
 

 

 

（庄内地区） 

  閼伽井の清水   （鶴岡市） 

 大清水      （鶴岡市） 

 郷清水      （鶴岡市） 

重郎右衛門清水  （鶴岡市） 

湯ノ澤霊泉    （酒田市） 

市郎右衛門新田湧水（庄内町） 

牛渡川（荒川地区）  （遊佐町） 

大清水      （遊佐町） 

落伏清水     （遊佐町） 

釜磯海岸     （遊佐町） 

神泉の水     （遊佐町） 

光月堂の水    （遊佐町） 

  滝の水      （遊佐町） 

鳥海三神の水   （遊佐町） 

胴腹滝      （遊佐町） 

  丸池様      （遊佐町） 

  丸勝の水     （遊佐町） 

  わだやの水    （遊佐町） 

16 

（最上地区） 

  太田の清水   （新庄市） 

清水の清水   （新庄市） 

中の森長命水  （金山町） 

薬師様の水   （最上町） 

清水欠湧水   （舟形町） 

大清水    （真室川町） 

差首鍋のすず水（真室川町） 

  上大渕小助の清水（鮭川村） 

  湯治の清水   （鮭川村） 

庭月観音清水  （鮭川村） 

17 

22 

（村山地区） 

  阿弥陀清水     （山形市） 

  風間御不動様の清水 （山形市） 

  菅谷大聖不動明王の水（山形市） 

  水方不動尊の水   （山形市） 

  庚申水      （寒河江市） 

  神明水      （寒河江市） 

長命水      （寒河江市） 

  坊平のお清水    （上山市） 

  いたや清水     （村山市） 

  清水衛殿      （村山市） 

東漸寺の水･峰越しの瀧（天童市） 

長命水       （東根市） 

御所の水     （尾花沢市） 

楢の木立長寿の名水（尾花沢市） 

ブナ源水     （尾花沢市） 

  亀ノ子       （山辺町） 

  五番御神酒     （山辺町） 

  龍神水       （山辺町） 

  五本樋       （朝日町） 

イカゴの清水   （大石田町） 

次年子こわ清水  （大石田町） 

導者清水     （大石田町） 

１ 

８ 

７ 

２ 

15 

（置賜地区） 

  慶次清水    （米沢市） 

滝の清水    （米沢市） 

館清水     （米沢市） 

澄心の泉    （米沢市） 

三階滝     （長井市） 

白鷹山･若返りの水（南陽市） 

白鷹山･知恵の水 （南陽市） 

岩清水     （高畠町） 

知恵の水(利根水) （高畠町） 

ブナしずく   （小国町） 
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※       ：令和２年度選定 ((名称) 
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＜名水位置図＞ 
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＜選定箇所数＞
村山 最上　 置賜 庄内 合計
22 10 10 18 60



令和２年１０月２６日  

環境エネルギー部水大気環境課  

報道関係者 各位 

令和２年度「里の名水・やまがた百選」の選定について 

水環境を大切にする心と郷土愛を育むとともに地域の活性化を図り、観光資源としての活

用につなげていくことを目的として、平成２７年度から「里の名水・やまがた百選」事業を

実施しています。 

令和２年度は、下記により７か所の湧水を「里の名水・やまがた百選」として選定しまし

たのでお知らせします。 

なお、これまでに選定した湧水と合せて県内６０か所の湧水を里の名水に選定したことに

なります。（別紙のとおり） 

記 

◆今回選定した湧水

湧水名 所在地 

村山 

風間御不動様の清水 山形市風間 

水方不動尊の水 山形市柏倉 

長命水 東根市東根 

最上 差首鍋のすず水 真室川町差首鍋 

庄内 

重郎右衛門清水 鶴岡市大網 

市郎右衛門新田湧水 庄内町立谷沢 

わだやの水 遊佐町吉出 

※上記７湧水のほか、「峰越しの瀧（みねごしのたき）」（天童市奈良沢）については、昨年度選定した

「東漸寺の水（とうぜんじのみず）」（天童市貫津）を水源とするため選定対象外としたが、評価が高く 

既選定の「東漸寺の水」と併せて紹介することとした。 

※今回選定した７湧水の現地調査の動画をYouTubeに掲載しております。

参考 ＜選定の概要＞ 
(1) 募集期間：令和２年５月２８日（木）～６月３０日（火）

(2) 応募状況：１０湧水（１０の個人・団体（市町村を含む））

(3) 選定方法

「里の名水・やまがた百選」選定委員会（外部有識者８名）において、里の名水候補を選定し、

知事が決定 

(4) 選定基準：次の①または②の基準を満たすもの

① 部門別項目（Ａ）親水性と利活用、（Ｂ）自然景観、（Ｃ）水質・水量のいずれかが優れている

もの。

② 部門別項目に関連項目(1)アクセス性、(2)故事来歴・希少性、(3)地域の活性化・観光への活

用性の３項目を加えて総合的に評価が高いもの。

【問い合わせ先】 

水大気環境課 課長補佐（水環境担当）後藤 

電話 ０２３－６３０－２２０４ 

［報道監］環境エネルギー部次長 鑓水 

プレスリリース 

水大気環境課 
YouTubeチャンネル 
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令和２年度選定名水（７か所） 

村山地方                 

②風間御不動様の清水   （山形市風間） 
④水方不動尊の水     （山形市柏倉） 
⑫長命水         （東根市東根） 
 
※⑪東漸寺の水に追加：「峰越しの瀧」 （天童市奈良沢） 

最上地方 

㉙差首鍋のすず水  （真室川町差首鍋） 
庄内地方 

㊻重郎右衛門清水    （鶴岡市大網） 
㊽市郎右衛門新田湧水 （庄内町立谷沢） 
○60わだやの水      （遊佐町吉出） 

＜参考＞これまでに選定した名水（５３か所） 

村山地方                 

①阿弥陀清水       （山形市土坂） 
③菅谷大聖不動明王の水  （山形市門伝） 
⑤庚申水        （寒河江市田代） 
⑥神明水        （寒河江市田代） 
⑦長命水        （寒河江市白岩） 

⑧坊平のお清水   （上山市蔵王坊平高原）

⑨いたや清水       （村山市樽石） 

⑩清水衛殿        （村山市樽石） 

⑪東漸寺の水       （天童市貫津） 
⑬御所の水       （尾花沢市鶴子） 

⑭楢の木立長寿の名水  （尾花沢市母袋） 

⑮ブナ源水       （尾花沢市寺町） 

⑯亀ノ子         （山辺町畑谷） 

⑰五番御神酒       （山辺町畑谷） 

⑱龍神水         （山辺町簗沢） 

⑲五本樋         （朝日町三中） 

⑳イカゴの清水     （大石田町駒籠） 

㉑次年子こわ清水   （大石田町次年子） 

㉒導者清水       （大石田町横山） 

置賜地方 

㉝慶次清水      （米沢市八幡原） 

㉞滝の清水      （米沢市小野川町） 
㉟館清水       （米沢市広幡町） 
㊱澄心の泉       （米沢市赤崩） 
㊲三階滝         （長井市寺泉） 

㊳白鷹山・若返りの水  （南陽市小滝） 
㊴白鷹山・知恵の水   （南陽市小滝） 
㊵岩清水       （高畠町二井宿） 

㊶知恵の水（利根水）  （高畠町亀岡） 
㊷ブナしずく     （小国町小玉川） 

庄内地方 

㊸閼伽井の清水      （鶴岡市青龍寺） 

㊹大清水         （鶴岡市湯温海） 

㊺郷清水          （鶴岡市越沢） 

㊼湯ノ澤霊泉        （酒田市市条） 

㊾牛渡川（荒川地区）      （遊佐町直世） 
㊿大清水        （遊佐町吹浦） 
○51落伏清水       （遊佐町直世） 
○52釜磯海岸         （遊佐町吹浦） 
○53神泉の水         （遊佐町吹浦） 

○54光月堂の水        （遊佐町遊佐） 

○55滝の水         （遊佐町滝ノ浦） 
○56鳥海三神の水      （遊佐町吉出） 

○57胴腹滝         （遊佐町吉出） 

○58丸池様          （遊佐町直世） 
○59丸勝の水         （遊佐町遊佐） 
 

最上地方 

㉓太田の清水      （新庄市十日町） 

㉔清水の清水       （新庄市角沢） 

㉕中の森 長命水      （金山町金山） 

㉖薬師様の水        （最上町満沢） 

㉗清水欠湧水      （舟形町西ノ前） 

㉘大清水        （真室川町及位） 

㉚上大渕小助の清水    （鮭川村川口） 

㉛湯治の清水       （鮭川村曲川） 

㉜庭月観音清水      （鮭川村庭月） 
＜選定箇所数＞ 

村山 最上 置賜 庄内 合計 

２２ １０ １０ １８ ６０ 

県では、地域の人々に育まれてきた優れた湧水を「里の名水・やまがた百選」
として選定し、県内外に広く紹介していきます。 
良好な水質と水量を有し、多くの人に親しまれ、または豊かな自然景観を有

する湧水として、今年度は、次の７か所を「里の名水・やまがた百選」として
選定しました。昨年度までに選定した 53か所と合わせて 60か所になりました。 


