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山形 



（↑ 山寺）（↓ 蔵王温泉） 

【山形県の紹介】 

～東洋のアルカディア（桃源郷）～ 

1878 年、イギリスの女性旅行家イザベラ・バード氏は、多様な作物を植え、 

きれいに耕されている田畑や勤勉に働く姿、美しい農村風景や周りの青々した山々の 

印象から、「東洋のアルカディア（桃源郷）」と称しました。 

今日の山形の自然景観や文化遺産、温かい人情などは、 

明治初期の日本の原風景が残っている全国でも稀な地と言われています。 

 

～山の向こうのもうひとつの日本～ 

1988 年、アメリカの元駐日大使エドウィン・ライシャワー氏は、山形県を 

「山の向こうのもうひとつの日本」と表現しました。 

山形は、大都市である東京や大阪、日本の歴史を残す京都や奈良とも異なる 

「もうひとつの日本」であり、自然の中に点在する小都市に快適な生活空間がある、 

日本の本来の姿を思い出させる美しいところであると語っています。 

 

～３つの王国～ 

山形県は、リゾートエリアとして発展してきた蔵王や、出羽三山 

（羽黒山、月山、湯殿山）などの名峰や、母なる最上川、松尾芭蕉 

が「閑さや 岩にしみ入 蝉の声」を詠んだ山寺など、四季折々に 

表情を変える豊かな自然に恵まれています。 

県内３５市町村すべてに温泉が湧き出す「温泉王国」であり、 

山の幸、里の幸、海の幸にも恵まれた「食彩王国」です。 

そして、さくらんぼをはじめとした果物が豊富で、１年を通じ 

て果物狩りを体験することができる「果樹王国」です。 

 

～農業の特長～ 

山形県を代表する農産物のさくらんぼは、全国生産量の約７割を 

占めています。清涼感のある爽やかな甘味が特徴であり、その鮮やかな赤色とツヤから、 

“初夏のルビー”と称されています。 

豊かな自然と明確な四季の変化から、さくらんぼをはじめとした果樹や野菜などの園芸、 

「つや姫」「雪若丸」などの米、「米沢牛」などの地域特性を生かした畜産など、 

バランスの良い農業が特長です。 
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＜ウェブサイトに関するお問い合わせ先＞

ＪＡグループ山形

住所：山形県山形市七日町三丁目

電話：023

～おいしい山形からアルバイトを大募集！～

収穫作業が短期に集中（

することから、労働力不足が問題となっています。
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無料宿泊施設用意，格安宿泊施設紹介，宿泊費支給（限度など）
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の農作業に従事し

の募集情報（求

 

についても募集情報（求人）に掲載して 

無料宿泊施設用意，格安宿泊施設紹介，宿泊費支給（限度など） 

＜ウェブサイトに関するお問い合わせ先＞

地域・担い手サポートセンター

住所：山形県山形市七日町三丁目 1番 16 号

を立ち上げ、ＪＡグループを 

のもと、さくらんぼ収穫作業等の応援団（アルバイトやボランティア） 

が多

従事し 

の募集情報（求

 

地域・担い手サポートセンター 

号 


