
　　　　　　山形県観光者数調査　　　　（関連記事１０面）

２２年度観光客数は５．８％減、３９４３万人

主な観光地別観光者数（延べ数）‖単位・千人
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平成淹淹年度 平成淹涅年度

山形花笠祭り ８月 山形市 涅，濤濤濤．濤 淆淹濤．濤

新庄まつり ８月 新庄市 渊淇濤．濤 渊淇濤．濤

酒田港まつり酒田花火ショー ８月 酒田市 渊涅濤．濤 渕淆濤．濤

赤川花火大会 ８月 鶴岡市 渊濤濤．濤 渕濤濤．濤

米沢上杉祭り ４～５月 米沢市 渕涸淦．濤 渊渊濤．濤

植木まつり ５月 山形市 渕涸涵．濤 渕涸涵．濤

むらやま徳内まつり ８月 村山市 淹涸濤．濤 淹涵濤．濤

霞城観桜会 ４月 山形市 淹淦濤．濤 淹渕淹．濤

酒田まつり ５月 酒田市 淹淇濤．濤 渕渊濤．濤

上杉雪灯篭まつり ２月 米沢市 淹濤渕．涵 涅淇淹．涵

山形県観光物産市 ８月 山形市 淹濤濤．濤 淹涅濤．濤

初市 １月 山形市 淹濤濤．濤 淹濤濤．濤

鶴岡天神祭 ５月 鶴岡市 涅淦濤．濤 涅涸濤．濤

最上大産業まつり 涅濤月 新庄市 涅涵淹．濤 涅渕涵．濤

おばなざわ花笠まつり ８月 尾花沢市 涅渕渕．濤 涅淹渕．濤

主な祭り・イベントの入込数（延べ数）
（単位：千人）

名　称 開催時期 市町村
観光者数

※山形大花火大会、日本一の芋煮会フェスティバルは集計方法の変更により欄外

合　計 県　内 県　外
鳥海山 渕濤淇．渕 涅淇涵．濤 涅渊涅．渕 渕涅涵．淆 淆淦．濤
蔵王連峰 淹涵涸．淇 涅涵濤．淹 涅濤涸．渊 淹涵淹．濤 涅濤淹．淇
月山 淹渊涵．涵 涅涵濤．淇 淆渊．淆 渕淹渕．淆 淦涵．涸
飯豊連峰 淦涅．渕 淹涵．涅 渊淇．淹 淇淆．淦 涅濤淹．渕
朝日連峰 淦濤．濤 淹淇．淦 渊渕．渕 涸涅．涅 涸淇．渕
吾妻連峰 涅涸．淹 淆．涅 淆．涅 淹濤．渕 涸淆．淦
その他 淦涅．涵 渊淇．濤 淹涵．涵 淇淇．涅 涅濤涸．淹

計 涅，濤渊涅．渊 涵淦淹．淦 渊淇涸．淦 涅，涅淹淆．濤 淆淹．淹
蔵王温泉 涅，濤淹涸．淦 渊濤渊．渊 淇淹渊．渕 涅，淹涅淹．渊 涸渊．涸
上山温泉 淦涅涵．渊 淹涸淇．渕 渊淹淆．涅 涸淦渕．涸 涸涅．淆
天童温泉 淇淇淆．涸 淹淆涵．涸 渕淦渊．濤 淦渕淆．涅 淆濤．淇
湯野浜温泉 淇涅淹．渕 淹淦涅．淦 渕渊濤．淇 淇淇涅．淦 淆淹．涵
赤湯温泉 涵涅涸．淆 渕涅涅．渊 淹濤淦．涵 渊渕涵．涅 涅涅淆．渕
東根温泉 渊涵渊．渊 渕涅涸．淹 涅渕淇．淹 渊淆淹．涅 淆淹．渕
テルメ柏稜 渊涵淹．涸 渊濤淦．淇 渊涵．淹 涵濤渕．淆 涸淆．淆
天童最上川温泉ゆぴあ 渕涸淇．渊 渕渊淦．涸 渕涸．淇 渊淹淆．淹 淆濤．濤
べに花温泉ひなの湯 渕涸涵．淦 渕淦渊．濤 涅涅．淦 渕涸涅．涅 涅濤涅．淹
銀山温泉 淹淦淆．濤 涅涅涅．淹 涅淇淦．涸 渕涅涸．淇 涸淦．淇
やまぶし温泉　ゆぽか 淹淇涵．淹 淹淇涵．淹 濤．濤 淹淇涸．渕 淆涸．涸
ひまわり温泉「ゆ・ら・ら」 淹淇淹．涵 淹渊淇．淆 涅涵．淇 渕涅淇．涅 涸渕．濤
温海温泉 淹渊淦．涸 淆濤．濤 涅涵淦．涸 淹涸濤．淹 涸涸．渊
ぽっぽの湯 淹渕渕．淆 淹淹淇．淆 淦．濤 淹渕淇．淦 淆涸．涸
鳥海温泉 淹涅淹．涅 涅淇淆．淦 渊淹．渊 淹淹淹．淦 淆涵．淹
なの花温泉田田 涅淆渕．渊 涅涸淦．渊 淇．濤 淹涅淇．淇 涸淆．渕
碁点温泉 涅涸淆．濤 涅涵涅．涅 渕淦．淆 淹淹淇．濤 涸渕．淇
大石田温泉 涅涸涵．淹 涅淦淆．淦 涵．涵 涅淆涅．淦 淆淇．淇
八森温泉ゆりんこ 涅淦渕．淆 涅涵淇．淇 涅淦．渕 涅涸渊．涵 淆渊．渕
くしびき温泉ゆ－ＴＯＷＮ 涅涵淇．淆 涅渊涅．淹 涅涵．淦 涅淦淦．涵 涸涸．渊
その他 淹，渊渕淦．淦 涅，淦淦淇．涸 淇淇濤．淆 淹，淇涸渊．涵 淆濤．涸

計 涅濤，濤淇涅．濤 淇，淦涅淆．淆 渕，渕渊涅．涅 涅涅，濤涵涅．涸 淆涅．濤
蔵王温泉スキー場 渊濤涅．渊 涅淹淇．淇 淹淦渊．涸 渊淆淹．渊 涸涅．涵
月山スキ－場 涅渕淦．淆 涵渕．渊 涸渊．涵 涅渊淆．渊 淆淹．渕
黒伏高原スノーパークＪＪ 淦濤．渕 淹涸．涅 渊淹．淹 涸淇．淇 涸涅．淹
米沢スキー場 涵淦．涸 淹涵．淆 渕涅．淆 淇涵．淆 涸淦．淦
湯殿山スキー場 渕渊．渕 淹涵．濤 淆．渕 渕渕．淦 涅濤涅．涸
花笠高原スキー場 渕渕．涸 淹渕．淦 涅濤．涅 渊濤．濤 涸渊．涵
栗子国際スキー場 渕淹．涵 渊．淆 淹淦．淇 渊涅．渕 淦涸．淦
天元台スキー 渕涅．涵 涅淹．淆 涅涸．淇 渕淇．淹 涸淦．濤
天童高原スキー場 淹淆．渊 淹涵．淆 渕．涵 渕淇．渊 涸濤．涸
たらのき代スキー場 淹淇．涸 淹渊．淹 淹．淇 淹涸．淆 淆淹．淦
その他 涅渊涅．淆 淆涸．淹 渊渕．淦 涅淇涵．涸 涸涵．淇

計 淆淆淦．淇 渊渊涸．涸 涵渊涸．涸 涅，涅淦淇．淇 涸渊．涸
湯野浜 淹淇涅．渕 涅涵淇．涸 涅濤渊．涵 淹渊渕．濤 涅濤淦．涵
由良 涅淹濤．淇 涸渊．渊 渕淇．淹 涅涅淹．淆 涅濤淇．涸
西浜 淇涸．淇 渕渊．渕 渕渊．渕 涵涵．淦 涅淹渕．淹
浜中 涵涸．渕 渊淇．淇 涅涅．淦 渊涅．涵 涅渊濤．涵
加茂レインボービーチ 淹濤．涵 涅涸．涵 淹．濤 涅淆．淇 涅濤渊．淇
その他 淇渕．渕 渊渊．涸 涅涸．涵 涵濤．渕 涅淹涵．涸

計 涵淆淹．淇 渕涸涵．渊 淹濤淦．淹 涵淹渕．濤 涅涅渕．渕
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合　計 県　内 県　外
松岬公園 涅，涵淦渊．涵 渊淦淹．涵 涅，涅濤淹．濤 渕，涅渊濤．淆 涵濤．涅
山寺 淦淹濤．淹 淹涵淦．渕 渊淇淹．淆 淦淇涅．涅 淆渊．淇
羽黒山 淇涅涵．涸 淹淦涅．涸 渕渊渊．濤 淦渕淇．淇 涸渕．淇
最上公園 涵淇濤．淹 渕渕淆．涸 淹淹濤．渊 淇濤渊．渕 淆淹．淦
亀岡文殊 渊涅渊．濤 涅淇渊．涸 淹渊淆．淹 渊濤涅．濤 涅濤渕．淹
熊野大社と双松公園 渕淆濤．渊 涅淦淇．淹 淹涅渊．淹 渊濤淹．涸 淆淇．淆
徳良湖 渕涸淹．渊 淹渕淇．淆 涅渊涵．涵 渊濤淇．渕 淆渊．涅
大滝峡公園 渕涵渊．淆 涅淹淇．濤 淹淹涸．淆 渕涵淇．涅 淆淆．淦
天童公園 渕濤淹．淦 涅渊渊．涸 涅涵淦．淆 渕涵淦．淹 涸渊．淦
若松観音 淹涸濤．涸 涅涅淹．渕 涅淇涸．涵 淹涵涵．涸 涅濤淆．涸
東沢公園（バラ園） 淹淦涅．渊 淹濤淹．涸 淇涸．淇 渕涅涸．渕 涸涵．渕
十六羅漢岩 淹涅涅．淦 淇渕．涵 涅渊涸．淹 涅渕淇．淦 涅涵渊．淆
烏帽子山公園と八幡神社 涅淆涵．淦 涅渊濤．渊 涵涵．渕 淹涵淦．涸 淦涵．淆
小野川大黒天 涅淆渕．淦 涸淇．涅 涅濤淦．淇 淹濤涵．淇 淆渊．淹
寒河江公園 涅淇涅．濤 淦涸．淹 涸淹．涸 涅淇涅．淦 淆淆．淇
その他 淹，渕涸涅．渕 涅，淹涅淆．渕 涅，涅淇淹．濤 淹，涵涸淆．淦 淆淹．濤

計 淆，濤涅濤．淦 渊，濤淆淹．淦 渊，淆涅涸．濤 涅涅，涅涅淇．涵 涸涅．涅
蔵王エコーライン 涅，涅濤淹．淦 渊渊涅．涅 淇淇涅．淇 涅，涅渕渕．淹 淆淦．渕
西蔵王高原ライン 淇涅淆．淹 涅涸涵．淦 渊渕渕．涵 淇淇淇．涅 淆渕．濤
蔵王ライン 渊濤濤．涵 淹涸濤．渕 涅淹濤．淹 渊涅涵．涵 淆淇．渊
鳥海ブルーライン 涅淦涅．淆 涸淇．涅 涸涵．涸 涅涸涅．淦 淆渊．淇

計 淹，淹淆渊．渕 淆淆渕．淹 涅，渕濤涅．涅 淹，渕淆淇．涵 淆涵．淦
ふらっと 淹，渕淦濤．涅 淦涅涅．涅 涅，淇涵淆．濤 淹，渕淆渕．涸 淆淆．濤
むらやま 淇淇淇．淆 淹濤濤．濤 渊淇淇．淆 淇淆涅．涅 淆淇．涵
わくわくランド（道の駅） 渊淦涵．涵 涅涸淆．涸 淹涸涵．淦 淇淹涸．淆 淦涵．淇
花笠の里ねまる 渕淹渊．淇 涅渕淹．渕 涅淆淹．渕 渕淹淆．涅 淆涸．淇
チェリ－ランド 渕濤涸．渕 涅淹淦．涸 涅涸濤．涵 渕渊淦．涅 涸涸．涸
おおえ 淹淦渕．淦 淹涅淆．涅 涵渊．淇 渕淇渊．淦 淦涵．濤
めざみの里観光物産館 淹渊渊．涸 涅渊淇．淆 淆淦．淆 淹涵淇．涅 淆涵．淇
しゃりん 淹渕淦．濤 涸淹．淆 涅涵渊．涅 淹淇淇．渕 涸淆．濤
ぶな茶屋 淹淹淇．淹 渊渊．涸 涅涸涅．渊 淹淇渊．濤 涸涵．淦
白鷹町観光やな場 淹濤淹．渊 涅淇涅．淇 渊濤．涸 淹淹淹．涵 淆涅．濤
その他 淇涅濤．淦 淹淆渊．濤 渕涅淇．淦 渊淆渊．淹 涅淹渕．淇

計 涵，淆渊濤．淹 淹，渕涅濤．渕 渕，淇淹淆．淆 淇，渊渕涸．濤 淆淹．渕
庄内観光物産館 淆淹涸．渊 淇渊濤．涸 淹涸淦．淇 ‐ ‐
酒田夢の倶楽 淇淇濤．渕 渕涸淆．涸 淹淦濤．涵 淦涵渊．淦 涸淦．涵
さかた海鮮市場 涵淦涅．渊 渊濤淹．淆 涅淇涸．涵 淇淹淆．涅 淆濤．涸
山形県観光物産会館 涵濤涅．淇 涅涵濤．淦 渕涵濤．淆 ‐ ‐
川の駅やな茶屋「もがみ」 渕淆渊．濤 涅涵淦．淇 淹渕淇．渊 渊渕渕．濤 淆涅．濤
よねおりかんこうセンター 渕涸涸．濤 涅淦濤．渊 淹涅淦．淇 涵淹涅．涸 淦渊．渊
山形まるごと館　紅の蔵 渕渕渕．淆 淹渕渕．涸 涅濤濤．涅 涅涅淆．淹 淹涸濤．涅
水の町七日町御殿堰 淹涵淆．涵 涅涸涅．淇 淦淦．淆 ‐ ‐
高畠ワイナリー 淹渊涸．涸 涅涅淦．淆 涅渕濤．淆 渕濤淆．渕 涸濤．渊
加茂水族館 淹涅淆．渕 涅涵淹．淇 淇淇．淦 淹淹濤．渊 淆淆．涵
みなと市場 淹涅涸．淆 涅涵渊．淹 淇渊．淦 ‐ ‐
さくらんぼ観光果樹園 淹涅涸．涅 淹渊．涸 涅淆渕．渕 淹濤淹．濤 涅濤涸．濤
東根市観光果樹園 淹濤涅．渊 渊淇．渊 涅涵涵．濤 淹淹渊．涅 涸淆．淆
大石田そば街道 涅涸涸．濤 涅渕淹．淆 涵涵．涅 淹涅淹．涵 涸涸．涵
最上川三難所そば街道 涅淦涵．淦 涅濤涵．涵 淦濤．淹 涅淆濤．淹 淆淹．渊
その他 渕，淆涸涸．淇 淹，淹濤淆．渊 涅，淦淦淆．淹 渕，涵涅淦．淆 涅涅渕．渊

計 淆，渊淆涵．淆 涵，淹淦涅．渕 渊，淹淹渊．淇 涸，濤涅渕．涅 涅涅涸．涵
合　計 渕淆，渊渕渕．淦 淹濤，淦淆渊．渕 涅涸，淇渕淆．渊 渊涅，涸渊渊．涵 淆渊．淹

区分 観　光　地
平成淹淹年度

平成淹涅年度 前年度比
（％）
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そ
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涅涸年度 涅淆年度 淹濤年度 淹涅年度 淹淹年度 涅涸年度 涅淆年度 淹濤年度 淹涅年度 淹淹年度 涅涸年度 涅淆年度 淹濤年度 淹涅年度 淹淹年度

延 数 涵淦淹．濤 涵涸淇．涵 涵淦渕．淆 淇淹渊．涅 涵淦淹．淦 渊涸渕．淹 渊淆濤．涸 渊涸涅．淦 涵濤渊．淆 渊淇涸．淦 涅，濤涵涵．淹 涅，濤淦淦．渕 涅，濤涵涵．淇 涅，涅淹淆．濤 涅，濤渊涅．渊

対前年比 淆涵．淆 涅濤淹．涵 淆淦．淆 涅濤涸．淦 淆涅．涸 淆渕．涅 涅濤涅．淇 淆涸．涅 涅濤渊．涸 淆淹．涸 淆渊．淇 涅濤淹．涅 淆涸．濤 涅濤淦．濤 淆淹．淹

延 数 涸，涅淇渊．淹 淦，涸渊涵．涵 淦，渊淆涸．渕 淦，渕淹濤．濤 淇，淦涅淆．淆 渊，涅渊淦．渕 渊，涅涅涸．淇 渕，淦淦涅．涸 渕，淦渕涅．涸 渕，渕渊涅．涅涅淹，渕涅涅．涵涅涅，淆淇渊．涅涅涅，淹淦濤．涅涅涅，濤涵涅．涸涅濤，濤淇涅．濤

対前年比 涅濤濤．涅 淆淇．涅 淆涵．淇 淆淦．淇 淆涅．涸 涅濤濤．渊 淆淆．渕 淆涅．淇 淆涸．淆 涸淆．涵 涅濤濤．淹 淆淦．淹 淆渊．淹 淆涸．涅 淆涅．濤

延 数 涵渊淦．渊 涵涸渊．涵 涵涵淇．渊 涵渕涵．渊 渊渊涸．涸 淦渕涅．淇 淦渊涵．渊 淦渕涅．渊 淇渊涅．淹 涵渊涸．涸 涅，淹淦淆．濤 涅，渕淹淆．淆 涅，淹涸淦．涸 涅，涅淦淇．淇 淆淆淦．淇

対前年比 涸淦．淹 涅濤淇．涸 淆涵．淹 淆淇．淹 涸渕．涸 涅濤涸．渕 涅濤涅．淆 淆涸．涅 涸淦．淦 涸涵．淇 淆涸．涅 涅濤渊．濤 淆淇．涸 淆涅．渊 涸渊．涸

延 数 涵渕涸．淦 渕淆淆．涵 渊渕淹．淆 渕渕涸．渕 渕涸涵．渊 淹淇涵．渕 渕濤渕．涸 淹涅淆．濤 涅涸渊．淦 淹濤淦．淹 涸濤渊．濤 淦濤渕．渕 淇涵涅．淆 涵淹渕．濤 涵淆淹．淇

対前年比 涅涅淹．渊 淦渊．淹 涅濤涸．渊 淦涸．涅 涅涅渕．淆 涅濤淇．淦 涅涅渊．涵 淦淹．涅 涸渊．渕 涅涅淹．淹 涅涅濤．渊 涸淦．涵 淆淹．淦 涸濤．淹 涅涅渕．渕

延 数 渊，涵淹淆．淦 渊，渊渕涅．涅 渊，渕淇渕．濤 渊，淦涸涅．淆 渊，濤淆淹．淦 涵，涅涅渕．淆 涵，淹涅淦．淹 涵，渕渊淦．涸 淇，渕渕渊．淇 渊，淆涅涸．濤 淆，淇渊渕．淇 淆，淇渊涸．渕 淆，淦涅濤．涸涅涅，涅涅淇．涵 淆，濤涅濤．淦

対前年比 淆淹．渊 淆淦．涸 淆涸．涵 涅濤淆．淇 涸涵．淇 淆涸．淆 涅濤淹．濤 涅濤淹．涵 涅涅涸．涵 淦淦．淇 淆涵．涸 涅濤濤．濤 涅濤濤．淇 涅涅渊．涵 涸涅．涅

延 数 涅，濤渕淇．涸 涅，濤淦涅．渕 涸涸淇．渊 涅，濤渕涵．濤 淆淆渕．淹 涅，渕涸涅．涅 涅，渊涅淦．涸 涅，涅淆淹．淹 涅，渕淇涅．涵 涅，渕濤涅．涅 淹，渊涅淦．淆 淹，渊涸淆．涅 淹，濤淦涸．淇 淹，渕淆淇．涵 淹，淹淆渊．渕

対前年比 淆涸．淆 涅濤渕．渕 涸淹．淦 涅涅淇．涸 淆淇．濤 淆涸．淆 涅濤淹．淦 涸渊．涅 涅涅渊．淹 淆涵．淇 淆涸．淆 涅濤淹．淆 涸渕．涵 涅涅涵．渕 淆涵．淦

延 数 淹，淇淹渕．淇 淹，涵淇淹．淆 淹，渊淇渊．涵 淹，涵涵濤．渕 淹，渕涅濤．渕 渕，淹淇濤．涅 渕，渕涵淦．淹 渕，渊淹渊．涸 渕，涸涸淦．淦 渕，淇淹淆．淆 涵，涸涸渕．淦 涵，淆淹濤．涅 涵，涸涸淆．渕 淇，渊渕涸．濤 涵，淆渊濤．淹

対前年比 淆淦．渊 淆淦．淦 淆淇．淹 涅濤渕．涵 淆濤．淇 淆涸．淆 涅濤渕．濤 涅濤淹．濤 涅涅渕．涵 淆渕．渊 淆涸．渕 涅濤濤．淇 淆淆．涵 涅濤淆．渕 淆淹．渕

延 数 渕，涸淆涸．淆 渕，淦濤淹．涸 渊，濤渕渊．涵 渊，渊涅涵．涸 涵，淹淦涅．渕 渕，淹淆涸．渊 渕，淹渊淹．涅 渕，渕渊涵．淦 渕，涵淆淦．渕 渊，淹淹渊．淇 淦，涅淆淦．渕 淇，淆渊渊．淆 淦，渕涸濤．淹 涸，濤涅渕．涅 淆，渊淆涵．淆

対前年比 涅濤淹．淹 淆涵．濤 涅濤淆．濤 涅濤淆．涵 涅涅淆．渊 淆渊．淆 淆涸．渕 涅濤渕．淹 涅濤淦．涵 涅涅淦．渊 淆涸．淦 淆淇．涵 涅濤淇．渕 涅濤涸．淇 涅涅涸．涵

延 数淹涅，淆涅涅．渕淹涅，涅涸渊．涅淹濤，涸濤淆．淆淹涅，淇濤濤．涸淹濤，淦淆渊．渕涅涸，淇涸濤．淆涅涸，涸淆淹．淆涅涸，涵涅渊．渊淹濤，淹渊渕．淦涅涸，淇渕淆．渊渊濤，涵淆淹．淹渊濤，濤淦淦．濤渕淆，渕淹渊．渕渊涅，涸渊渊．涵渕淆，渊渕渕．淦

対前年比 淆涸．淹 淆淇．淦 淆涸．淹 涅濤渕．涸 淆淇．渕 淆涸．涸 涅濤涅．涅 淆涸．濤 涅濤淆．渕 淆淹．涅 淆涸．涵 淆涸．淦 淆涸．涅 涅濤淇．渊 淆渊．淹

年度別観光者数（県内・県外客）の推移
（単位：千人、％）

県内客 県外客 合　計

山岳観光地

温泉観光地

ス キ ー 場

海 水 浴 場

名所・旧跡

観 光 地

観光道路等

道 の 駅

そ の 他 の

観 光 地

合 　 計

区分　　

観光地類型別
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