平成 29 年 4 月 19 日（水）、最上総合支庁において、平成 29 年度最上地域
政策研究所の辞令交付式が行われました。管内 8 市町村及び最上総合支庁の
職員からなる 10 名の研究員に対して、所長である石山最上総合支庁長より辞
令書が交付され、
「チームワークを発揮して最上地域全体を盛り上げていって
ほしい。
」と激励の言葉がありました。
最上地域政策研究所は、人口減少、高齢化が進んでいる最上地域が直面する
喫緊の課題解決に向けて、具体的な施策立案を行うことを目指して活動する
こととしています。今後は、研究員は 3 班に分かれ、それぞれ「地域交通対策」、
「雇用対策（人材育成・地元定
着）
」
、
「交流人口拡大（観光）
」のテーマに沿って、週に 1 日程度最上総合支庁においてミーティングを行うほか、
研究者や有識者を交えた勉強会や先進地視察などの研究活動を行い、秋ごろに各市町村長への施策提案を行う予
定としています。研究員のみなさん、1 年間よろしくお願いします。
総務課 連携支援室 29-1240

平成 29 年 4 月 20 日（木）、最上小国川清流未来振興機構の代表者会議
が開催されました。会議では、平成 29 年度事業計画及び予算等を決定
したほか、最上小国川の治水対策と流域活性化を図るために策定された
最上小国川清流未来振興計画に基づく取組みについて、報告と意見交換
が行われました。機構では昨年度に引き続き、最上小国川清流未来振興
計画の施策の進捗管理、最上小国川をテーマにした写真コンテストの開
催、ホームページ、広報誌、最上小国川釣りマップによる情報発信に取
り組んでいきます。
また、平成 29 年度は新たに、地域の子どもたちや多くの方々が最上小国川に親しんでもらうイベントとして
「スポーツＧＯＭＩ拾い大会」
、最上小国川流域で地域振興に取組む団体などを対象にしたセミナーを開催します。
総務課 連携支援室 29-1240

最上小国川写真コンテスト
入賞作品のご紹介
最上小国川清流未来振興機構では、清流
最上小国川の大切さについて、多くの皆さん
に改めて気付いていただき、それを未来に伝
える機運を醸成することを目的として「最上
小国川写真コンテスト」を昨年度初めて開催
いたしました。
今月号では、ご応募いただいた作品の中
から入選作品をご紹介します。

作品名：光を浴びて
受賞者：早坂 武弘さん

作品名：
瀬見まつり義経・弁慶供養祭
受賞者：菅 雄二さん
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新庄市の中核工業団地で整備を進めていた協和木材㈱の大型集成材工場が 3 月
末に操業開始し、4 月 27 日（木）に落成式と見学会が行われました。
落成式は新庄玉姫殿で関係者約 280 人が出席し盛大に開催されました。また、
式の前に開かれた工場見学会には約 200 人が参加し、最新設備による自動化さ
れた製造工程に関心が集まりました。
協和木材㈱新庄工場は年間原木消費量 12 万㎥、3 万 6 千㎥の製品出荷を計画
しており、本県の豊かな森林資源を森の恵み、森のエネルギーとして活かしてい
く「やまがた森林ノミクス」推進の木材産業振興の中核に位置付けられています。
今後、最上総合支庁では林内路網整備や高性能林業機械の導入により木材搬出の
低コスト化や木材の安定供給体制を整備するとともに、再造林を推進し緑の循環
システムを構築するための施策を展開する計画です。
森林整備課 29-1351

舟形マッシュルーム産直レストラン

4 月 29 日（土）に舟形マッシュルームの若鮎ファーム地内に産地
直売とマッシュルームをふんだんに使用した料理を提供する産直
レストランがオープンしました。
ログハウスの木のぬくもりの中でカフェタイムやランチタイム
をお楽しみいただけます。
（定休：水曜日）
マッシュルームは生で食べられる唯一のキノコでサラダに入れ
てもとてもおいしいです。新鮮なマッシュルームをぜひ「マッシュ
ルームスタンド」で味わってみてください。
店名 ：

ＭＵＳＨＲＯＯＭ ＳＴＡＮＤ/マッシュルームスタンド

場所 ：

舟形町舟形字向山 2791-1

お問合せ：

有限会社舟形マッシュルーム

（若あゆ温泉のすぐ近く）
0233-32-8064

観光振興室 29-1312

4 月 20 日（木）
、毎年この時期に恒例となっている「最上峡芭蕉ライ
ン観光株式会社」の安全運航祈願祭が開催され、支庁長が知事の代理で
出席しました。祈願祭には、管内の市町村や商工会議所･商工会など多
数の方々が出席。全員で玉串を捧げ、今年の安全運航を祈りました。祈
願祭の締めは、戸沢小学校児童による「最上川舟唄」の合唱。子ども達
の歌声で、最上に本格的な春が訪れたようです！
最上川舟下りは、最上を代表する観光資源。国内の観光誘客に加え、
最近ではインバウンドの受け皿としても大いに期待できます。
これからも、最上地域全体で大切に育てながら、観光振興につなげてい
きます。
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観光振興室 29-1311

訪問看護とは、病気や障がいなどをお持ちの方が、住み慣れた地域
やご家庭で、その人らしく過ごせるように、看護師等が訪問し、在宅
療養を支援するサービスで、在宅医療の中心的役割を担っています。
真室川町・金山町・鮭川村の最上北部医療圏では、その拠点となる
訪問看護ステーションの空白地域となっていたため、県が橋渡しを行
い、3 町村と山形県看護協会が協議を重ねた結果、同会の協力により
訪問看護ステーション新庄のサテライトを町立真室川病院内に設置する
（左から井上真室川町長、鈴木金山町長、
元木鮭川村長、井上県看護協会長）
ことが決まり、4 月 17 日（月）ヘルスケアセンターまむろ川において、
協定の締結式が行われました。
本年 8 月の開設（予定）により、最上北部医療圏における訪問看護サービスに対する認知度の向上と利用拡大
が期待されています。
保健企画課 29-1254

山形県では県民各層の「緑の募金」に対する更なる理解と身近な地域
での緑化活動の推進・緑づくりの普及啓発のため、今年度は「『植える
緑化』から『使う緑化』へ」をスローガンに、関係機関と連携し主要都
市での街頭キャンペーンをおこなっています。
最上地域では、4 月 16 日（日）の午後から、新庄市内 3 カ所（ゆめ
りあ、マックスバリュ新庄店、ヨークベニマル新庄店）で、新庄市北
辰小緑の少年団、新庄市、
（公財）県みどり推進機構の協力によりおこ
ないました。
緑の募金に協力してくれた方には、緑の羽根のほか、使途の説明チラシや花の種を配布しました。
天気は良かったものの風が強く、のぼり旗をおさえつつの募金活動でしたが、緑の少年団みんなが大きな声で
募金の呼び掛けをおこないました。
「緑の募金」街頭キャンペーンにご協力いただきありがとうございました。
森林整備課 29-1350

春の農作業の本格化を前に、4 月 27 日（木）に、最上総合支庁を会場に
農作業事故防止キャラバン出発式を開催しました。
出発式では、
「オールやまがた米づくり日本一推進運動」の大石最上地域
本部長から、
「絶対に悲惨な農作業事故を起こさないことを肝に銘じなければ
ならない。
」と挨拶がありました。これを受けて最上地区農業機械士会の沓沢衛
会長は、
「農作業安全の徹底を推進し、農作業事故防止のための広報活動を行う。
」
と決意を表明しました。
その後、最上地区農業機械士の会員、市町村やＪＡの担当者が参加し、農業
技術普及課の広報車を先頭に新庄市内で広報活動を行いました。
最上総合支庁の正面玄関には農作業事故の注意喚起を呼び掛けるブースを設置し、来庁される県民の皆様への
情報提供を実施しています。
当課では、農作業事故ゼロを目指し、今後も農作業事故防止啓発活動を継続していきます。
農業技術普及課 29-1330
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日本有数の豪雪地「肘折温泉」も日々春めき、新緑と残雪のコントラストが鮮やかな
季節となりました。肘折温泉では、4 月 20 日から名物の朝市も開催されております。
5 月 13 日からは、
「山菜の食まつり」が開催されるほか、温泉以外にも、まち歩きや
棚田とブナ林を巡るミニツアーなど、様々なイベント、プログラムで、皆様をお待ちしております。
（肘折温泉
に通じる国道 458 号では、一部で工事のため、片側交互通行の区間もあります。肘折温泉にお越しの際は、時間
に余裕を持ってお越し願います。
）
また、新庄駅と肘折温泉を結ぶ村営バスもご利用いただけますので、皆様、ぜひ、あたたまりの湯・美肌の湯
肘折温泉へおいでください。

観光振興室 29-1311

自動車をお持ちの皆様へ
自動車税の納期限は、5 月 31 日（水）です。
お近くの金融機関、郵便局、各総合支庁税務担当課、
コンビニエンスストアのほか、インターネットを利用
してクレジットカードでも納めることができます。
みなさん、忘れずに期限まで納めましょう。
税務課 29-1229
『世界禁煙デー』ロビー展示のお知らせ
毎年 5 月 31 日は「世界禁煙デー」(WHO 制定)です。
たばこを吸われる方は、この機会に“脱！喫煙”に
チャレンジしてみませんか。5/30 から 6/9 まで最上
総合支庁ロビーで、禁煙や受動喫煙

第７７回最上夜学の開催について
【日時】平成 29 年 5 月 25 日（水）18：00～20：00
【場所】新庄信用金庫文化ホール「レキシントン」
【テーマ】金属加工を用いた素材の作り込み
【講師】山形大学大学院理工学研究科
准教授 久米 裕二 氏

(他人のたばこの煙を吸わされるこ

【参加費】無料（交流会参加者は 500 円、当日徴収）

と)防止に関するリーフレットなど

【申込期限】平成 29 年 5 月 18 日（木）
地域産業経済課 29-1307

を設置します。

地域保健福祉課 29-1267

発行日： 平成２９年５月１日
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)でもご覧いただけます。
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