
＜総括表＞ 

平成２８年度最上総合支庁運営プログラム 

＜短期アクションプランの目標指標＞ ＜やまがた創生総合戦略の数値目標＞ 
〇主力野菜の産出額 

・にらの産出額 １０億円 

・ねぎの産出額 ７億円 

・アスパラガスの産出額 ４億円 

〇新たに産出額５千万円を超える品目の創出 １品目 

〇新規就農者数 ３５人 

〇六次産業化法に基づく総合化事業計画認定件数累計 １０件 

〇地域資源を活用した新商品開発件数（H25～28累計） ２０件 

〇木質バイオマスエネルギー利用事業所・施設等数 １５施設 

〇間伐材利用量 ７,０００㎥ 

〇産学官連携研究件数 ３件 

〇最上地区の高校卒業者の県内定着率 ７７％ 

〇観光客入込数 ３００万人 

〇海外からの観光客入込数 １０,０００人 

〇新庄酒田道路、新庄～古口間の供用延長 ２.２ｋｍ 

〇自主防災組織率 ７５％ 

〇地震・風水害対応防災マニュアル策定高齢者・障がい者等入所施設数 ２１施設 

〇土砂災害危険箇所図の整備率   １００％ 

〇医療情報を共有する医療機関等の数 １８施設 

〇県立新庄病院の救急患者の受入れ割合 ４７.４％以下 

〇看護師養成校への進学者数 ５５人 

〇「最上障害者就業・生活支援センター」による職場実習及び就労達成数 

（H25～28累計） １５０人 

〇自治会等が行う地域一斉除排雪のモデル的取組み数 ８件 

〇住民に配布する道路除雪時刻表の整備 １５ルート 

〇地域内子育てネットワーク参加団体数 １５団体 

〇県男女共同参画センター（チェリア）登録団体数 ５団体 

〇糖尿病関連の検査（国保健診）における正常値の者の割合 ２９％ 

〇新しい地域づくりの取組み事例数（H25～28累計） ２０件 

〇県民参加の森づくり参加者数 ２０,７００人 

 

 

 



１ 基本的考え方 

最上地域短期アクションプランに掲げる大きな４つの施策の柱とともに、「市町村連携」と「人口減少対策」の推進を重点テーマに「市町村連携による地域

課題の解決」、「若者の定着・医療従事者確保対策」、「再生可能エネルギー利活用による地域の活性化」、「農業等地域型産業の技術力・収益力の強化」、「女性

人材の社会参画・地域参画の支援」に係る事業を通して、最上地域の発展方向である「森と里山の文化が息づく暮らしの豊かさと厚みのある産業が織り成す

エコポリス『最上』の創造」を実現していく。 

 

２ 施策体系（施策名称及び目標等一覧） 

施策

番号 
重点施策の名称 主な取組み内容 

重点施策の目標 

（総合戦略のＫＰＩ） 

短期ＡＰにおける位置づけ 

総合戦略における位置づけ 

１ 

高収益型農業の推進 ・「若手ねぎ研究会」等の開催、反収向上に向け

た技術指導の強化（ねぎ） 

・新たな栽培技術検証・普及のための実証ほ設置

と研修会の開催（にら、アスパラガス） 

・たらの木ほ場の排水対策、組織としての病害虫

防除実施・優良苗生産に向けた指導の強化 

・飼料資源の需給調整及び飼料用米の生産・利用

に係る情報交換会の開催 

・耕畜連携よる飼料自給率向上を目指すモデル地

域（３地区）への支援 

・担い手育成塾の開催 

・農業法人等への就農拡大に向けた農業雇用マッ

チング活動（会社訪問、面談会等）の支援実施 

 

○主力野菜の産出額 

・にらの産出額  

10.0億円（平成27年:  11.3億円） 

・ねぎの産出額      

 7.0億円（平成27年:   6.0億円） 

・アスパラガスの産出額  

4.0億円（平成27年:   4.8億円） 

○新たに産出額５千万円を超える品目の

創出 １品目（平成27年 ふきのとう

2.0千万円、ししとう4.4千万円） 

○新規就農者数 

  35人（平成27年度:   52人） 

最上地域版 

テーマ１－施策１ 

 

 

 

 

 

２ 

多様な地域資源を活

かした６次産業化の

推進 

・農産加工商品の開発支援 

・仙台圏をターゲットにした山形もがみ産直市、

もがみ・特産品フェア、商談会等によるマッチ

ング機会の創出 

・最上地域での地元産食材のＰＲと販路拡大 

・体験観光の情報発信の推進と体験ツアーへの支

援及び教育旅行の受け入れ推進 

○六次産業化法に基づく総合化事業計画

認定件数累計 

  13件（平成27年度末累計:11件） 

○六次産業化の拡大に取組む事業採択件

数 18件（平成27年度末累計:9件） 

○地域資源を活用した新商品開発件数（平

成25年度からの累計） 

29件（平成27年度末:   23件） 

 

最上地域版 

テーマ１－施策１ 

 



３ 

環境にやさしい再生

可能エネルギーの導

入促進 

・再生可能エネルギー導入促進に向けたアドバイ

ザー派遣による相談体制の強化、防雪棚等を活

用した太陽光発電の可能性検討 

・｢薪のすすめ｣、｢エコ住宅のすすめ｣による家庭

への設備導入に向けた普及啓発 

・木質チップボイラー実態調査・木質バイオマス

導入モデル事例集の活用による施設への設備導

入促進、もがみ薪ステーション事業の普及拡大 

・産業創出研修会の開催など木質バイオマス関連

産業の育成支援 

○木質バイオマスエネルギー利用事業

所・施設等数 

16施設（平成27年度末: 16施設） 

○間伐材利用量         

 7,000㎥（平成27年度: 4,040㎥） 

最上地域版 

テーマ２－施策１ 

 

 

４ 

地域内企業の飛躍支

援と地域資源を活か

した産業振興 

・地域コーディネーターと連携した企業訪問、課

題解決等の支援 

・「最上夜学」、「イブニングサロン」の開催など

をはじめとする産学官連携により、企業の研究

開発、マッチングの推進により企業の技術力等

の底上げを図り、事業拡大・新分野進出を支援 

・高校生等を対象とした企業見学ツアー、企業説

明会の開催、女子高校生企業交流会の開催等に

よる若者の地元定着促進 〔創〕 

・森林の路網整備促進、高性能機械の導入支援、

原木安定供給体制の構築等による林業及び木材

関連産業の振興 

○産学官連携研究件数 

      5件 （平成27年度:      5件） 

○最上地区の高校卒業者の県内定着率 

     77％（平成27年度:   68.0％） 

○中小企業サポート件数 (情報収集・提

供、相談)     

700件 （平成27年度：   872件） 

最上地域版 

テーマ２－施策２ 

 

 

 

基本目標 ４－（４）－① 連携

中枢都市圏、定住自立圏等による

新たな広域連携を促進 

５ 

地域資源を活かした

日本のふるさと「最

上」の展開 

・観光誘客プロデューサー活用や旅行担当者の現

地調査促進等による売り込みの強化 

・東北のへそ観光まつり、最上庄内周遊ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ

等の近圏との連携強化による誘客の推進 [創] 

・海外旅行会社商談会参加によるセールスと在形

外国人を通じた観光ＰＲによる海外誘客の促進 

・「ブナと巨木のもがみ回廊」キャンペーン等の

展開強化による誘客の推進 [創] 

○観光客入込数           

 300万人 （平成26年度:276万人） 

○海外からの観光客入込数 

 10,000人 （平成26年: 5,788人） 

最上地域版 

テーマ２－施策３ 

 

基本目標 ４－（４）－① 連携

中枢都市圏、定住自立圏等による

新たな広域連携を促進 

基本目標 ４－（４）－② 県境

を越えて広域連携を促進 

６ 

高速交通網の整備と

生活幹線道路の充実 

・建設促進合同大会の開催 

・県管理の道路改築事業の推進 

（国道458号(大蔵村清水)ほか6箇所、曲川新庄

線〔居口橋〕（鮭川村曲川）ほか1箇所、北本

町飛田線(新庄市新町)） 

○新庄酒田道路 新庄～古口間の供用延長 

    2.4ｋｍ（平成27年度: 2.4ｋｍ） 

○県管理道路の改築数        

10箇所（平成27年度:  9箇所） 

最上地域版 

テーマ３－施策１ 

 



７ 

防災・減災対策の推

進 

・最上小国川の治水対策・内水対策の推進、流域

活性化策への支援の実施 

・最上小国川流域で地域振興に取組む団体による

情報・意見交換会の開催〔創〕 

・防災ワークショップ、出前講座の実施 

・福祉施設への防災マニュアル策定支援の実施 

・市町村の土砂災害ハザードマップ作成への支援 

○自主防災組織率      

     75％（平成27年度末:65.8％） 

○地震・風水害対応防災マニュアル策定高

齢者・障がい者等入所施設数               

22施設 （平成27年度末:18施設） 

○土砂災害警戒区域の指定率  

100％ （平成27年度末:100％） 

最上地域版 

テーマ３－施策２ 

 

 

基本目標 ４－（４）－① 連携

中枢都市圏、定住自立圏等による

新たな広域連携を促進 

８ 

医療・福祉サービス

基盤の整備と連携体

制の充実強化 

・パンフレット等による医療情報ネットワークの

普及拡大 

・地域連携パスの普及及び運用拡大の検討 

・医療の適正受診に関する講演活動等の実施 

・小中高生を対象にした、現場の医療従事者によ

る講習会等の開催 

・「もがみ看護師確保推進ネットワーク協議会」

の幹事会及び専門部会の開催、及び「最上地域

における看護師確保・育成及び推進パッケー

ジ」の検討及び実践 

・最上障がい者就労支援機関協議会及び研修会の

開催 

○医療情報を共有する医療機関等の数  

    20施設（平成27年度末: 18施設） 

○県立新庄病院の救急患者の受入れ割合 

  47.4％以下（平成27年度：51.1％、

H26：49.0％） 

○看護師養成校への進学者数  

 55人（平成 27年度： 36人、

H26：33人） 

○「最上障害者就業・生活支援センター」によ

る職場実習及び就労達成数(平成25年度

からの累計) 

197人 (平成27年度末:  191人) 

最上地域版 

テーマ３－施策３ 

 

 

 

９ 

雪に強く暮らしやす

い環境の整備 

・一斉除排雪の実施に対する支援の展開 

・除雪時刻表のルート追加の検討 

・流雪溝整備事業における新庄市と連携した地元

管理組合の設立 

○自治会等が行う地域一斉除排雪のモデル

的取組み数 

      8件（平成27年度:        1件） 

○住民に配布する道路除雪時刻表の整備  

15ルート（平成27年度末: 14ルート） 

最上地域版 

テーマ３－施策４ 

 

10 

共に支え合う地域コ

ミュニティの形成 

・「最上地域みんなで子育て応援団」の広域的な

活動への支援 

・各分野・年齢層でチャレンジしている女性人材

のブックレット作成、ネットワーク化を図る交

流会の開催 

・糖尿病予防推進会議の開催(２回) 

・健康情報板協力店に設置した情報掲示板の健康

情報の更新(４回)、情報紙の配布(３回) 

・糖尿病予防研修会の開催(１回、事業所健康管

理者等を対象)及び希望事業所での研修会開催 

・愛情バランス弁当レシピ集を活用した出前講

座、市町村と連携した糖尿病予防出前講座の実

施 

○地域内子育てネットワーク参加団体数 

     40団体（平成27年度末:  37団体

(行政機関を除く） 

○県男女共同参画センター（チェリア）登

録団体数 

     5団体（平成27年度末:  3団体） 

○糖尿病関連の検査(国保健診)における正

常値の者の割合  

    37％（平成26年度:   26.1％） 

最上地域版 

テーマ４－施策１ 

 



11 

活力ある「最上」を

支える地域づくり活

動の促進 

・地域づくり活動団体に対する支援 

・地域づくり担い手に対する情報交換会など各種

会議の開催 

・自然環境教育マスター養成講座の開催 

・森林育成・保全の普及啓発、指導者育成の推進 

・共生ビジョン懇談会、検討会議への出席等[創]  

○新しい地域づくりの取組み事例数(平成25

年度からの累計） 

26件（平成27年度末: 21件） 

○県民参加の森づくり参加者数(各年度) 

  20,700人（平成27年度: 21,404人） 

最上地域版 

テーマ４－施策２ 

基本目標 ４－（４）－① 連携

中枢都市圏、定住自立圏等による

新たな広域連携を促進 

  



（最上総合支庁部局運営プログラム個表） 

  最上総合支庁 
施策番号 重点施策の名称 重点施策の目標（総合戦略のＫＰＩ） 

１ 高収益型農業の推進 

○にらの産出額      10.0億円（平成27年:11.3億円） 
○ねぎの産出額      7.0億円（平成27年:6.0億円） 
○アスパラガスの産出額  4.0億円（平成27年:4.8億円） 
○新たに産出額５千万円を超える品目の創出 １品目 

（平成27年 ふきのとう2.0千万円、ししとう4.4千万円） 
○新規就農者数        35人（平成27年度: 52人） 

 

施策の短期ＡＰにおける位置付け やまがた創生総合戦略における位置づけ 
テーマ１－施策１－（１）－①「最上野菜王国の創生」、②「最上山菜王国の推進」  

テーマ１－施策１－（２）－①「有望品目の産地形成支援」 

テーマ１－施策１－（３）－①「有機の里「最上」の推進」、②「多様な担い手の育成」 

平成２７年度までの 

主な取組み状況 

○最上野菜王国の創生 （にら、ねぎ、アスパラガス） 
・補助事業による施設、機械等の導入支援 ・基盤整備事業等による排水対策の実施 
・にらとねぎは出荷規格と出荷箱の統一によるブランド確立。 
・講習会やほ場巡回による技術指導の実施、研修会における優良事例の紹介 

○最上山菜王国の推進 
・たらの木の立ち枯れ症状への対策指導の実施、補助事業を活用した機械等導入への支援 

○有望品目の産地形成支援 
・ふきのとうの新たな産地化を目指した県育成品種「春音」の開発と種苗供給の実施、栽培技術指導 
・ししとうの新たな産地化を目指した栽培管理指導 

○有機の里「最上」の推進 
・耕畜連携、飼料自給に関する機運の醸成 ・環境保全型農業に取り組んでいる農業経営体の育成  

○多様な担い手の育成 
・新規就農者の確保・育成  ・企業的経営体活動支援の実施 

施策の評価と今後の推進方向等 

〔評価・課題等〕 
（１）①（にら）・夏季の品質確保と、有利販売に向けた秋季の出荷期間延長が課題であった。講習会やほ場巡回・生産者研修会の開催により、夏どり及び秋ど

り専用品種の導入促進を図ってきた。夏どり専用品種（西安大葉<せいあんおおは>）は予冷庫の整備とともに導入を進めている。秋どり専用
品種（タフボーイ）の導入により、主力品種のみのときよりも約１ヶ月程度出荷期間を延長することができた。 

・農薬のドリフト（飛散）防止対策に、収穫期を示す（収穫中：赤／収穫１週間前：黄）旗を立て、注意喚起を継続してきた結果、出荷前の残
留農薬の分析値異常はなかった。夏季の荷傷み対策も確実に実施されるようになっている。 

（ねぎ）・担い手確保、管内全体の技術力の平準化、土壌病害等による収量の低下が課題であった。改善はみられるものの、引き続きの課題である。 
・若手ねぎ研究会を対象とした技術向上のための研修会開催や、土壌病害対策の実証ほを設け情報提供を図ってきた。その結果、反収が向上し

たり、地域の中心となりつつある生産者が現れてきた。また、若手ねぎ研究会として農協横断的な交流や情報交換が行なわれるようになっ
た。 

（アスパラガス） 
・夏秋どり株の計画的な改植と産地拡大、冬期間の農家収入の確保のため促成栽培の安定生産が課題であった。研修会、講習会開催による新興
産地の栽培技術の習得支援を実施してきた。また、産地としての市場評価を高めるとともに、冬期間の農家所得確保を図るため、促成栽培の
実証ほ場の設置による技術習得を支援してきた。促成栽培の反収は年々向上している。 



    ②・たらの芽は、立ち枯症状による生産力低下が課題である。産地研究室やＪＡと連携しながら転作ほ場等に排水対策・土壌改良実証展示ほを設置し対
策技術の指導を行った。新植の際は、耕盤破砕や明渠暗渠など排水対策を徹底することとした。また、センノカミキリ防除方法を確立して技術指
導を行った。 

（２）①・ふきのとう「春音」は本格出荷３年目となったが、冬期間の農家の収入確保のため生産拡大が継続的な課題となっている。 
・巡回指導や講習会を開催した結果、栽培技術が向上し出荷量の増加や促成品質の向上などの成果が見られた。 

②・ししとうは誘引作業が比較的容易であること、収穫物が軽量であることから高齢者や女性でも取り組みやすく、近年作付面積が増えている。指導や
講習会等で指導を継続しながら、栽培管理資料を見直し（技術面、収益面）、栽培しやすく小面積高収益品目である有利性を啓発する。 

（３）①・飼料用作物のマッチングについては、最上町に１件と舟形町に２件の需給マッチングを推進する協議会が設立された。また、飼料用米では１組のマ
ッチングを提案し契約に繋がった。さらに、飼料自給率向上モデル地域の育成として、３組織（新庄市吉沢地区、金山町金山地区、鮭川村佐渡地
区）に経費助成した。 

    ・飼料作物であるえん麦とそばの二毛作技術実証 5haを支援し、良質なえん麦サイレージを畜産農家に供給した。 
   ②・担い手育成塾（ワークショップ）で若手農業者等がチームでの自主活動を行うことで、自らの課題解決に向けて一歩踏み出すきっかけとなった。ま

た、参加者同士の広域的なつながりにより、事業終了後も自主的な活動の展開が期待できる。（参加者：若手農業者等 19名、JA・市町村等 12名） 

 ☆ ほ場整備を取り組む全ての地区において、園芸作物等の高収益型農業を推進するため、関係機関の役割分担や手順などを定めたマニュアルを作成した。
今後は、如何に地域の“やる気”を引き出すかが重要となる。 

〔今後の推進方向等〕 
（１）①（にら）引き続き夏季の品質向上と秋にらの出荷延長に向け、技術指導の継続と研修会等を開催する。 

（ねぎ）若手ねぎ研究会への支援並びに管内全体の栽培技術向上と平準化に向けた技術指導及び講習会を、各ＪＡならびに広域ねぎ部会と連携しなが
ら継続し、単収確保と品質向上を図る。 

    （アスパラガス）産地拡大に向けて、施設・設備導入への補助事業等による支援と栽培技術指導を実施する。また、計画的な改植に向けた支援を行
う。 

   ② たらの木の立ち枯症状対策の推進、優良種苗の新規ほ場への植栽を図る。 
（２）①・ふきのとうの生産拡大のため、主にたらの芽生産者や促成山菜栽培者へ向けてふきのとう栽培の推奨を図る。また、掘り上げ方法の紹介などを行

い、作業の軽労化や効率化を促す。 
    ・ししとうの生産拡大のため、指導資料の内容を見直し、新規栽培者の掘り起こしにつなげながら、既存の生産者には反収及び品質向上にむけた栽培

指導を継続する。 
（３）①耕畜連携による飼料自給率向上モデル地域の育成において、情報提供やフォローアップ等による成果波及を行う。また、自給飼料の栄養価や発酵品質

を分析評価することで、適切な飼料調製技術を助言し、高品質な粗飼料生産を支援していく。 
② 担い手育成塾（H25～H27）のフォローアップ、青年就農給付金の活用と農業法人等との連携による新規就農者の確保を図る。 

☆ 園芸作物等の普及拡大にむけて、ほ場整備の構想段階から地域に入り、将来的な営農計画作りの支援を行う。 

〔平成２８年度の主な取組み内容〕 

（１）①（ねぎ）「若手ねぎ研究会」、「指導者研修会」

の開催、さらなる反収向上に向けた技術指導

（強化）。 

   （にら、アスパラガス）新たな栽培技術検証・普

及のための実証ほ設置と研修会の開催 

   ② たらの木ほ場の排水対策、組織としての病害

虫防除実施・優良苗生産に向けた指導（強

化）。 

 

 

 

 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 

(1) 

① 

 

ねぎ 
 

にら 
 

ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ 
 

   

(1) 

② 

 

 

 

   

講習会開催、ほ場巡回 

講習会による技術指導 

現地研修会開催 

指導者研修会 

生産者栽培研修会開催 

排水・病害虫防除対策の実施 

優良種苗確保に向けた専用ほ場設置 



（２）①・栽培技術指導の実施（継続） 

 

（３）①・飼料資源の需給調整及び飼料用米の生産・利

用に係る情報交換会の開催 

    ・えん麦とそばの二毛作技術の技術実証支援、

稲ＷＣＳ分析と給与指導 

   ・耕畜連携よる飼料自給率向上を目指すモデル

地域（３地区）への支援 

   ②・担い手育成塾の開催 

       ・農業法人等の経営改善活動支援及び雇用マッチ

ング活動（会社訪問、面談会など）の支援実

施 

 ☆ ほ場整備地区における高収益型農業推進マニュア

ルに基づく具体的な作付作物の検討。 

(2) 

① 

 

 

   

(3)

① 

 

 

 

 

   

(3) 

② 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

  

巡回指導（ふきのとう・ししとう） 
（ふきのと

う） 

堀り上げ方法の紹介・促成施設巡回指導 

地域内マッチングに向けた情報交換 

二毛作技術等による飼料生産の研修会開催 

モデル地域への支援 

担い手育成塾の検討・準備 

農業法人経営改善活動支援・雇用マッチング活動支援 

同塾の運営 



（最上総合支庁部局運営プログラム個表） 

  最上総合支庁 

施策番号 重点施策の名称 重点施策の目標（総合戦略のＫＰＩ） 

２ 多様な地域資源を活かした６次産業化の推進 

○六次産業化法に基づく総合化事業計画認定件数累計(H25～累計）13件（H28.3.31:11件） 

○六次産業化の拡大に取組む事業採択件数 18件（H28.3.31: 9件） 

○地域資源を活用した新商品開発件数（平成25年度からの累計）29件（H28.3.31:23件） 
 

施策の短期ＡＰにおける位置付け やまがた創生総合戦略における位置づけ 

テーマ１-施策２-（１）-①「農産加工商品の開発支援・産直販売戦略の再構築」、②「新たな食産業ﾈｯﾄﾜｰｸの形成支援」 

③「農業・農村資源を活用した体験型観光の推進」 
 

平成２７年度までの 

主な取組み状況 

○農産加工品商品の開発支援 

・最上！農産加工研究会等への活動支援や元気な女性・若者ビジネス支援事業の活用による新商品開発支援 

・マーケティングゼミの開催による農村起業者（産直活動・農産加工活動）の育成 

○食産業ネットワークの形成支援 

・地域食材パンフレットを活用した産地見学会及び商談会の開催による生産者とバイヤー等とのマッチングへの支援 

・最上マルシェの開催による最上産農産物及び加工品の周知徹底と販売促進 

○体験型観光の推進 

・地元食材を活用した旅行プランの提案と収穫体験ツアーの実現 

・教育旅行の受入れを推進 

施策の評価と今後の推進方向等 

〔評価・課題等〕 

○農産加工品商品の開発支援 

・農産加工実践者を対象とした農産加工技術研修会を５回（加工技術研修２回、商品づくりのための加工技術の基礎実習３回）開催し、延べ６８名の参加があ

った。研修会を通して加工技術の向上が図られた。 

・マーケティングゼミを３回開催（参加人数：延べ２１人）し、消費者ニーズにあった商品開発を支援することができた。ゼミ受講生のうち３名が商品開発

（２件）・改善（１件）を実現することができた。また、３名はいずれも積極的な活動を実施しており①第１回やまがた土産菓子コンテストわがまちの土産菓

子部門で「優良賞」を受賞②アンテナショップイベントへの参加③地元での新商品の試食会の開催などを展開し、新商品等のＰＲ強化が図られた。 

・Ｈ２７新規県単事業（元気な女性・若者ビジネス応援事業、元気な6次産業化応援プロジェクト事業）や農と食による地域の魅力創造事業費等を活用し、地

元資源を活用した新商品開発を効率的に支援することができた。 

 

○食産業ネットワークの形成支援 

・最上地域の食材パンフレットを県内外の実需者（５００社）へ提供し、最上産食材のＰＲを強化した。また、アンケート調査も同時に実施し、関心のあった

実需者と生産者のマッチングを支援した。Ｈ２６はサンプル品の提供のみであったが、Ｈ２７は取引成立（４品目、５社）に繋がった。 

・産地見学会（７月：司厨士協会宮城県本部１７名を対象、１１月：県内外の卸・小売業者５社）や商談会（１１月：実需者１２社、生産側地元企業２１社）

の開催により、生産者と実需者のマッチングを支援し、新たな取引開始に繋がった（８品目、７社）。 

・仙台圏での販路拡大を図るため最上地域特産品フェアを２回（５月、１０月）開催した。また、１０月１～７日に最上フェア（仙台市のホテル３社で最上産

食材を使った料理の提供）も合わせて実施することで食材の提供と最上産食材の認識が高まった（取引開始１品目、１社）。 



・最上総合支庁駐車場にて最上マルシェを２回（９月：３００名、１１月：５０名）開催し、地元での最上産食材のＰＲを強化した。悪天候及び開催の周知が

不十分であったこと等から１１月の開催については来場者が少なかったが、出品された品物等については好評であり、新たな取引開始に繋がった（１品目、

１社）。 

 

○体験型観光の推進 

・最上地域への農村体験ツアーの企画提案を行い、最上伝承野菜である甚五右エ門芋の情報発信を強化した。 

・甚五右エ門芋収穫祭芋祭2015のシャトルバスの借上げなど二次交通を支援し、観光イベントの効率的な運営を実現することができた。 

・大手旅行会社（クラブツーリズム）による首都圏からの旅行商品の提案が実現した（甚五右エ門芋収穫体験ツアー：10月4日、10日 延べ80名が参加）。 

・教育旅行の受入を推進し、７校、６８８人の受入れが実施され（金山町：２校、５５人、最上町：２校、８０人、舟形町：１校、２２２人、戸沢村：２校、

３３１人）、最上地域の認識向上が推進できた。 

 

〔今後の推進方向等〕 

○農産加工品商品の開発支援 

・農産加工品の開発・改善が３品実現しているが、目玉商品になるような加工品は今後も拡大が期待されている。農産加工実践者・志向者を対象にした農産加

工研修会の実施により、更なる農業者等の商品開発や販路拡大を支援する。また、各種補助事業等の周知により、効率的な農業の６次産業化を推進してい

く。 

 

○食産業ネットワークの形成支援 

・産地見学会や商談会を主要食材の出荷ピーク前の開催に早めるため、食材パンフレットの提供も６月に早め、効率的な情報発信を展開する。産地の魅力が実

感できるような取組みを推進し、実需者と生産者のマッチングの促進を図る。また、食材パンフレットの作成については雇用推進協議会が主体的に行う形に

移行し、産地自らの情報発信を強化していく。 

・もがみフェアについては開催期間を拡大するとともに参加団体の増加を図り、仙台圏での最上産農産物等の認識を高める。 

・仙台圏の消費を定着させるため、山形もがみ産直市（山形銀行仙台支店前）を新規に取組む（毎月第４木曜日）。また、開催については、（同）新庄とまとプ

ラスと管内市町村が参加する形で最上全体のＰＲを図る。 

・最上マルシェについては、年２回の開催から５月～１０月まで（毎月第３土曜日）の開催とし、更なる定着を図るとともに、実施主体を県から参加団体へ移

行できるよう働きかけを行いながら、地場産食材や加工品を地元消費者に向けて産地のＰＲ力の強化を図っていく。 

 

○体験型観光の推進 

・最上の特徴を活かした旅行プランの提案などが実現され、集客につながっているが、今後も更なるツアーの定着が期待されている。各種観光キャンペーン等

の機会をとらえ、引き続き、最上伝承野菜など魅力ある最上の農業・農村資源を活用した体験型観光を推進するための情報発信や支援等を行う。 

 



 

〔平成２８年度の主な取組み内容〕 

・農産加工技術研修会の開催による農産加工商品の開発

支援（①） 

・補助事業を活用した効率的な商品開発の支援（①） 

・食材パンフレット等を活用した地域食材の情報提供

（②） 

・仙台圏をターゲットにした山形もがみ産直市、もが

み・特産品フェア、商談会等によるマッチング機会の

創出（②） 

・最上地域での地元産食材のＰＲと販路拡大（②） 

・体験観光の情報発信の推進と体験ツアーへの支援

（③） 

・教育旅行の受け入れの推進（③） 

 

 

 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 

① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 
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特産品フェア 

 

最上マルシェ 

 

産地見学会・商談会 

 

 

地域食材の情報発信 

補助事業（商品開発の実施） 

 

 

農産加工技術研修会(５回)  

 

 

トライアル販売 

商品開発相談会 

 

 

農村体験ツアーの誘客展開・支援等、広域観光でのＰＲ 

 

 教育旅行の受け入れ 

特産品フェア 
もがみフェア 

山形もがみ産直市 

 



（最上総合支庁部局運営プログラム個表） 

  最上総合支庁 

施策番号 重点施策の名称 重点施策の目標（総合戦略のＫＰＩ） 

３ 環境にやさしい再生可能エネルギーの導入促進 
○木質バイオマスエネルギー利用事業所・施設数 １６施設（平成27年度末：１６施設） 

○間伐材利用量 7,000㎥（平成27年度：4,040㎥） 

 

短期ＡＰにおける位置付け やまがた創生総合戦略における位置付け 

テーマ－施策－(１)－①｢再生可能エネルギーの導入モデルの創出」、②｢循環型社会の構築の推進｣  

テーマ－施策－(２)－①｢バイオマスエネルギーの地域導入の促進｣、②｢バイオマス燃料の確保を含めた地域木材

の総合利用の推進｣ 
 

平成２７年度までの主な取組み状況 

○地域特性に応じた再生可能エネルギーの導入促進 

・「最上地域エネルギー戦略推進協議会」・「もがみの太陽光発電導入促進事例発表会」の開催、太陽光発電設備導入マニュ

アル「最上地域の太陽 

光発電」の作成・配布等 

○バイオマスエネルギーの地域導入による産業振興 

・｢木質バイオマスエネルギー利用検討会｣の開催、「もがみ薪ステーション」の実施等 

施策の評価と今後の推進方向等 

〔評価･課題等〕 

○地域特性に応じた再生可能エネルギーの導入促進 

・ 「最上地域エネルギー戦略推進協議会｣において、市町村、ＮＰＯ等とともに、公共施設、事業所、家庭への再生可能エネルギーの導入方策の検討等を行った。 

・ ｢もがみの太陽光発電導入事例発表｣（H27.9）を開催し、管内設備施工業者等のスキルアップを図るとともに、マニュアル｢最上地域の太陽光発電｣を作成・配布し啓発を行っ

たが、当管内は太陽光発電補助金交付申請件数が４総合支庁の中で一番少なく普及の余地が大きい（平成２７年度実績：最上管内２９件（県全体９７０件））。 

○バイオマスエネルギーの地域導入による産業振興  

・ 「もがみ薪ステーション」実証事業を実施し、地域林業の活性化等を図ったほか、木質チップの品質確保と安定供給体制の確立に努めた。しかしながら、規模の大きい木質バイ

オマス利用施設（チップボイラー等）が未だ設置されていない地域がある。木質バイオマス施設の普及拡大のためには、公共施設だけではなく民間への普及促進が必要であ

る。 

〔今後の推進方向等〕 

○地域特性に応じた再生可能エネルギーの導入促進 

・ ｢木質バイオマスなら山形県最上地域｣の確立を目指し、地域の特性に応じたエネルギー戦略推進のため、最上総合支庁エネルギー戦略推進検討会議及びアドバイザー派遣

等により庁内各課が連携して対応していく。 

・ 太陽光発電設備に係るメリットや積雪等への対応方策について普及を図る。 

○バイオマスエネルギーの地域導入による産業振興 

・ バイオマスセッションを開催し、地域全体での木質バイオマス利用の取組みを一層促進するとともに、平成２７年度作成した木質チップボイラー実態調査・導入モデル事例集等

により普及啓発を図り、施設の導入促進を図る。また、もがみ薪ステーション事業を継続実施し、森林所有者や薪ユーザーへの浸透を図りつつ民間事業者による木質バイオマス

関連産業の育成支援にシフトしていく。 

 



〔平成２８年度の主な取組み内容〕 

○地域特性に応じた再生可能エネルギーの導入促進 

◇最上地域全体の導入促進に向けた取組み 

・ 最上地域エネルギー戦略協議会による施策の展開(①) 

・ 再生可能エネルギー導入促進アドバイザーの派遣(②) 

・ 防雪棚等を活用した太陽光発電の可能性検討（③） 

◇家庭への設備導入に向けた取組み 

・ もがみの再生可能エネルギー普及促進セミナー開催等

(④) 

・ ｢薪のすすめ｣、｢エコ住宅のすすめ｣による普及啓発(⑤) 

○バイオマスエネルギーの地域導入による産業振興 

◇木質バイオマスエネルギー導入促進に向けた取組み 

・ バイオマスセッションの開催(⑥) 

・木質チップボイラー実態調査、木質バイオマス導入モデル

事例集の活用による普及啓発(⑦) 

・ もがみ薪ステーションの拡大の検討及び事業の実施(⑧) 

・木質バイオマス関連産業創出研修会の開催（⑨） 

 

 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 

① 

② 

③ 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

④

⑤ 

 

 

 

 

 

   

⑥

⑦

⑧ 

⑨ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

最上地域エネルギー戦略協議会の運営方針を踏まえた施策の展開 

アドバイザー派遣による相談体制の強化 

｢薪のすすめ｣、「エコ住宅のすすめ」による普及啓発 

もがみの再生可能エネルギー普及促進セミナー(7月)、｢最上地域の太陽光発電｣による普及啓発 

バイオマスセッションの開催 

チップボイラー実態調査・導入モデル事例集による普及啓発 

薪ステーション事業の継続実施、運営マニュアルの作成 

成果報告会の開催 

産業創出研修会 

防雪棚等を活用した太陽光発電の可能性検討 



（最上総合支庁部局運営プログラム個表） 

  最上総合支庁 

施策番号 重点施策の名称 重点施策の目標 

４ 地域内企業の飛躍支援と地域資源を活かした産業振興 

○産学官連携研究件数          ５件（平成27年度: ５件） 

○最上地区の高校卒業者の県内内定率   77%（平成27年度：68.0%） 

○中小企業サポート(情報収集・提供、相談)件数 700件（平成27年度:872件） 
 

施策の短期ＡＰにおける位置付け やまがた創生総合戦略における位置付け 

テーマ２－施策２－（１）－①「企業のニーズに即応した産業支援」、②「地域資源を活かした魅力ある産業の振

興」、③「地域の情報発信と賑わいづくり・まちづくり」 

基本目標 ４－（４）－①連携中枢都市圏、定

住自立圏等による新たな広域連携を促進 

平成２７年度までの 

主な取組み状況 

○交流の場の創出：産学官連携の場「最上夜学」の開催（5回） ・企業間マッチングの場「イブニングサロン」の開催（2回） 

○雇用の創出・確保：最上地域雇用創造推進協議会への運営費補助 、基金事業等を活用した雇用創出、商品開発等への支援(支援5件) 

施策の評価と今後の推進方向等 

〔評価･課題等〕 

・山形大学教授を招いて研究シーズを紹介する「最上夜学」などを通じて新規の産学官連携研究が５件実現した。企業の成果事例を発表し交流する「イブニン

グサロン」において、直ぐにビジネスに結び付いた企業間交流が１件（アンケート結果）あった。地域資源や技術を活用した５事業に「魅力ある最上の産業

づくり支援事業」による助成を実施し、３件の商品開発（うち１件は商品化済み）が行われた。 

・基金事業を活用した地域人づくり事業において２８名が雇用された。最上地域雇用創造推進協議会が創業希望者・企業経営者及び従業員、失業者等を対象と

した各種セミナーや求職者と企業等のマッチング事業などを実施し１１人（平成28年1月31日現在）の雇用が創出された。また、就職を希望する高校生とそ

の保護者を対象に、管内企業の見学ツアーを２回開催し１８人が参加。高校２年生を対象とした企業説明会において、地元企業の女性社員によるパネルディ

スカッションを開催した。 

・もがみ森林「創」産業推進大会やもがみ地域材利活用研究会を開催し、協和木材㈱の進出等をきっかけとした原木の安定供給体制の構築や木材関連産業の振

興を図った。 

〔今後の推進方向等〕 

・地域コーディネーター２名と連携し、積極的な企業訪問等による情報収集を行い、地域内企業の課題解決等を支援していく。 

・「最上夜学」による産学官連携を推進し企業の研究開発につなげていく。また、「イブニングサロン」により企業のマッチングを推進するとともに、山形大学

教授等による研修会により企業の技術力等の底上げを図り、事業拡大・新分野進出を推進する。地域資源等を活用した商品開発等への助成により、事業化促

進や販路拡大の支援に取組んでいく。 

・雇用創出のために各種セミナー等を実施する最上地域雇用創造推進協議会に対し継続した支援を実施していく。また、若者等の地元定着促進のため、就職を

希望する高校生等を対象に管内企業の見学ツアーや企業説明会、女子高校生と地元企業の交流会を実施し企業の魅力を発信するとともに、関係機関との連携

強化に取組んでいく。 

・原木の安定供給体制構築のため市町村や森林組合と連携してモデル地区を設定し、森林経営計画の作成や路網整備の促進・高性能機械の導入に対する支援を

行う。 

 



〔平成２８年度の主な取組み内容〕 

・地域コーディネーターと連携した企業訪問及び地域内
企業における課題解決等の支援（①） 

・「最上夜学」、「イブニングサロン」の開催、企業の技
術力・経営力の強化のための技術者等研修会の開催
（②）       

・地域資源等を活用した商品開発等への助成（③） 

・雇用創出のための各種セミナーの開催（④） 

・企業見学ツアー、企業説明会、女子高校生企業交流会
の開催、関係機関との連携強化（⑤）[創] 

・原木の安定供給体制構築のための協議及びモデル地区
における森林経営計画作成、路網整備促進・高性能機
械の導入に対する支援（⑥） 

 

 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 

① 
    

② 

    

③ 
    

④ 
    

⑤ 
    

⑥ 
    

   

 

  

商品開発への助言 商品開発相談会 

雇用創出のための各種セミナーの開催 

女子高校生企業交流会（7月）企業見学ツアー(小学生8月、高校生11月) 企業説明会(2月) 

最上夜学(5月、7月、11月、1月)、イブニングサロン（7月、11月） WT(3月) 

地域コーディネーターと連携した企業訪問、課題解決等の支援 

助成事業の選定・採択 

 

技術者等研修会の開催 

モデル地区の設定 



（最上総合支庁部局運営プログラム個表） 

  最上総合支庁 

施策番号 重点施策の名称 重点施策の目標（総合戦略のＫＰＩ） 

５ 地域資源を活かした日本のふるさと｢最上｣の展開 
○観光客入込数 300万人（平成26年度:276万人） 

○海外からの観光客入込数 10,000人（平成26年:5,788人） 

 

施策の短期ＡＰにおける位置付け やまがた創生総合戦略における位置付け 

テーマ２－施策３－主要事業（１）－①「地域提案型旅行商品の充実強化」、 

②「誘客、交流促進のための取組み強化」、③「情報発信の強化」 

基本目標４－（４）－① 連携中枢都市圏、定住自立圏等による新たな広域連

携を促進、② 県境を越えて広域連携を促進 

平成２７年度までの 

主な取組み状況 

○観光誘客プロデューサーを最上地域観光協議会に配置、観光素材を旅行会社に売り込み 

・大手旅行会社による新規素材を採用したツアーが催行(谷口銀山探検、甚五右ヱ門芋収穫体験)、観光素材の魅力を引き出し旅行者の趣味志

向に合わせたツアーが催行(考古学資源・縄文の女神ツアー、写真愛好家・幻想の森撮影ツアー) 

○｢ブナと巨木のもがみ回廊｣キャンペーンの展開 

・登山家・田部井淳子さんを招へいしたトレッキングツアー(1泊2日)や資源説明会の開催(東京)、四季を通じたガイドブック作成で、

山岳・巨木・自然等を広くPR 

施策の評価と今後の推進方向等 

〔評価･課題等〕 

通過型から滞在型観光への転換と持続可能な観光誘客の基盤づくりに向けて、①観光素材の発掘・磨き上げ・売り込みのさらなる強化と海外誘客の推進、

②｢ブナと巨木のもがみ回廊キャンペーン｣の強化によるもがみのブランド化、がそれぞれ必要 

〔今後の推進方向等〕 

①不断の観光素材の発掘・磨き上げと実績を踏まえた売り込みの展開、また、国別の観光需要を的確に捉えた海外誘客と個人旅行者への対応 

②もがみブランド｢ブナと巨木のもがみ回廊｣を体験できる機会の充実と、もがみブランドの認知度向上 

 

〔平成２８年度の主な取組み内容〕 

①旅行商品化に向けた売り込みの強化、海外誘客の推進 

・観光誘客ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ等による素材の発掘・磨き上げ、売り込み 

・旅行会社の現地調査の促進、新たな旅行商品の販売支援 

・近圏との連携強化(東北のへそ-宮城大崎・秋田雄勝、庄内、仙台)[創] 

・海外旅行会社の商談会での提案セールスと、在形外国人を通じた

きめ細かな観光PR 

②｢ブナと巨木のもがみ回廊｣キャンペーンの展開、強化[創] 

・ガイドブック素材を活用した多彩なトレッキングツアー 

・旅行会社等を招へいしたスタディツアー 

・著名人を活用した情報発信とメディアへの露出拡大 

 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 

① 

 

 

 

 

 

 

   

② 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

観光誘客ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ活用や旅行会社の現地調査促進等による売り込みの強化 

●仙台PR      ●東北のへそ観光まつり ●仙台PR 

最上庄内周遊ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ 

 

 

 

きめ細かな国際観光PR 

 

海外旅行会社商談会に参加 

 

●著名人を招へいしたツアー 

メディアに露出拡大 

多彩なトレッキングツアー 

●旅行会社等スタディツアー 



（最上総合支庁部局運営プログラム個表） 

  最上総合支庁 

施策番号 重点施策の名称 重点施策の目標（総合戦略のＫＰＩ） 

６ 高速交通網の整備と生活幹線道路の充実 
○新庄酒田道路 新庄～古口間の供用延長 2.4ｋｍ（平成27年度:2.4ｋｍ） 

○県管理道路の改築数  10箇所（平成27年度:9箇所） 

 

短期ＡＰにおける位置付け やまがた創生総合戦略における位置付け 

テーマ３－施策１－（１）－①「高速道十字連携軸の整備促進」 

②「高速交通網と地域を結ぶ道路ネットワークの強化」 
 

テーマ３－施策１－（２）－①「生活幹線道路の整備促進・機能強化」 

②「地域交通の充実」 
 

平成２７年度までの主な取組み状況 

○高速道路及び地域高規格道路の整備促進 

 ・「最上を拓く高規格道路」建設促進合同大会の開催(これまで１４回開催) 

○県管理道路の整備推進 

・「山形県道路中期計画(H21～H30)」に基づく計画的な整備の実施 

施策の評価と今後の推進方向等 

〔評価･課題等〕 

・地域を上げて高規格道路整備促進の機運を高めてきた結果、縦軸となる東北中央自動車道では、金山町と秋田県境部に事業着手に至っていない区間が残るものの「新

庄金山道路」と「横堀道路」の2区間が平成27年度に新規事業化となり、横軸となる新庄酒田道路では、平成27年10月に「高屋道路」の工事が着手され、11月には

「新庄古口道路」の新庄側2.4km区間が開通するなど、着実に整備が進んでいる。一方、石巻新庄道路は、平成10年に地域高規格道路の候補路線に指定されたもの

の、その後は進展していない。 

・高速道十字連携軸を補完する県管理道路については、昨年度１箇所（(一)最上小野田線 最上町満沢 道路整備）が事業完了となり、整備効果が図られた。また、今年

度から道路改築事業により新たに (主)真室川鮭川線 鮭川村佐渡（佐渡坂工区）等が事業着手された。 

〔今後の推進方向等〕 

・建設促進合同大会について下記同盟会と共に、民間団体にも広く参加を呼びかけ、地域の一層の盛り上がりを図る。その地域の思いを中央省庁への要望活動に反映

し、未事業化区間の早期事業化等を強く国にアピールする。 

   新庄・湯沢地域間高規格幹線道路建設促進同盟会(会長：金山町長)、国道47号・新庄酒田地域高規格道路整備促進期成同盟会(会長：新庄市長)、 

石巻・新庄地域高規格道路建設促進期成同盟会(会長：石巻市長) 

・高速道十字連携軸を補完する県管理道路について、部分供用などの事業効果発現にも努めながら｢山形県道路中期計画｣に沿って着実に事業の進捗を図っていく。 

〔平成２８年度の主な取組み内容〕 

 ・建設促進合同大会の開催(10月予定)（①） 

・県管理の道路改築事業の推進（②） 

  ・道路ネットワークの強化     

      国道458号(大蔵村清水)ほか6箇所 

  ・生活幹線道路の機能充実    

    曲川新庄線〔居口橋〕（鮭川村曲川）ほか1箇所 

・都市基盤の整備 

北本町飛田線(新庄市新町) 

 

 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 

① 

 

 

 

   

② 

 

 

 

   

 

大会の準備 

道路改築事業の設計・発注・工事監理 

大会 
開催 



（最上総合支庁部局運営プログラム個表） 

  最上総合支庁 

施策番号 重点施策の名称 重点施策の目標 

７ 防災・減災対策の推進 

○自主防災組織率       75％（平成27年度末：65.8％） 

○地震･風水害対応防災ﾏﾆｭｱﾙ策定高齢者･障がい者等入所施設数22施設（平成27年度末:18施設） 

○土砂災害警戒区域の指定率 100％（平成27年度末：100％） 
 

施策の短期ＡＰにおける位置付け やまがた創生総合戦略における位置付け 

テーマ３－施策２－（１）－①「最上小国川の治水対策、流域活性化の取組

み」、②「県土保全のための災害対策等の推進」 

基本目標 ４－（４）－① 連携中枢都市圏、定住自立圏等による新たな広域

連携を促進 

テーマ３－施策２－（２）－①「地域防災体制の整備促進」、②「耐震化の推

進」 
 

平成２７年度までの 

主な取組み状況 

○最上小国川流域の治水対策の推進 

・最上小国川流水型ダムの早期完成に向け、事業用地の確保及び仮排水トンネルの施工とダム堤体工事を発注 

○最上小国川流域の地域活性化の推進 

・最上小国川清流未来振興機構の設立、最上小国川清流未来振興計画の策定（４月） 

○災害対応力の強化 

・自主防災組織の設立促進に向けたワークショップ・フィールドワーク、出前講座の開催（H18～H27）  

・土砂災害危険箇所図の市町村への提供(H26まで：975箇所、完了)、土砂災害警戒区域の指定（H27まで：975箇所、完了） 

・モデル福祉施設（みすぎ荘、光生園、パリス保育園）での防災マニュアルの策定及び検証(H22～H24)  

・マニュアル未策定福祉施設向けの防災体制整備打合せ会議の開催（H27年度分:6月、9月、12月、3月） 

施策の評価と今後の推進方向等 

〔評価･課題等〕 

・漁協・県・最上町・舟形町の、ダムによる最上小国川の治水対策と内水面漁業振興の両立を図るための協定締結により、諸問題を解決しダム工事を施工中。 

・最上小国川清流未来振興機構の設立により、流域の振興施策を進める体制を整備した。機構では、最上小国川の治水対策と流域活性化を図るための最上小国

川清流未来振興計画を策定するとともに、計画に盛り込まれた振興施策の進捗管理や地域の人々の地域振興に対する意識の底上げを図るためのシンポジウム

の開催、ホームページや広報誌による情報発信に取り組んだ。 

・管内組織率目標(75%)達成には、新庄市の組織率(38.5%)の向上が残された唯一の課題であり、そのために新庄市に主な取組みを集中させて実施する。 

・高齢者･障がい者等入所施設等(22施設。短期ＡＰ策定時21施設。)に係る地震･風水害対応防災マニュアルの26年度末の策定施設は12施設であった。27年度に

おいて5福祉施設に対し策定支援を行い、自主的に策定した養護老人ホーム神室荘を含め合計6施設で策定が行われた。今後、全施設での策定完了を支援して

いく。 

・土砂災害警戒区域について、平成27年度に管内での地元説明会を集中的に開催し145箇所の指定手続きを終え、全箇所（975箇所）の指定を完了した。 

〔今後の推進方向等〕 

・最上小国川流域及び赤倉温泉地区の安全安心を早期に実現するためダム堤体工事等を促進し、最上町及び赤倉温泉地区と連携して内水対策を進める。 

・最上小国川清流未来振興計画の施策の着実な進捗を図るための進捗管理、地域の人々の意識の底上げに引き続き取り組むとともに、新たに、民間による主体

的な活動の促進のため、最上小国川流域で地域振興に取組む団体による情報・意見交換会を開催する。 



・引き続き、効果的な防災ワークショップ・フィールドワークを開催し、市町村を支援するとともに、連携を図りながら自主防災組織率の向上を図る。  

・引き続き、マニュアル未策定の４福祉施設（かつろくの里、みどりの大地、エーデルワイス、舟形徳洲苑）の防災マニュアル策定に向けた支援を推進し、全

ての入所施設での策定を図る。また、これまでマニュアルを策定した施設に対しても、実際の災害対応訓練によるマニュアル検証、改訂及び地域との連携に

よる防災体制強化について助言等の支援を行っていく。  

・市町村が策定する土砂災害ハザードマップ作成に向けた支援に取り組んでいくと共に、第２期の基礎調査に向けて予算の確保と危険箇所の情報収集を進め

る。 

 
 

〔平成２８年度の主な取組み内容〕 

・最上小国川流水型ダムによる治水対策の推進と赤倉温

泉地区の内水対策推進（①） 

・最上小国川流域で地域振興に取組む団体による情報・

意見交換会の開催（②〔創〕） 

・防災ワークショップ（市町村との共同による地域（３

か所）でのフィールドワーク・防災マップ作成を含

む）、出前講座の実施（③）※新庄市内各地区を最優先に実

施 

・福祉施設への防災マニュアル策定支援の実施（④） 

・市町村の土砂災害ハザードマップ作成へ支援（⑤） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 

① 

    

② 

    

③ 

    

④ 

    

⑤ 

    

 

 

  

最上小国川の治水対策・内水対策の推進 

市町村が策定する土砂災害ハザードマップ作成への支援 

福祉施設への防災マニュアル策定支援 

地域での防災ワークショップ・防災マップ作成を含めたフィールドワークの実施 

出前講座の開催（新庄市内開催を最優先） 

情報・意見交換会 

第１回開催 

情報・意見交換会 

第２回開催 



（最上総合支庁部局運営プログラム個表） 

  最上総合支庁 

施策番号 重点施策の名称 重点施策の目標（総合戦略のＫＰＩ） 

８ 
医療・福祉サービス基盤の整備と連携体制の充実強
化 

○医療情報を共有する医療機関等の数    20施設（平成27年度末：18施設） 
○県立新庄病院の救急患者の受入れ割合 47.4％以下（平成27年度：51.1%、H26：49.0％） 
○看護師養成校への進学者数         55人（平成27年度：36人、H26：33人） 
○「最上障害者就業・生活支援センター」による職場実習及び就労達成数 

（平成25年度からの累計）197人（平成28年3月31日現在：191人） 
 

短期ＡＰにおける位置付け やまがた創生総合戦略における位置付け 

テーマ３－施策３－（１）－①「病診連携の推進」、②「県立新庄病院を中核とした医療提供機能の強

化」 
 

テーマ３－施策３－（２）－①「医師・看護師など医療従事者の確保対策」  

テーマ３－施策３－（３）－①「福祉サービス提供体制の充実」、②「医療・福祉の連携強化」  

平成２７年度までの

主な取組み状況 

○医療提供体制の充実 
・「もがみネット」医療情報開示項目の拡大（H28.1～）・もがみ看護師確保推進ネットワーク協議会設立（H28.3.2設立、41機関で構

成） 
・中高生に対する医療従事者による講演会等の開催(H27:中学生4回(371名)H27：高校生1回（19名）) 

○福祉サービス提供体制の充実 
・「最上障害者就業・生活支援センター」との連携による障がい者就労等に関する啓発等の実施 

施策の評価と今後の推進方向等 

〔評価・課題等〕 
○主要事業（１）（２） 医療提供体制の充実（病診連携の推進、県立新庄病院を中核とした医療提供機能の強化、医師・看護師など医療従事者の確保対策） 
・医療情報を共有する医療機関数は、診療所の廃院に伴い一つ減少し18施設となったが、増加に向けて、平成28年１月に医療情報ネットワーク（もがみネット）での県
立新庄病院の医療情報開示項目を７項目から１８項目に拡大した。また、平成28年４月からは、歯科医院・介護施設も「もがみネット」を利用できることとしたこと
から、さらに利用拡大を図るため普及啓発を行う必要がある。（医療機関（医療法上の病院・診療所（特養等の医務室を含む））におけるカバー率（H28.3月現在）：も
がみネット27.9％、ちょうかいネット36.5%、OKI-net(おきねっと)41.6%、べにばなネット11.8%） 

・医療適正受診に関する啓発活動を継続して実施しているが、県立新庄病院への初期救急相当の受診者が依然として多い状況にあるため、引き続き効果的な啓発活動を
行っていく必要がある。 

・当地域において安定的に医療体制を確保するためには、基幹病院である県立新庄病院の医療提供機能の強化が最優先課題となっている。このためには、大学等への医
師派遣要請による新庄病院への医師の確保を図っていく必要がある。 

・中高生に対する医療従事者による講演会等を継続して開催しているが、医師、看護師及びコメディカルの志望者数が増えていない。そのため、講演会等の事業効果を
高めるため、参加した中高生へのフォローアップ（継続的な情報提供）を行うこととし、将来の地域定着につなげられるような取り組みを推進する必要がある。 

・看護師の確保・育成及び定着を図るための展開方向を取りまとめた「最上地域における看護師確保・育成及び推進パッケージ」を策定し、同パッケージに基づき、平
成28年３月に管内の関係機関により組織される「もがみ看護師確保推進ネットワーク協議会」を設立し、今後は課題ごとに具体的な取り組みを検討・実践する必要が
ある。 
○主要事業（３） 福祉サービス提供体制の充実 
・「最上障害者就業・生活支援センター関係機関連絡会議」と連携を図り、「最上障がい者就労支援機関協議会」を開催し、障がいの特性や雇用に係る助成制度等につい
て、一般事業所への周知を行った結果、｢最上障害者就業・生活支援センター｣による就労等の促進に結び付けることが出来た。しかしながら、就労の受入れ企業がま
だ限定されており、また就労後に離職してしまう場合もあることから、企業からの理解を得て一層の就労等の促進を図るとともに、今後、就労後のフォローアップの
あり方や新たな受入れ企業を増やす取り組みを検討していく必要がある。 



〔今後の推進方向等〕 
○医療提供体制の充実（病診連携の推進、県立新庄病院を中核とした医療提供機能の強化、医師・看護師など医療従事者の確保対策） 
・医療情報を共有する医療機関数の増加に向け、もがみネットでの県立新庄病院の医療情報開示項目の更なる拡大を検討していくとともに、医療機関（医科・歯科）等
への個別訪問等の実施により普及啓蒙を図り、地域連携パスについては、普及及び運用拡大に向けた検討を行う。 

・医療の適正受診については、関係機関と連携し、引き続き地域住民への啓発を行っていく。 
・管内自治体立病院・診療所においても医師不足が課題となっていることから、新庄病院の管内自治体立病院・診療所への医師派遣機能の強化を図る必要があり、今後
も継続して関係機関と連携して大学等へ新庄病院への医師派遣要請を行っていく必要がある。 

 
・中高生に対する医療従事者による講演会等の事業効果を高めるため、参加した生徒へのフォローアップ（継続的な情報提供）を行っていくとともに、講演会等の事業
対象者を今年度から小学校高学年に拡大し、取り組んでいく。 

・「もがみ看護師確保推進ネットワーク協議会」を運営し、「最上地域における看護師確保・育成及び推進パッケージ」を実践していく。 

○福祉サービス提供体制の充実 
・「最上障害者就業・生活支援センター」による就労等の一層の促進を図るため、「最上障がい者就労支援機関協議会」等を通じて、就労にあたっての問題点や就労後の
離職理由等を把握し就労後も継続したフォローアップが出来るような仕組みづくりを新たに検討していく。また、一般事業所向けの研修会などを通して障がい者の雇
用等についての啓発活動や関係機関等との連携による普及促進を図るとともに、新たな受け入れ企業を開拓していく。 

 

 

〔平成２８年度の主な取組み内容〕 

○医療提供体制の充実 

・パンフレット等による医療情報ネットワークの普及拡大

（①） 

・地域連携パスの普及及び運用拡大の検討（②） 

・医療の適正受診に関する講演活動等の実施（③） 

・小中高生を対象にした、現場の医療従事者による講演会等の

開催（④） 

・「もがみ看護師確保推進ネットワーク協議会」の幹事会及び専

門部会による「最上地域における看護師確保・育成及び推進

パッケージ」の検討及び実践(⑤) 

○福祉サービス提供体制の充実 

・最上障がい者就労支援機関協議会及び研修会の開催（協議会

２回、研修会２回）（⑥） 

 

 

 

 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 

① 
 

 

   

② 
 

 

   

③ 
 

 

   

④ 
 

 

   

⑤ 
 

 

   

⑥ 
 

 

   

 

  

医療情報ネットワークの普及拡大 

地域連携パスの普及及び運用拡大の検討 

医療受診適正化講演会等の実施 

小中高生向け講習会等の実施 

幹事会・専門部会開催、パッケージの検討及び実践 総会の開催 

協議会の開催 協議会・研修会の開

催 

研修会の開催 



（最上総合支庁部局運営プログラム個表） 

  最上総合支庁 

施策番号 重点施策の名称 重点施策の目標（総合戦略のＫＰＩ） 

９ 雪に強く暮らしやすい環境の整備 
○自治会等が行う地域一斉除排雪のモデル的取組み数  8 件（平成27年度: 1件 ） 

○住民に配布する道路除雪時刻表の整備     15 ルート（平成27年度末：14ルート） 
 

施策の短期ＡＰにおける位置付け やまがた創生総合戦略における位置付け 

テーマ３－施策４－（１）－①「市町村や住民と連携した除排雪体制づくりの

促進」、②「住民の住みやすい環境の整備」 
 

平成２７年度までの 

主な取組み状況 

○道路除雪等の充実強化 

・一斉除排雪の実施（H27年度:金山町）        

・管内14ルートの除雪時刻表の作成  

・県道７路線と市町村道22路線との交換除雪の実施 

・雪に強いみちづくり事業の推進（国道344号高坂地内の雪崩予防柵や土内五日町線萩野地内の防雪柵設置の継続、新庄戸沢線金沢地内 

の流雪溝整備の事業推進など） 

施策の評価と今後の推進方向等 

〔評価・課題等〕 

・地域一斉除排雪については、市町村の担当者を対象として先進地（村山市）視察を行い、住民と行政の役割分担や費用負担、メリット・デメリットなどにつ

いて理解を深めてきたところ、これまで実施していない４市町村において実施に向けた検討、地区との調整が行われるようになった。 

平成27年度は、金山町、最上町、新庄市の計11ヶ所で実施予定としていたが、降雪量が少なかったことから、金山町の１ヶ所のみの実施となった。 

・除雪時刻表については、過年度の除雪状況から課題の把握と検証を行った。除雪車が通過する前に宅内の雪を道路に排雪する事例があったほか、大雪の際に

は新雪除雪の時間が大幅にずれる、降雪が続いた時は路面整正や運搬排雪用の機械稼働が多くなり、時刻表を活用できないケースが多くなる等の理由によ

り、除雪業者及び県に対する苦情が大量に寄せられている。 

・雪に強いみちづくり事業（雪崩予防柵・防雪柵・流雪溝整備）は、安全・安心な道路交通の確保や沿線住民の雪処理等の生活改善に不可欠であり、継続した

取り組みが必要である。 

〔今後の推進方向等〕 

・雪対策総合交付金の実施期間である平成28年度までに、より多くの地域で一斉除排雪に取り組めるよう調整を図っていく。           

・除雪状況を調査・検証し、平成28年度までに、除雪時刻表対象ルートの増を図っていく。 

・安全・安心な道路交通確保や生活改善のため、雪に強いみちづくり事業の推進を図っていく。 
 

〔平成２８年度の主な取組み内容〕 

・一斉除排雪の実施に対する支援の展開（①） 

・除雪時刻表のルート追加の検討（②） 

・流雪溝整備事業に関連し、新庄市と連携した地元管理

組合の設立（③） 

 

 

 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 

① 
    

② 
    

③ 
    

   

道路時刻表の追加作成 

 

H26、H27除雪状況の調査・対応検討 

 

課題整理・地元との調整 一斉除排雪の実施 

課題整理・新庄市及び地元との調整 

 

管理組合の設立 



（最上総合支庁部局運営プログラム個表） 

  最上総合支庁 

施策番号 重点施策の名称 重点施策の目標（総合戦略のＫＰＩ） 

１０ 共に支え合う地域コミュニティの形成 
○地域内子育てネットワーク参加団体数：40団体（平成27年度末: 37団体(行政機関除く)） 
○県男女共同参画センター(チェリア)登録団体数：５団体（平成27年度末: ３団体） 
○糖尿病関連の検査(国保健診)における正常値の者の割合 37％（平成26年度:26.1％） 

 

短期ＡＰにおける位置付け やまがた創生総合戦略における位置付け 

テーマ４－施策１－（１）－①「子育て支援の充実と結婚活動への支
援」、②「母子保健体制の充実」 

 

テーマ４－施策１－（２）－①「女性が活躍できる環境の整備」、②「高
齢者の社会参画の促進」 

 

テーマ４－施策１－（３）－①「地域住民の生涯を通じた主体的な健康づ
くり支援」、②「心の健康づくりや自殺防止に向けた相談支援機能の充
実」 

 

平成２７年度までの 

主な取組み状況 

○子育て支援の展開 

・「最上地域みんなで子育て応援団」による子育て応援イベントや研修会等の実施（H27:3回）、「モコネット」による情報発信 

○健康づくりの推進 

・糖尿病予防推進会議・研修会(H27:2回)   ・事業所の健康管理者等を対象とした糖尿病予防研修会の開催（H27:1回） 

・住民に対する糖尿病予防啓発(H27:10回) ・飲食店への健康情報板の配置（H27:94店舗） ・愛情バランス弁当レシピ集の作成(H27) 

施策の評価と今後の推進方向等 

〔評価・課題等〕 

○主要事業（１）子育て支援の充実 

・子育て支援団体、商工団体、市町村、支庁等で平成26年度に立ち上げた「応援団」の事務局的な役割を引き続き担い、親子がふれあうイベントやスポーツ体

験、子育て支援者向け研修会などの広域的な応援団活動を支援。また、新たな会員の情報を含め、専用ホームページ「モコネット」による地域の子育て支援

情報の一元的な提供を支援。こうした広域的な取組みにより、子育て支援の輪が広がり、子育てに対する意識・機運の醸成が図られたことから、今後もさら

に充実させていく必要がある。 

○主要事業（２）女性が活躍できる環境の整備 

・最上地域の次代を担う女性の交流、能力向上のため開催した「活き活きモガジョ養成講座」（H25～27。延べ参加者300名）受講者らが創設した「最上地域女

性応援会議（通称｢モガジョ」）」の自主活動を支援。また、この３年間の支庁・モガジョの実践活動を地域に発信する「ファイナル講座」を実施。モガジョ

は着実にスキルアップしており、今後は、モガジョも一員とし、地域ぐるみで社会参画に積極的な女性人材の育成と女性の活躍を支援する環境づくりが必要

である。 

 



○主要事業（３）地域住民の生涯を通じた主体的な健康づくり支援 

・糖尿病予防推進会議を開催し、最上地域の医療・行政等の関係機関と先進事例の検証や情報共有を図るとともに、県・市町村・関係機関の役割分担の明確化

や糖尿病に加え生活習慣病全般の予防啓発の推進など今後の取組みの方向性を確認することができた。また、飲食店及び事業所への健康情報の提供、市町村

と連携しイベント等での糖尿病予防の啓発等により、住民の方などへ糖尿病予防を含めた生活習慣改善の啓発について一定の成果があった。 

・住民及び事業所の健康管理者向けの糖尿病予防研修会を開催し、受講者からは、糖尿病の怖さ、糖尿病を始めとした生活習慣病予防の取組みや従業員に対す

る一層の健康管理の必要性などを理解してもらえた。 

・働き盛り世代向けの栄養バランスのとれた弁当を公募し、受賞作品を基にした「愛情バランス弁当レシピ集」を作成したので、今後、啓発等で活用していく

必要がある。 

・最上地域は、依然として糖尿病関連検査の正常値者の割合（26.1％）が県内平均（39.7％）を大幅に下回っていることから、市町村等の関係機関の協力を得

ながらその要因を分析し、その結果を踏まえながら引き続き住民等へ糖尿病予防を含めた生活習慣改善の必要性を啓発していくことが必要である。 

〔今後の推進方向等〕 

○子育て支援の充実 

「最上地域みんなで子育て応援団」への参加会員の拡大を図るとともに、「モコネット」による地域の子育て支援情報の積極的な発信、子育て応援イベントの

開催、子育て支援者向け研修事業の実施などにより、引き続き最上地域に根ざした広域的な応援団活動の展開、子育てに対する各界各層の意識・機運の着実

な醸成を図る。 

○女性が活躍できる環境の整備 

地域ぐるみで女性人材の育成と女性の活躍を支援する環境づくり、そして地域住民による自発的な地域貢献活動の活発化を図る第一歩として、平成28年度

には、眠れる最上の女性人材の発掘・発信等の取組みを通じ、地域女性が共に活動するきっかけづくりと、見い出された女性人材のネットワーク化の支援を

行う。 

また、これらの取組みを通してチェリアへの登録を働きかけていく。 

○地域住民の生涯を通じた主体的な健康づくり支援  

最上地域の糖尿病関連検査の正常値者の割合(H26:26.1%)が下がっていることから、その要因分析を行い結果を踏まえたうえで糖尿病予防推進会議において 

事業実施後の課題等の共有や先進事例の検討を行っていく。また、引き続き、関係機関等と連携して生活習慣病予防、特に糖尿病予防・重症化予防について

の普及啓発に取り組んでいく。さらに、これまでの取組みの強化を図るため、新たに市町村と連携した糖尿病予防の出前講座の開催、飲食店及び事業所への

健康情報の提供を行う飲食店等の拡大を図る。また、「愛情バランス弁当レシピ集」を活用したイベント等での啓発活動や事業所向け研修会、市町村と連携し

た出前講座を実施していく。 

 

 



 

〔平成２８年度 主な取組み内容〕 

○子育て支援の充実 

・「最上地域みんなで子育て応援団」の広域的な活動へ

の支援（①） 

○女性が活躍できる環境の整備 

・各分野・年齢層でチャレンジしている女性人材のブッ

クレット作成、ネットワーク化を図る交流会の開催

（②） 

○地域住民の生涯を通じた主体的な健康づくり支援 

・糖尿病予防推進会議の開催(２回)（③） 

・健康情報板協力店に設置した情報掲示板の健康情報の

更新(４回)や情報紙の配布(３回)（④） 

・事業所の健康管理者等を対象にした糖尿病予防研修会

の開催(１回)及び希望する事業所での研修会開催(⑤) 

・｢愛情バランス弁当レシピ集｣を活用した出前講座や市

町村と連携した糖尿病予防の出前講座の実施(⑥) 

 

 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 

①  
 

 

   

②  
 

 

   

③  
 

 

   

④  
 

 

   

⑤  

 

 

 

   

⑥ 

 

 

 

   

 

 
 

  

応援団の広域的な活動への支援・モコネットによる情報発信 

ブックレット作成 交流会開催 

推進会議開催 

健康情報板の情報更新、情報紙の配布 

事業所の健康管理者等向け研修会実施 

希望する事業所での研修会実施 

愛情ﾊﾞﾗﾝｽ弁当ﾚｼﾋﾟ集を活用した出前講座実施 

市町村と連携した糖尿病予防の出前講座実施 

推進会議開催 



（最上総合支庁部局運営プログラム個表） 

  最上総合支庁 

施策番号 重点施策の名称 重点施策の目標（総合戦略のＫＰＩ） 

１１ 活力ある「最上」を支える地域づくり活動の促進 
○新しい地域づくりの取組み事例数（平成25年度からの累計） 26件（平成27年度末: 21件） 

○県民参加の森づくり参加者数 （各年度）     20,700人（平成27年度 21,404人） 
 

施策の短期ＡＰにおける位置付け やまがた創生総合戦略における位置付け 

テーマ４－施策２－（１）－①「地域力を高める一体感のある地域づくり活動の促進」 

②「交流者等を核とした新たな視点による地域づくりの促進」 

③「地域のつながりを維持する住民の主体的な活動支援」 

基本目標４－（４）－① 

連携中枢都市圏、定住自立圏等による新たな広域連携を促進 

 

テーマ４－施策２－（２）－①「住民参加の森づくりを契機とした地域づくりの推進」 － 

平成２７年度までの 

主な取組み状況 

○地域づくり活動の促進 

・地域の活性化や課題解決に取り組む団体への活動支援(H25:7件、H26:8件、H27 :6件) ・「最上に生きる100人の若者たち」の刊行

（H26.2） 

○自然環境との共生の促進 

・自然環境教育マスターの養成講座の開催（H25:2回,H26:3回，H27:3回）・市町村やＮＰＯ、地域のボランティア団体等による森づく

り活動への支援 

○広域連携の促進 

 ・定住自立圏構想推進に向けた勉強会の開催や情報提供（H26） ・圏域形成に向けた手続き等についての助言や支援（H27） 

施策の評価と今後の推進方向等 

〔評価・課題等〕 

・地域課題の解決や活性化に取り組む６団体が行う地域活動に対する支援を行った。また、地域の若者が地域活動を取材し情報誌として発行する活動を４回行

い、若者が地域社会とつながりを持つための場を創出した。更に管内市町村と地域おこし協力隊員が一堂に会する会議等を２回開催するとともに、最上管内

８市町村の区長を対象に地域づくりについての先進事例について学ぶ研修及び意見交換会を実施したこと等により、最上全体の地域活動に広がりがでてきて

いる。 

・森づくり活動の増加にともなって指導者の不足が懸念されるため、自然環境教育マスター養成講座を３回（６月、11月、２月）開催した。延べ49名が参加

し、受講者のうち６名を新たな指導者（森の案内人）として登録した。これらの指導者の活躍により、森づくり参加者数が21,404人を達成した。多様な主体

による森づくり活動が拡大している。 

・新庄市と近隣７町村により定住自立圏形成協定が締結され、生活機能の強化等の分野で連携する具体的取組を記載した新庄最上定住自立圏共生ビジョンが平

成28年3月に策定された。 

〔今後の推進方向等〕  

・若者団体や高齢者団体等が行う地域の活性化や課題解決に取り組む団体を支援することにより、地域力を高めていく。また、団体や集落の活性化のレベルに

応じた地域おこし協力隊員の適切な関わり方や役割、活動の事例などについて、管内市町村と情報共有するための場を提供する。 

・引き続き、新たな森づくり活動の指導者を育成することにより、参加者数の拡大を推進する。 

・今後は共生ビジョンに基づき、地域子育て支援センターの広域利用や文化・芸術鑑賞等の機会の提供等の連携事業が実施されることから、市町村間の連携が

円滑に進み、さらに充実した圏域形成が図られるよう引き続き、助言・支援を行っていく。 



 

〔平成２８年度の主な取組み内容〕 

・地域の活性化や課題の解決につながる地域づくり活動

団体に対する支援（①） 

・地域づくり担い手に対する情報交換会等の各種会議の

開催（②） 

・自然環境教育マスター養成講座の開催（③） 

・森林育成・保全の普及啓発、指導者育成の推進（④） 

・共生ビジョン懇談会及び検討会議への出席等（⑤

〔創〕） 

 

 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 

①  

 

 
   

②  

    

③  

    

④  

    

⑤  

    

 

 

 

支援団体の 

募集・選定 

森づくり活動の普及啓発、指導者育成の推進 

養成講座 

の開催 

活動の 

とりまとめ 

情報交換会

等の開催 

発刊 

養成講座 

の開催 

養成講座 

の開催 

支援団体の地域活動への支援 
支援団体の 

募集・選定 
支援団体の 

地域活動への支援 

情報交換会

等の開催 

 

情報交換会

等の開催 

 

情報交換会

等の開催 

 

 

共生ビジョン懇談会及び検討会議への出席等 


