子町渋谷 二子町振興協議会 環境整備
198段にものぼる一直線の石段は、和賀氏の歴
史を物語るとともに圧倒的な景観を有している。

27 展勝地の桜並木と北上川 立花10地割～15地割 立花自治振興協議会
景観点検と整備計画の立案、刈り払
い

２ｋｍもの桜並木は多くの市民や観光客に親しま
れている北上の顔であり、また、雄大な北上川の
流れも身近に楽しむことができる。
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28 豊穣の源　頭首工公園 立花14地割 立花自治振興協議会
景観点検と整備計画の立案、刈り払
い、案内板設置

日本の疏水百選にも選ばれており、和賀川と北
上川の合流点の雄大な景観を見ることができる
ほか、江刺平野開削の歴史も感じることができ
る。

29 桜並木を望む陣ヶ丘 立花14地割 立花自治振興協議会
景観点検と整備計画の立案、刈り払
い

昔は「畳山」と呼ばれた花見の名所で、桜やツツ
ジを楽しむことができるほか、２ｋｍもの桜並木や
北上川を一望することができる。

30 国見山文化を映す毘沙門堂 立花16地割 立花自治振興協議会 美化活動、花壇整備、案内板設置
国見山極楽寺文化を伝える重要な施設であり、
大イチョウや花壇などによって四季の彩りも感じ
ることができる。

31 枝垂れ桜咲く小堤公園 大堤東三丁目 相去地区自治協議会 除草等の清掃作業
堤を取り巻く枝垂桜やミズキなどの木立には四季
折々の野鳥も訪れ、自然豊かな憩いの場となって
いる。

32 歴史を残す白山の森
相去町高前檀、前
塘、後堤

相去地区自治協議会
間伐と植林活動、階段や遊歩道の
整備

高前檀館跡と伝えられ、かつては白山神社が鎮
座していたこの場所は、杉林の中に杉の巨木や
ヤマザクラなどが自生しており、散策も楽しめる。

33 相去清水の森と湿地帯 相去町前塘、平林 相去地区自治協議会 草刈り、水路整備、遊歩道整備
豊富な湧水によって希少な動植物が生息してい
るほか、段丘面にコブシの銘木もあり、豊かな自
然を感じることができる。

34 藩境の屋敷群と桜並木の三十人町
相去町上三十人町、
下三十人町

相去地区自治協議会
実地調査、研修会の開催、桜の枝
打ち

足軽の屋敷並みと古木の屋敷林、そして桜並木
によって歴史と文化を感じることができる。

35 水の大切さを今に伝える新堰水辺公園
上野町三丁目～五丁
目

上野会 清掃、美化・景観保全活動
親水部や淵の自然ゾーンなどさまざま水辺環境
を有し、四季をとおして地域住民に親しまれてい
る。

36 多聞院伊澤家　久那斗神社と中尊寺ハス 和賀町岩沢9地割 岩沢自治会
歴史的重要性の発信、池の設置、
ハスの管理

国の重要文化財である多聞院伊澤家と藤原秀衡
が祀った久那斗神社、そしてその面影を残す中尊
寺ハスによって歴史を伝えている。

37 黄金の道　秀衡街道 和賀町岩沢8地割 岩沢自治会 標柱の設置、街道整備
藤原秀衡が中尊寺に金を運ぶために整備したと
いわれる街道であり、歴史の面影を感じることが
できる。

38 （欠番）

39 ミズバショウ群生地と羽山野草園 和賀町岩沢10地割 岩沢自治会
排水機能の充実、雑草の除去作
業、PRイベントの開催

約8,000㎡の広大な敷地にミズバショウが群生し、
野草園とともに、清らかな水と自然が感じられる
場所となっている。

40 和賀の松島と綱取層 和賀町岩沢8地割 岩沢自治会
案内板の整備、駐車場の整備、美
化活動

和賀川の川面と松林、そして綱取層が一体となっ
た、「松島」と呼ばれるほどの自然景観を見ること
ができる。

41 花と緑の岩沢駅と羽山ふれあいセンター 和賀町岩沢9地割1-3 岩沢自治会
駅舎の美化活動、花壇の植栽、施
設の維持管理

手入れの行き届いた花壇や植木が駅を彩り、乗
客の目を楽しませているほか、水沢鉱山の展示
室も併設している。

42 ホタルの里　十石 口内町久田 口内町自治協議会 美化活動
１日に十石の水が出たという言い伝えがある湧水
で、地域の生活文化をと豊かな自然環境を伝え
ている。

43 岩場から北上平野を望む阿古耶谷 口内町金峰山 口内町自治協議会
下刈り、景観点検による地域景観資
産の発掘

数々の伝説が残る岩場と、豊かな自然が残る里
山の美しい景観を見ることができ、ハイキングに
活用されている。

44 あじさい寺　金峰山萬蔵寺 口内町金峰山44 口内町自治協議会
あじさいの植樹、墓地の雑木伐採・
芝生化

６月から７月にかけてあじさいの花が咲き、あじさ
い寺として地域住民に愛されている。

45 里山の学びと憩いの森　愛宕山 口内町 口内町自治協議会 除間伐作業、里山体験学習の実施
口内町を一望できる場所であり、また山登りや自
然学習の場としても活用され、子どもたちにも親し
まれる里山となっている。

46 伊達藩最北の要害　浮牛城址公園 口内町松坂 口内町自治協議会
雑木の伐採、植樹、浮牛城まつりの
実施

四季をとおして様々な彩りを見せ、町内のシンボ
ルとなっているだけでなく、藩境のまちの歴史も伝
えている。

47 豊かな田園と水芭蕉の群生地 村崎野2地割 飯豊地区振興協議会
雑木伐採、遊歩道整備、木道の架
設、花木の植栽

雑木林の中の旧奥寺堰跡ににミズバショウが群
生し、その周辺には可憐な山野草が繁茂してい
る。

48 奥州街道の往時を偲ぶ成田一里塚 成田28地割 飯豊地区振興協議会 草刈り・枝打ち等の環境整備
江戸時代からの街道の道標であり、完全な形を
残したまま奥州街道の歴史を伝えている。

49 奥寺堰と田園を見守る伊勢神社 村崎野24地割 飯豊地区振興協議会 草刈り・枝打ち等の環境整備
老松や老杉に囲まれた小高い岡の上にあり、古
来より地域住民の信仰の場・憩いの場として親し
まれている。

50 老杉に囲まれた藤沢稲荷神社 藤沢15地割 飯豊地区振興協議会 草刈り・枝打ち等の環境整備
老杉に囲まれ、地域の古くからの面影を残す、地
域住民の信仰の場・憩いの場となっている。

51 展勝地を一望する男山山頂 稲瀬町岩脇 稲瀬町自治協議会 刈り払い、草刈り
北上川と和賀川の合流点や北上の市街地を一望
でき、北上を代表する眺めを見ることができる。

52 極楽寺文化を今に伝える国見山 稲瀬町内門岡、岩脇 稲瀬町自治協議会 刈り払い・清掃等の美化活動
北上の歴史文化を伝えるを伝える重要な場所で
あり、また自然・農村の雄大な眺望を楽しむことも
できる。

53 悠久の眺め　樺山歴史の広場 稲瀬町大谷地、水越 稲瀬町自治協議会
管理と景観保全活動、樺山まつりの
実施

縄文文化の面影を残す丘にあり、西側を見渡すと
田園の広がりや奥羽山脈が一望でき、特に日没
前には幻想的な景観を楽しむことができる。
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