最上総合支庁長より新年度のごあいさつ
新たな年度がスタートし、5 月からの新元号も決定しました。
新しい時代の幕あけです。最上総合支庁職員一同、気持ちも新
たに頑張ってまいりますので、よろしくお願いします。
昨年８月の 2 度にわたる大雨では、最上地域全体に大きな被
害が発生しました。最上総合支庁では、市町村とともに災害復
旧に全力を挙げていますが、4 月からは「最上豪雨災害復旧対
策室」を設け、担当職員を増員して復旧を急いでまいります。
また、高速道路整備を活かした地域の発展方策や、若者定
着・人材確保に向けた取組みを、地域の皆様と連携してしっか
りと進め、
“最上地域の創生”に全力で取り組んでまいります。
最上総合支庁の新たな時代を拓く取組みに、皆様方のこれま
で以上のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

３月 15 日（金）
、最上総合支庁において、最上地域の課題解決・地域創生に向け、地域の方々から現場の実感
を伴った意見をお聞きする、
「最上創生懇談会」を開催しました。
様々な分野でご活躍されている最上地域の 10 名の方々にご出席いただき、
「高速道路整備を活かした最上地域
の創造」をテーマとし、知事・最上総合支庁長と意見を交わしました。
いただきましたご意見、ご提言については、今後の施策等を検討するうえで活かしてまいります。
【主なご意見、ご提言】
○高速道路整備が整いつつある今、最上地域を元気にする
ためには、民間や行政が一丸となって取り組んでいかな
ければならない。その１つとして、物流拠点や交流拠点
となる道の駅の整備が必要であり、８市町村が一体とな
って取組みを進められるよう、県の支援をお願いしたい。
○高速道路がつながることにより、集客の増加が期待され
る一方、通過点になってしまう不安もある。最上地域に
人を呼び込むためには、地域ならではの体験メニューを
創りＰＲするなど、地域の強みや魅力を高める取組みが
必要。

総務課 29-1210
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３月 19 日（火）
、
「新庄・最上ジモト大学推進コン
ソーシアム」の設立総会を、管内の高等学校、市町
村、東北芸術工科大学、一般社団法人とらいあ、商
工会議所等 22 団体の構成メンバーのもと最上総合支
庁にて開催しました。
ジモト大学ではこれまでの２年間、高校生の地元定

３月 15 日（金）
、「もがみ看護師確保
推進ネットワーク協議会総会」及び「もがみ介護人材
確保推進ネットワーク協議会総会」を開催しました。
看護師確保では、平成 30 年
度の活動状況及び達成目標の
進捗状況報告のほか、就職ガ
イドブック作成・新人研修受

着や定住、地域を担う人材育成を目的に、防災や市

入れ・ふれあい看護体験参加

町村の運営、地域住民や大学生とのワークショップ

等、31 年度の計画について協議を行い、関係機関が

等のプログラムを実施してきました。コンソーシア

一体となって看護師確保に取り組んでいくことを再

ムの設立により地域全体の取組みとして本格的に事

確認しました。

業展開し、今後更に取組みの輪を広めていきます。

保健企画課 29-1256

介護人材確保では、小中高校生に介護福祉士が介護
の仕事の魅力等に関する講話や体験学習を行ったこ
と、「もがみ介護フェア」の開催や「介護職就職応援
ガイド」の作成、介護職員の処遇改善に向けた勉強会
の開催等の平成 30 年度の事業実績報告と、新規事業
を含む 31 年度の事業計画について協議し、最上の地
域福祉を支える介護人材の確保等に取り組むことを

連携支援室 29-1238

確認しました。

地域保健福祉課 29-1276

若手社会人が業種を
超えてつながり学び合

平成30年度は、29年度に開発したAMAZING MOGAMI

う研修事業「MOGAMI ル

広域周遊ルートをもとに、台湾のエージェント等を招

ーキーズカレッジ」の

へいし、実際の旅行商品の造成に向けたコンテンツの

第３回を３月２日（土）

磨き上げを行ってきました。このたび、旅行会社等に

に開催し、16 名が参加

提案する周遊プランがまとまり、３月12日（火）、管

しました。

内の観光関係者や市町村への報告会を開催しました。

連携支援室 29-1238
これまでの学びや自分の強みを発揮しながら、チー

報告会では、アトラク東北㈱後藤社長より、プラン

ことで、地元の魅力の再発見と、仕事力の向上につな

作成の経緯や今後の活用と取組みについて説明があ
保健企画課 29-1256
った後、観光関係者を交えたパネルディスカッション

げました。

地域保健福祉課 29-1276
が行われ、ターゲットの明確化や宮城や庄内などとの

ムで新庄市内をまち歩きし、その結果をプレゼンする
地域産業経済課 29-1309

近圏連携の必要性などの議論が行われました。
引き続き、インバ
ウンド拡大に向け、
地域一丸となった取
組みを進めて参りま
す。
観光振興室 29‐1311
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３月 15 日（金）最上総合支庁において、最上小国
川かわまちづくり計画登録証伝達式が行われ、国土
交通省東北地方整備局の高村河川部長から最上小国
川清流未来振興機構の悪七本部長へ登録証が伝達さ

農林水産業分野で活躍する最上地域の若者の優れ
た功績・成果、地域の課題解決に向けた地道な取組み
などを顕彰し、地域の農林水産業の振興発展や人材育
成を目的とした最上総合支庁長表彰を伝達しました。

れました。
「かわまちづくり」計画とは、地域活性化のため
に、景観・文化など地域が持つ資源や知恵を活かし、
市町村、民間事業者や地元住民と連携しながら良好
な河川空間を目指す取組みです。
平成 31 年度から
６年間にわたり計
画に沿って施策を
展開し、より良い
河川環境の整備の
ため取り組んでま
いります。

【受賞者】加藤卓也 氏（新庄市・農業）
、髙橋孝一 氏
（真室川町・林業）

連携支援室 29-1240

地域産業経済課 29-1309

３月７日（木）
、最上地域のさくらんぼ生産者 20 名
地域産業経済課 29-1309
を対象に、新庄市鳥越のさくらんぼ園を会場に剪定講
３月７日（木）
、新庄市

習会を開催しました。

｢大地会館｣を会場に平成 30

剪定は品質の良いさくらんぼを安定して生産する

年度最上地域各種共励会表

ための重要な作業のひとつです。樹の成長を整え枝全

彰式並びに畜産経営担い手

体に光が当たるよう、「明るい園地づくり」を目標に

セミナーを開催しました。

講習しました。

表彰式では、乳質改善共励会の入賞者６名、肉用
子牛出荷共励会の入賞者９名、牛枝肉共励会の入賞
者３名に各部門での功績に賞状が授与されました。
引き続き行われたセミナーでは、岡崎慎也氏（川
西町・和牛繁殖農家）より「我が家の和牛繁殖経営」
の御講演と、畜産試験場の阿部正博開発研究専門員
連携支援室 29-1240
より県産種雄牛に関する情報

農業技術普及課職員が主力品種「佐藤錦」の樹を使
い、樹の中でバランスを乱す枝を見極めて切除した
り、充実した良い花芽を維持するために日陰となる枝
を切るなど参加者と話し合いながら理解を深めまし
た。
参加者からは、「切る枝をどう見極めたらよいの
か？」や「枝が伸びに
くくなった樹をどうし

提供をいただきました。今回

たら健全にできるか？」

の担い手セミナーが経営改善

など具体的な質問が出さ

のヒントとなり、生産向上に

れ、最上（さいじょう）

繋がることを願っています。

のさくらんぼづくりに

農業振興課 29-1061

向け技術の向上を図りました。
農業技術普及課 29-1328
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３月６日（水）、最上地域材の利活用を進めていく
３月６日（水）
、日本ＧＡＰ協会技術委員会委員で

ために、平成 30 年度２回目の研究会が開催されまし

ある㈲舟形マッシュルームの長澤社長を講師に招

た。今回は、森林組合、行政関係者が参加し、地域

き、ＧＡＰ認証をはじめ、市場から求められる様々

材を活用して建設中の新高畠町立図書館を見学し、

な認証制度の必要性などの研修会を開催しました。

意見交換では地元材を迅速に調達する取組みや、木

研修会に引き続き、きのこ生産者やＪＡ、行政等

造建築の工夫などを学ぶこと

によるコンソーシアムが開催

ができました。今後はいただ

され、きのこの振興策につい

いたご意見を踏まえて地域材

て意見交換を行いました。

の利用拡大策について検討し

森林整備課 29-1347

てまいりたいと思います。

森林整備課 29-1351

最上小国川清流未来振興機構では、最上小国川の大
切さの再認識、未来に伝える機運の醸成のため、
「未来

優秀賞

優秀賞

に伝えたい、私たちの最上小国川」をテーマに「第３

森林整備課 29-1351

回最上小国川写真コンテスト」を開催しました。

今回は、優秀賞を受賞した作品をご紹介します。他
の入賞作品については、最上小国川清流未来振興機構
ホームページをご覧ください。
https://seiryu-mogamiogunigawa.jp/437/
作品名：僕の師匠はじいちゃん！
入賞者：磯谷 多喜子氏

作品名：阿吽の呼吸でいい感じ！
森林整備課
29-1347
入賞者：橋本 政雄氏

新庄・最上地域の、春の訪れを祝う、花
いっぱいのイベントが各地で開催されま
す。ぜひ、お越しください！

連携支援室 29-1240

4 月 18 日(木) ネッツトヨタ株式会社新庄店（午前）
沼田建設株式会社（午後）

新庄春まつり
（新庄市）
新庄カド焼きまつり （〃）
もがみ桜まつり
（最上町）
◇愛宕山ライトアップ
真室川梅まつり （真室川町）
◇灯籠ライトアップ

4/20(土)～5/5（日）
4/29(月）～5/5(日)
4/28(日)
4/22(月)～5/6（月）
5/4(土)
4/27(土)～5/6(月)

観光振興室 29-1312

県立新庄病院（午後）
4 月 20 日(土) 新庄市保健センター
※18 日の県立新庄病院では骨髄バンクドナー登録会
も同時開催します。詳細な時間等は保健企画課へお
問い合わせください。

保健企画課

29-1258

各市町村で実施している「看護師育成最上地域修学資金」について、平成 31 年度の修学生を募集します。
最上地域出身で、看護師を養成する大学・学校・養成所に在学している方が対象で、一定の条件で返還が全額
免除となります。詳しくは、出身市町村の担当課へお問い合わせください。
【申込期間】平成 31 年４月１日（月）から５月 24 日（金）まで
保健企画課 29-1258
保健企画課 29-1256
発行日：平成３１年４月１日

観光振興室 29-1312

発行元：山形県最上総合支庁総務企画部総務課総合案内窓口
電話：0233－29－1360

FAX：0233－23－2605

HP（http://www.pref.yamagata.jp/ou/sogoshicho/mogami/314001/eco-polis.html)

mogami ecopolis P.4

保健企画課
29-1256
Twitter
もがみるくん

