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山形空港

山形市
仙台

札幌

東京
名古屋大阪

※このパンフレットに記載された情報は令和4年7月現在のものです。

特産品である「そば」、
東日本最大級の「東沢バラ公園」、
そして「徳内ばやし」を観光資源の３本柱として
市内外にＰＲしています。

交通アクセス
※天候・交通状況により変動します。

そば・バラ・徳内ばやしのまち

むらやま

素材や技にこだわりを持ったそば店と、そば打ち体験ができ
る農村伝承の家からなる　「最上川三難所そば街道」。それ
ぞれの店では工夫を凝らした、個性豊かなそばを味わうこと
ができます。

徳内ばやしは、毎年8月下旬に開催される「むらやま徳内ま
つり」で披露されます。北海道厚岸町から受け継がれた軽快
なお囃子に合わせて、踊り手が力強く、また勇壮かつ華麗
に踊ります。

東沢バラ公園は、初夏の訪れとともに、750品種2万株もの
バラが咲き誇り、公園に広がる甘い香りに包まれながら優雅
なひとときを過ごすことができます。
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山形県村山市

札幌

山形空港

65分

大阪 75分

名古屋
65分

東京

仙山線～JR新幹線つばさ　90分

新幹線　170分

仙台

村山駅

山形市

45分 17分

60分
40分

村山市
東京から

    新幹線で１本!

空港にもらくらくアクセス!

おいでよ!
 村山市へ! 

村山市キャラクター
ムララ®

ア
イ
ニ
キ
テ
ネ



村山市キャラクター

東沢バラ公園で生まれた妖精。
村山市のPRに大活躍。

「ムララ」®

会いにきてね♪

山形県村山市の概要
●面積　196.98 km2

●人口・世帯数（令和2年10月1日現在　国勢調査結果）
　人口…22,516人　世帯数…7,579世帯
●沿革
・昭和29年11月1日　市制施行
・１町７か村が合併し、この地方の総称である
村山地方の村山を採用し、「村山市」と名付
けられました。

●地勢
・山形県の中央部に位置し、東西22km、南北
15kmの東西に長い形をしています。

・東を奥羽山脈、西を出羽丘陵に囲まれ、中
央を最上川が蛇行しながら北流し、流域には
肥沃な土地が開けています。

●気候・自然
・典型的な内陸型で夏冬の寒暖差が大きいと
ころです。
・冬は雪が積もりますが、山間部と市の南部で
は積雪量にかなりの差が見られます。

むらやまの
自然との距離が、ちょうどいい。
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居合道
天然ジュンサイ

東沢バラ公園

秋の田園風景

北山の桜 さくらんぼ

芋煮

冬の最上川

板そば
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移住者の声

　2021年5月、村山市
に移住しました。出身は
愛知県名古屋市。
　村山市を初めて訪れた
きっかけは、2020年春、
知人のサクランボ農家の
手伝いをしたことでした。
名古屋で広告代理店に勤
めていましたが、新型コ
ロナウイルスの流行もあ
り、自宅でのテレワークが増え、「どこにいて
も仕事ができる」という感触を持ちました。
そして単身山形に乗り込み、妻である大山芙由美
さんと出会い、結婚を機に移住を決断しました。

　村山市は自然が豊か。こちらで過ごすうちに農
業に興味を持ち、近くに畑を借りて農作物を育て
ています。畑仕事をして、自分が育てた野菜を食

べたり、人に食べてもらったり。田舎暮らしなら
ではの楽しみだと思います。
　仕事の話をすると、元々勤めていた広告代理店
とフリーランス契約を締結し、今でも仕事をいた
だいています。仕事を辞めて移住となると、とて
もハードルが高いと思います。僕の場合はテレ
ワークの普及をきっかけに、雇用契約の変更のよ
うなイメージだったので、移住先にインターネッ
ト環境があれば安心といった感じでした。
　もちろん、契約変更に伴い、元々の会社からの
収入は減りましたが、村山市に移住して、農家の
方と接しているうちに、インターネットによる販
路拡大や事務仕事のサポートなど、自分の特性を
活かして、地域の方から仕事をいただきました。
畑で採れた野菜をいただくこともあり、地域の
方々の温かさを感じました。生活面では、都市部

に比べて家賃や食費などは安く、出費を抑えるこ
とができるので助かっています。
　名古屋に住んでいた自分にとって、豪雪には驚
きました！一日中、除雪作業に追われる日々が続
き、大変な思いをしましたが、これもまた地域の
方が、除雪のコツを
教えてくれて。コツ
を覚えてからは、除
雪も何とかスムーズ
にできるようになり
ました。雪上キャン
プや、ワカサギ釣り
など、雪国ならでは
の遊びも楽しめるようになりました。
　都市部から地方へ移住すると、「移住先で、
地域の方々に受け入れてもらえるのか」
という不安があると思います。僕の場合は妻が村
山市出身ということもありましたが、村山市には
「都市部からの移住者」が結構いて、仲良くさせ
てもらっています。テレワークの普及や自治体の
サポートなど、今後は地方移住のハードルがどん
どん下がっていくと思います。
　僕もこれから、村山市で暮らしていくにあたっ
て仲間が欲しいので、ぜひ村山市を訪れていただ
いて、話がしたいですね。
　ぜひ、会いに来てください！

アイニキテネ

移住者の声
都市部 ▶ 村山市

単身山形に乗り込んで感じた、
地域の方々の温かさと
田舎暮らしの楽しみ。

大山  裕貴さん
Ｉターン 愛知県

名古屋市 ▶ 村山市

詳しくはコチラ!

移住者の声  2021.07.05
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民泊工房  FUu～泊
まる
murayama

〒995-0202 山形県村山市白鳥1152-１
☎ 090-4048-8772

大山 裕貴さんの妻、大山 芙由美さんが古民家を改築し
て２０１９年に始めた民宿。農泊者などの案内も行ってい
て、気軽に田舎暮らしや農作業を体験できます。
JR村山駅から車で１５分ほど。ぜひ、ご利用ください！

ぜひお越しください!

公式ホームページ
minpakukobo-fuu.com

1 2



　2022年7月22日、私の母校、楯岡高校が、にぎわい創
造活性化施設『Link MURAYAMA』として生まれ変わり
ました! 楯岡高校は2016年3月に閉校。それまで高校生の姿があった村山駅
前、楯岡商店街に「にぎわい」を取り戻し、市の活性化を目指します。
　私はといえば、楯岡高校を卒業後、東京都で社交ダンスの講師をしていま
した。Ｕターンを考えて、有楽町にある『ふるさと回帰支援センター』で相
談したところ、母校の利活用に携わることができる「地域おこし協力隊」の
募集を知り、応募、2021年2月に着任しました。
　これから、『Link MURAYAMA』を拠点に、社交ダンスを通して、様々な
方と交流したいと思っています。『Link MURAYAMA』に、ぜひ会いに来て
ください！

村山市は、テレワークにチャレンジするあなたを応援します。

テレワークのミカタ！
アイニキテネ

ミカタ
❶            にぎわい創造

活性化施設

Link MURAYAMA

ミカタ
❷   関係人口交流拠点

施設

Ｃo-Ｃreating-Ｌounge
 ＆ Ｓhare Ｈouse Kiwa

小関  恵子さん
Uターン 東京都

新宿区 ▶ 村山市

詳しくはコチラ!

詳しくはコチラ!

廃校活用  2021.03.29

末永  玲於さん
Iターン 富山県

砺波市 ▶ 村山市

　2022年3月20日にオープン! テレ
ワークができるラウンジに、１泊から
利用できるシェアハウスが併設。
　慶應義塾大学在学中に移住した
村山市で起業。地域活性化を目指
し活動しています。

　早稲田大学在学中に村山市地域おこし
協力隊に着任。若者定着・回帰促進を目
指して活動しています。2023年3月に早稲
田大学を卒業予定。村山市に定住できる
よう、これからも仲間と一緒に活動してい
きます！

公式ホームページ
ki-wa.online

ぜひお越しください!

山坂  千晴さん
Iターン 東京都

板橋区 ▶ 村山市

友達と話をしたり、カフェでくつろいだり、勉強をしたり、仕事や打ち合わ
せをしたり。自由に使えるオープンな施設です。様々なお店やオフィスも
あります。ぜひご利用ください。

にぎわい創造活性化施設  Link MURAYAMA
〒995-0032 山形県村山市楯岡荒町２丁目１－１
☎  0237-48-8212

公式ホームページ
link-murayama.jp
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生まれ変わった母校から、また
たくさんの出会いが生まれますように。

　2022年7月1日から、地域プロジェクトマネージャーとして、『Link MURA
YAMA』の管理・運営と、中心市街地活性化に取り組んでいます。
　『Link MURAYAMA』では、仕事や打ち合わせの場として使えるコワーキ
ングスペースや個室を用意しています。施設内に地元食材を取り扱うカフェ、
フィットネスジム・リラクゼーションのお店などもありますし、周辺の飲食
店や日帰り温泉のご案内もできます。地方でのテレワーク・ワーケーション
や起業の拠点としてお使いください。
　私自身も、市の花であるバラを栽培してローズオイルなどを製造・販売す
る事業を起業しました。地方で新しいチャレンジをする方々との “つながり”
を大事にしていきたいと思っています。ぜひ『Link MURAYAMA』でお会い
しましょう！

佐藤  洋介さん
Jターン 東京都

杉並区 ▶ 村山市

テレワーク・ワーケーションの拠点として
Link MURAYAMAをぜひご利用ください。

集
まる
murayama

詳しくはコチラ!

学生の活躍  2022.7.5

リビング・コワーキングスペース カフェ 屋内広場（旧体育館）シェアキッチン

現役大学生も移住しました！現役大学生も移住しました！
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　地元の村山農業高校を卒業後、会社
員として就職。北海道（道東）や福島
県で働いてきました。各地域の方 と々仕
事を通じて触れ合ってきましたが、自分
にもっと出来ることはないのかと考える
ようになりました。やるのであれば地元
を盛り上げる仕事がしたい、地域に根
付く農業を生業としたいという考えに至
り、2022年4月、新規就農を目指す地
域おこし協力隊に着任しました。実家
が農家と言うわけではなく、すべてが
一からのスタート。地域おこし協力隊の
制度を活用し、地域の農家さんとマッ
チング。農業研修をさせて頂いています。
助成金や補助金といった制度を勉強し、
市役所で相談しながら、2年後の就農
計画を立てています。

　村山市では生産者の高齢化が進んで
おり、これから農家としてチャレンジを
していく上ではチャンスの時。土地柄や
土壌の特徴として、多くの作物を育てる
ことが可能なので、将来的な期待が大
きいと考えています。
　地元に戻ったのをきっかけに、自分と
しては約10年ぶりに「徳内まつり」に
参加することも
できました！こ
れからも仲間と
楽しく、地域行
事に取り組んで
いきます。村山
市を一緒に盛り
上げましょう！

しごと・住まいの情報
アイニキテネ

　東京都新宿区で行われた「新・農業
人フェア」をきっかけに、2019年11月、
村山市地域おこし協力隊に着任。新規
就農・農地承継を目指し、約2年間活
動しました。2021年12月に退任、認定
新規就農者となり、村山市で農業を営
んでいます。もともと横浜市で農業の
手伝い、「援農」をしていましたが、本
格的な農業は初めて。思うようにいかな
いこともたくさんありましたが、農家の
方々に支えていただきました。サクラン
ボ、サトイモ、ネギ、啓翁桜など、様々
な作物の栽培に取り組み、今では念願
のシャインマスカット栽培にも取り組ん
でいます！

　今度は自分が受け入れ側として、農
業を体験しに来ていただければ嬉しい
です！

一緒に農業しませんか？
アイニキテネ

麿   恵美さん
Iターン 神奈川県

横浜市 ▶ 村山市

詳しくはコチラ!

移住者の声  2021.03.29

平山  龍矢さん
Uターン 福島県

福島市 ▶ 村山市

　当協議会は、市内の現在の担い手た
ちと関係機関が集まり、力を合わせて
「市内で農業を志す方を自分たちの仲間

として支援しよう」として立ち上げました。
経営面の相談や指導だけでなく、生活
面での交流も含めて、就農者に携わり
ます。
　ぜひ、村山市で就農し、私たちの仲
間になりませんか？

村山市担い手創造推進協議会
TOPICS

Li
ve

 in M
urayama�

地元の農業者・協議会会長

板垣  厚志さん

田植えの様子
約10年ぶりに徳内まつりに参加!

山形県内で仕事を探す際は、ぜひ、下記マッチングサイトをご利用ください。

　JOB山形は山形県移住支援金対象求人サイト
です。東京圏から山形県に移住し、当サイトに
掲載された求人に就業した方に、最大100万円
の支援金を支給します！ 詳しい条件などは、当
サイトからご確認ください。

移住支援金山形
山形県移住支援金対象求人サイト

ジ  ョ  ブ

　山形県にUターン、Iターンして転職・就職し
たい方と、山形県内の求人企業とのマッチング
を支援します。ホームページに個人のプロフィー
ルと企業の求人情報を登録し、出会いの場を
ご提供いたします。

　市外から転入し、市内の賃貸住宅に居住し
た場合、年間６万円を最大５年間支給します。

村山市就業者等定住促進助成金

　大賞、準大賞などの設計コン
セプトを利用し、市内に住宅を
新築する方に、設計費の2分の1
（最大150万円）を補助します。

設計活用推進事業

　市内に住宅を新築または購入される方に、
最大225万円を補助します。

村山市子育て応援・定住促進事業補助金

村山市では宅地分譲や、住宅新築 · 購入などで支援を行っています。
また、賃貸住宅を希望する方にも支援があります。

しごと

住まい

補助金のイメージ

①定住促進住宅建設支援事業
50万 100万25万 25万 25万

②子育て応援住宅建設支援事業

③地元企業住宅建設支援事業↓

新築、改築、建売購入 同居、近居世帯加算 土地購入加算 最大255万円

大賞
「かまくら住まい～Kamakura House～」

大賞
「『さんかくやね』が包み込む家」

準大賞「たねのある家」 準大賞「キョウカイのないイエ」

転入者の

アパート
費用

を補助

サクランボ選果の様子
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教育&共育～高い学力と豊かな体験～

アイニキテネ

　村山市では、ネイティブの先生が幼稚園や保育園を訪問し、幼児
期の段階から英語に触れる機会を設けています。子どもたちは、遊
びや絵本の読み聞かせを通して、外国人と楽しくコミュニケーション
をとり、英語に親しんでいます。通常、英語教育は小学校３年生か
ら実施されますが、村山市では小学校１・２年生にも英語での活動
を行い、幼児期から中学校を卒業するまで、一貫して英語教育を進
めています。
　中学生には、挑戦する気持ちを応援するため、英語検定の受験
料を希望者に補助しています。また、学校で学習した英語をさらに
活用する場として、グローバルキッズ講座を月２回、日曜日に開催し、
英語による討論会等を行い、実践的な英語力を培っています。

　村山市では、「GOGO! むらやま算数・数学学力向上プロジェクト」
を展開し、様々な調査結果の分析をもとにして、教育委員会と学校
が一体となって「楽しく力が付く授業づくり」に取り組んでいます。
　先生方を対象とした「教科書活用研修会」や「教師塾」は、日々
の授業改善を目指しており、参加者から好評を得ています。
　児童・生徒を対象としたものに「わくわ
く数学講座」があります。外部から講師を
招き、夏休み中に小学生講座（２日）と中
学生講座（１日）を開き、算数・数学を
学ぶ楽しさを実際に体験してもらえる機会
を提供しています。

英語教育に力を入れています！
project

1 「さぽてん」学習会を無料サポート
project

4

GOGO!むらやま算数・数学学力向上プロジェクト
project

2

　村山市では、「普段づかいのICT」を合言葉に、一人一台タブレッ
トの活用を進めています。情報収集・情報共有の場面でICT、思考・
判断・表現の場面でICT! 学習に必要だと感じたら、ICTを使って
柔軟に対応できるスキルと幅広い教養を身に付け、これからの情報
化社会を生き抜く力を育んでいます。
　クラウド型ドリルを使って自分の苦手な学習に取り組んだり、タ
ブレットの画面を共有して友達と意見交換をしたり、プログラミング
学習に取り組んだり…。子どもたちのニーズと発達段階に合わせて、
一人一台タブレットを有効に活用し、「個別最適な学び」と「協働
的な学び」を進めています。

「普段づかい」 のＩＣＴ！
project

3

　「さぽてん」とは『ＧＯＧＯ！むらやま夢サポートスクール「てんと
うむし」』の略称。
　ひとり親家庭及び就学援助を受けている家庭の児童・生徒を対象
に、主に日曜日の午後、３時間の学習会を無料で開催しています。
村山市の未来を担う子どもたちが、「確かな学力」と「生きる力」
を身に付けられるように、また、可能性を最大限引き出せるように
事業を展開。豊かな人間性と確かな学力を身に付けた、村山市の
未来を拓く人づくりに取り組んでいます。

　2020東京オリンピック・パラリンピックを
機に、村山市はブルガリアのホストタウンと
なり、ブルガリア新体操ナショナルチームと
の交流を深めてきました。
　その縁をきっかけに、2020東京オリンピッ
ク・パラリンピックのレガシー創出と新体操
の振興を目的として、「むらやま新体操教室」
が発足しました。未就学児から中学生まで
の女子を対象にレッスンを行い、将来的に
国際大会で活躍できる選手を輩出すること
を目指しています。

むらやま新体操教室

　「GOGO！むらやま夢体験塾」は、5つの分野
（科学、自然・スポーツ、芸術文化、読書・心、食・
農）を意識し、五感を十分に活用した体験型学習
活動を市内の施設等でおこなっています。５つ
の分野×五感の意味合いを「GOGO!」に込め
ています。
　村山市の豊かな自然と文化を活かし、「残雪
のブナ林トレッキング＆雪遊び」、「初めての親
子キャンプ体験」、「子ども陶芸教室」など、様々
な企画に取り組んでいます。

体験型学習活動GOGO！むらやま夢体験塾
project

5

project

6

村山市の中学生は英語で討論会に挑戦!

「さぽてん」受講の様子

ブナ林トレッキングの様子

むらやま新体操教室の様子

「わくわく数学講座」の様子「教師塾」の様子

アメリカ人の先生と遊ぼう！ 英語による絵本の読み聞かせ

藤井  雅さん
Iターン 東京都

羽村市 ▶ 村山市

私が指導して
います!
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村山市   政策推進課
〒995‒8666  山形県村山市中央一丁目3番6号
TEL : 0237‒55‒2111
FAX : 0237‒55‒0260

お問い合わせ

村山市公式ホームページ
https://www.city.murayama.lg.jp

村山市

山形空港

山形市
仙台

札幌

東京
名古屋大阪

※このパンフレットに記載された情報は令和4年7月現在のものです。

特産品である「そば」、
東日本最大級の「東沢バラ公園」、
そして「徳内ばやし」を観光資源の３本柱として
市内外にＰＲしています。

交通アクセス
※天候・交通状況により変動します。

そば・バラ・徳内ばやしのまち

むらやま

素材や技にこだわりを持ったそば店と、そば打ち体験ができ
る農村伝承の家からなる　「最上川三難所そば街道」。それ
ぞれの店では工夫を凝らした、個性豊かなそばを味わうこと
ができます。

徳内ばやしは、毎年8月下旬に開催される「むらやま徳内ま
つり」で披露されます。北海道厚岸町から受け継がれた軽快
なお囃子に合わせて、踊り手が力強く、また勇壮かつ華麗
に踊ります。

東沢バラ公園は、初夏の訪れとともに、750品種2万株もの
バラが咲き誇り、公園に広がる甘い香りに包まれながら優雅
なひとときを過ごすことができます。

MurayamaLive in ハンドブック
移住・定住

村
山
市
に

会
い
に
来
ま
せ
ん
か
？

山形県村山市

札幌

山形空港

65分

大阪 75分

名古屋
65分

東京

仙山線～JR新幹線つばさ　90分

新幹線　170分

仙台

村山駅

山形市

45分 17分

60分
40分

村山市
東京から

    新幹線で１本!

空港にもらくらくアクセス!

おいでよ!
 村山市へ! 

村山市キャラクター
ムララ®
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