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基本テーマ 自然を敬い共生する サブテーマ 山野に囲まれた心地よいまちやむら 

農林水産業の風景（１／３）  青森の農林水産業の風景 

 

資料；青森の景観 67選、ふるさと眺望点、日本の原風景（あおもり）、トランヴェール（JR東日本発行） 

津軽地方の林檎畑

と岩木山の景観 

車力村の海岸林の風景（十三湖と津軽半島を望む）

冬の葦原 

中里町

車力村

十三湖と岩木山の景観
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基本テーマ 自然を敬い共生する サブテーマ 山野に囲まれた心地よいまちやむら 

農林水産業の風景（２／３）  岩手の農林水産業の風景 

 

資料；県及び市町村発行観光パンフレット及び HP 

小岩井農場と岩手山 

遠野の南部

曲り家集落

胆沢扇状地の散居集落 

日本三大散居集落の一つ 

エグネ・キヅマ 

エグネとは、屋敷林のこ

と。北西に季節風から屋

敷を守り、枯れ枝は燃料

ともなる。杉が多い。

キヅマとは、燃料の薪を

屋敷の北側や西側に垣根

のように巡らしたもの。

胆沢町内の新里地区や柳

田地区に多い。 
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基本テーマ 自然を敬い共生する サブテーマ 山野に囲まれた心地よいまちやむら 

農林水産業の風景（３／３）  秋田の農林水産業の風景 

 

資料；各町村発行観光パンフレット及び HP 

八郎潟の風景 

八郎潟の冬の風物詩わかさぎ釣り 

一面に広がる水田

秋田杉の森

上小阿仁村の散策路

下は平成12年4月に

林野庁の「森の巨人

たち百選」に指定さ

れた学術的にも貴重

な「コブ杉」

じゅんさい採りの風景 

全国のじゅんさい生産量の９割

を占める山本町の夏の風物詩 

天然林の様子 
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基本テーマ 自然を敬い共生する サブテーマ 山野に囲まれた心地よいまちやむら 

景観形成重点地域・岩手県（１／４） 

地域全体で個性的な風景・景観特性を守ろうとする取組みが行われている。 

 

■平泉周辺 

中尊寺や毛越寺、無量光院跡といった国宝

や特別史跡を中心として、平安時代の奥州

藤原氏の栄華を伝える伝統的景観と、安倍

氏やアテルイの歴史をしのぶ歴史的風土

を感じさせるとともに、奥羽山脈や北上高

地の山並みに囲まれ、河川沿いに展開する

農村景観を保全する。 

 

■継承・保全の手法 

資料；平泉周辺 景観形成重点地域パンフレット 

歴史特別景観 

歴史街並景観 

風土歴史景観 

風土街並景観

風土里山景観

沿道景観 
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基本テーマ 自然を敬い共生する サブテーマ 山野に囲まれた心地よいまちやむら 

景観形成重点地域・岩手県（２／４） 

■平泉周辺で継承・保全しようとしている景観 

 

資料；平泉周辺 景観形成重点地域パンフレット
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基本テーマ 自然を敬い共生する サブテーマ 山野に囲まれた心地よいまちやむら 

景観形成重点地域・岩手県（３／４） 

 

■岩手山麓・八幡平周辺 

美しく、豊かで雄大な自然に恵まれ、優れた

眺望を有するとともに、わが国有数の高原リ

ゾート地として開発が行われ、景観が変化し

ようとしている地域において、郷土に対する

愛着と誇りを育む共有の財産として、風景・

景観を守るための取組み。 

秀麗な山容と荒涼とした火山地形を併せ持

ち、眺める位置によって様々な姿を見せる景

観を守り、利用と共存していく。 

 

 

 

■継承・保全の手法 

資料；岩手山麓・八幡平周辺 景観形成重点地域パンフレット

山岳景観の保全 山麓景観の保全 

田園景観の保全 沿道景観の保全 
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基本テーマ 自然を敬い共生する サブテーマ 山野に囲まれた心地よいまちやむら 

景観形成重点地域・岩手県（４／４） 

 

■岩手山麓・八幡平周辺で継承・保全しようとしている景観 

 

資料；岩手山麓・八幡平周辺 景観形成重点地域パンフレット 
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基本テーマ 自然を敬い共生する サブテーマ 山野に囲まれた心地よいまちやむら 

美しい日本のむら景観コンテスト受賞（1／2） 

■青森県 

農林水産大臣賞 

文化部門 大間町大間 夏の一瞬(ひととき) 

文化部門 木造町 新田開発に尽くした馬たち 

文化部門 弘前市鬼沢 津軽の裸参り 

生産部門 横浜町 時忘れの花…菜の花 

全国森林組合連合会長賞 

生産部門 新郷村西越 「ちょっと ひと休み」 

むらづくり対策推進本部長賞 

文化部門 佐井村大佐井 本州のてっぺん壁画にチャレンジ 

文化部門 車力村 
勇気と愛は海を越える 

 CHESEBOROUGH(チェスボロー) CUP(カップ) 

文化部門 西目屋村（田代） 乳穂ケ滝氷祭 

文化部門 横浜町吹越 田園に舞う北のホタルの里 

生産部門 鯵ヶ沢町赤石 ふるさとへ帰る事を願って 

生産部門 深浦町舮作 収穫の喜び 

集落部門 弘前市悪戸 春の津軽野 
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基本テーマ 自然を敬い共生する サブテーマ 山野に囲まれた心地よいまちやむら 

美しい日本のむら景観コンテスト受賞（2／2） 

■岩手県 

農林水産大臣賞 

集落部門 胆沢町 きずま 

全国土地改良事業団体連合会長賞 

文化部門 千厩町（小梨） 都市と農村をつなぐ架け橋 PALPAL 交流 

むらづくり対策推進本部長賞 

文化部門 三陸町綾里 権現様（ごんげんさま） 

  

■秋田県  

農林水産大臣賞 

文化部門 金浦町 掛魚(かけよ)祭り 

全国農業協同組合中央会長賞 

文化部門 西木村上檜木内 上檜木内の紙風船上げ 

全国土地改良事業団体連合会長賞 

集落部門 河辺町（鵜養） 堰のある風景 

全国森林組合連合会長賞 

文化部門 羽後町 ゆきとぴあ七曲(キャンドルロード) 

むらづくり対策推進本部長賞 

文化部門 湯沢市岩崎 疫病退散・五穀豊穣祈願の「鹿嶋(かしま)まつり」

文化部門 西木村（八津・鎌足） カタクリの群生地をまもる 

生産部門 東由利町土場沢 田植えどき 

生産部門 八森町 戻ってきた鰰（はたはた） 
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基本テーマ 自然を敬い共生する サブテーマ 山野に囲まれた心地よいまちやむら

美しい日本のむら景観１００選（1／2） 

（平成３年度選定）

 ■青森県岩木町（宮地） 

津軽最大といわれる「お山参詣」では、人々が

白袋束に身を固め、のぼりや御幣をさがし、お題

を唱えながら岩木山神社を目指し、五穀豊穣を

祈願する。 

 

■青森県南郷村（泥障作） 

そば畑が果てしなく続く南郷村では、集団的に

栽培されたそばを活用した様々な活性化施策を

展開している。 

 

 

■青森県尾上村（八幡崎） 

旧家の農家や商家が整然と建ち並び、軒並と

白壁の土蔵が家々の庭（つぼ）とマッチし、美しい

景観を形成している。 

 

 

 

 

 

 

 

■岩手県胆沢町（南都田） 

「えぐね」と呼ばれる屋敷林を持つ散居集落

で、公園整備、町民参加の町民劇場、剣舞、鹿

踊等の伝統芸能の伝承活動のよる安らぎのある

町を目指している。 
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基本テーマ 自然を敬い共生する サブテーマ 山野に囲まれた心地よいまちやむら

美しい日本のむら景観１００選（2／2） 

（平成３年度選定）

 

資料；農林水産省農村整備総合調整室 HP 

 

■秋田県仁賀保町（伊勢居地） 

清らかな農業用水路を利用し、景観豊かな調

和のある町づくりに取り組んでいる。 

 

■秋田県東成瀬村（岩井川） 

優雅に草を食べる牛を眼下に若者達がハング

ライダーで宙に舞う様は、のどかで、村の活力と

明るさが感じられる。 

 

■秋田県尾利町（南由利原） 

日本一のゆりの里づくり運動を推進しながら、

「自然の鼓動を体感できるふるさとづくり」に取り

組んでいる。 
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基本テーマ 自然を敬い共生する サブテーマ 山野に囲まれた心地よいまちやむら 

かおり風景１００選 

 

 

資料；環境省環境管理局大気環境課 HP 

■青森県尾上サワラの生け垣（尾上町） 

 

■岩手県浄土ヶ浜の潮のかおり（宮古市） 

 

 
■秋田県風の松原（能代市） 

 

 
■秋田県大潟菜の花ロード（大潟村） 

■青森県南部町長谷ぼたん園（南部町） 

 

 

 

■岩手県盛岡の南部煎べい（盛岡市） 

 

 

■秋田県小坂町明治百年通りのアカシア 

（小坂町） 

 

 

 

かおり風景１００選選定委員会 

（平成１３年度選定） 
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基本テーマ 自然を敬い共生する サブテーマ 北東北の聖地を巡る 

山岳信仰 

 

 

  

資料；トランヴェール（JR東日本発行）、青森県資料 

北東北には、自然環境や気候と密接

に関係する暮し方の歴史を背景とし

て、霊山、霊場と呼ばれる山が多数

存在する。 

恐山のイタコの「口寄せ」に感銘を

受けた岡本太郎は、「神秘日本」の中

で、わざわざ恐山まで訪れる理由を、

「聞いているオガさまもアッパたち

も満足なのである。実にいい間合い

だ。こういう自然の嬉しい姿がなけ

れば、わざわざ下北くんだりまでや

ってきた甲斐がない」と述べている。

自然や動植物にかかわることを特

徴とする、独特の民俗芸能や行事も

自然を敬い、祈ることにつながる。 

縄文の頃から脈々と受け継がれて

きた、情念や習俗が、北東北には他

の地域にはない密度で存在し、山岳

宗教はそのことを表象するものとい

える。 

北東北の山岳宗教 

（「東北霊山と修験道」より） 

恐 山 




