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村山の初冬を香り高く彩る 

ストックです 

 山形県尾花沢市と宮城県加美町を結ぶ一般国道３４７号鍋越峠につきましては、

これまで雪崩の危険があることから、冬期間は通行止めとしておりましたが、今年

の冬からは夜間（午後７：００～午前７：００）を除いて通年通行が可能

となりました。 

 このことによりまして、防災面での代替機能の確保はもとより、観光交

流が更に促進されるとともに、自動車産業の集積が進む仙台北部中核工業

団地へのアクセスが向上し、地域経済の活性化にも繋がるものと期待され

ます。 

 なお、１１月１９日（土）には、尾花沢市のサルナートにおいて、一般

住民や関係者約５００名が参加して、通年通行を祝う記念式典や祝賀会、

イベント等が開催されました。 

（北村山道路計画課 0237-47-8666） 

お知らせ 

 村山地域おいしいごはんポスターコンクールの表彰式が１１月１４日に村山総

合支庁講堂で行われました。今年で２６回目の開催となるこのコンクールは、農

業への理解と米の消費拡大を目的に、管内の小学生を対象に実施しており、管内

７５校から１，２２２点の応募がありました。最優秀賞には、大江

町立左沢小学校２年柏倉理李さんの作品が選ばれました。       

『地域アドバイザー懇談会（村山地域）』を開催しました 

 知事と村山地域の県政アドバイザー（12名）が意見交換を行う

「地域アドバイザー懇談会」が、11月10日（木）に村山総合支

庁本庁舎で開催されました。「やまがた創生のさらなる推進につ

いて」をテーマとし、県政アドバイザーの皆様から多くのご意見

をいただきました。 

 「県民のまちづくり参画に向けた地域の魅力発信の必要性 、サ

クランボ農家の高齢化に対応した栽培方法の指導、米の新品種山

形112号の早めの情報発信」など、頂戴したご意見やご提案は、

「やまがた創生」の実現に向けて、活用する予定です。 
                （総務課 023-621-8104）     

懇談会の様子 

＊＊＊審査結果＊＊＊   おめでとうございます！おめでとうございます！ 
最優秀賞 柏倉 理李さん（大江町立左沢小学校２年） 

優 秀 賞 井東 昌太郎さん（山形市立第四小学校１年）  

優 秀 賞 西堀 颯人さん（中山町立長崎小学校３年） 

優 秀 賞 渡部 愉月さん（山形市立鈴川小学校４年）  

優 秀 賞 小形 気吹さん（山形市立滝山小学校５年） 

優 秀 賞 石澤 晃太さん（山形市立蔵王第一小学校６年） 

佳    作 １２点 

最
優
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賞 
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（主催 村山広域農業振興会議 事務局 農業振興課 023-621-8141)  

一般国道３４７号  
  鍋越峠が今年の冬から通年通行開始！！ 

懇談会の様子 



 村山総合支庁の若手職員１２名で構成する村山総合支庁イメージアップ研究会では、毎年、村山総合支庁をより良くするための

様々な活動を行っています。今年は「村山総合支庁の仕事内容を県民の方にもっと知ってもらい、わかりやすい存在になりたい！」

との想いから、「村総ツアーズ♪」として村山総合支庁の職場を巡り、各職場の業務内容等を紹介していくこととしました。  

 主な業務内容紹介  
総務課は７つの担当・室から構成されており、幅広く業務を担当しています。 

◇総務係(621-8355)：文書、庶務、庁舎管理、県有財産管理、公舎管理 

◇総合相談担当：①広報・広聴、知恵袋委員会(621-8106)、②総合案内窓口、

情報公開、行政情報提供(621-8288) 

◇企画調整担当(621-8107)：総合支庁予算の総合調整、選挙関係、宗教法人、

ＮＰＯ法人 

◇職員係(621-8109)：人事、職務権限、給与、福利厚生 

◇防災安全室：①消防、防災、高圧ガス、火薬、電気工事業(621-8234)、②交

通安全、安全安心なまちづくり、消費者行政(621-8352) 

◇連携支援室(621-8353)：市町との広域連携推進、連携支援サポートチーム、

重要施策、地域づくり支援、仙山交流、過疎・辺地対策 

◇出納室(621-8166)：支出負担行為の確認及び支出命令等の審査、公金支払事

務及び歳入歳出外現金の出納、会計事務指導 

村総ツアーズ♪  ～村山総合支庁の職場紹介～ 

 Ｑ＆Ａ 総務課というと内部向けの業務をしているイメージがあると思いますが、

担当によっては地域の皆様との関わりがとても多い職場です。外部からの問合せやお

客様が特に多い業務についてＱ＆Ａ方式で紹介します。 

①ＮＰＯ法人の設立申請に関する相談をしたい場合はどこに連絡すればいいのか？ 

 ⇒ 企画調整担当(621-8104)になります。ＮＰＯ法人の他に政治団体、宗教法

人関係のお客様は総務課内でも特に多いです。 

②電気工事業を始めたい場合はどこに連絡すればいいのか？ ⇒ 防災安全室(621

-8352)になります。防災安全室では電気工事業のほかに、高圧ガス、液化石油ガ

ス、火薬の許認可等も担当しております。 

③小さい子どもと来庁した時に休憩できる場所はあるのか？ ⇒ 食堂隣にキッズ

ルームがございます。キッズルームでは靴を脱いでお子様とゆっくり遊ぶことがで

き、子育てに関する情報も用意してありますので、ぜひ御活用ください。 

 Q＆A 平成２７年度は建築課、課税課に次ぐ３番目に電話照会件数が多かった道

路課。皆様からの問合せが特に多い業務についてQ＆A方式で紹介します。 

①村山総合支庁本庁舎ではどこの除雪をしているの？ ⇒ 村山総合支庁道路課で

は、山形市、上山市、天童市、山辺町、中山町の3市2町を管轄しており、国道と県道

合わせて車道48路線約431ｋｍ、歩道約265kmの除雪を行っています。寒河江市、

河北町、大江町、朝日町、西川町の1市4町は西村山道路計画課にて、村山市、東根

市、尾花沢市、大石田町の3市1町は北村山道路計画課にて行っています。通勤・通学

の時間帯に合わせ深夜・早朝に作業を行っていますので、除雪作業の妨げになる路上

駐車などはしないようお願いします。【道路管理担当】 

②マイロードサポート事業とはどのような事業ですか？ ⇒ 日ごろの道路清掃など

の美化活動にご協力いただき、ありがとうございます。県ではマイロードサポート事

業により、地元自治会などが行っている道路のごみ拾いや除草・草刈・歩道除雪など

の活動費用の一部について支援を行っています。詳しくは県のホームページをご覧い

ただくか、道路課までお問い合わせ下さい。【道路管理担当】 

③道路工事による道路交通規制等を知りたい時は？ ⇒ 県のホームページに「道路規制情報（県HPトップページ「道路規制情

報」バナーをクリック！）」がありますので、道路通行規制の時期や時間帯などを確認することができます。また、冬期間には、

「山形県雪情報システム（県HPトップページ「雪情報」バナーをクリック！）」を運用し、積雪の状況やライブカメラ映像を確認

できますので、お出かけ前にチェックしてみて下さい。【道路整備・維持・管理担当】 

④道路の破損があったのですが？ ⇒ 安全な通行ができるよう、道路パトロールにて道路状況の日常的な把握に努めております

が、道路の破損等を発見した際は、道路課までお知らせ下さい。【道路管理担当】  

新シリーズ 
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 主な業務内容紹介  

道路課は、道路整備担当、道路維持担当及び道路管理担当にて構成されています。 

◇道路整備担当（621－8214）・道路交通の渋滞解消や道路通行時の安全性・快

適性の向上などを図るため、道路拡幅やバイパス整備を行い、幹線道路網の整備を進

めています。 

◇道路維持担当（621－8246）・橋梁、トンネル、道路舗装の補修・補強を行

い、道路施設の長寿命化対策を進めています。・渋滞や交通事故の多い交差点の改良

や通学路に歩道を整備することで、歩行者などの安全対策を進めています。 

◇道路管理担当（621－8246）・日常的な道路のパトロール

により、不具合箇所の対策を行い、安全の確保に努めていま

す。・路面の補修・清掃、街路樹剪定や除草、ガードレール等の

道路施設の修繕、冬期間の道路除雪などを行いながら、安全で安

心に通行できる道路を提供できるよう努めています。 

建設部 道路課 
お知らせ 

◆全面通行止めにして行っていた、主要

地方道山形永野線（山形市土坂地内）道

路改良工事が10月28日に完成したこと

に伴い、同日全面通行止めを解除し、交

通開放を行いました。工事期間中のご協

力、ありがとうございました。 

◆11月11日、村山総合支庁西田除雪車

両基地で除雪車出動式を行い、冬期の安

全な道路環境を確保し、県民の期待に応

えることを誓いました。 

◆冬期間は「路面凍結しているかもしれ

ない」と常に注意し、急加速、急ブレー

キ、急ハンドル等の急な運転をしない

で、安全な走行を心がけて下さい。 

除雪業務(除雪作業中) 飯塚橋 開通式 

工事前 完成後 

土坂工区 

お知らせ 

◆ 出 納 室 で は 平 成 29 年 1 月 31 日

（火）まで、平成29・30年度の物

品等競争入札参加資格審査申請書の

受付を行っています。 

◆防災安全室では「防災」、「交通安   

全」の出前講座を行っております。

出前講座に関心を持たれた方はお気

軽にお問合せください。 

総務企画部 総務課 

村山市出初式 １階窓口 
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～むらやまの若人（わこうど）たち～Vol.48 

 収穫を終えた田園風景を眺めながら、尾花沢六沢の自宅を訪ねた。屈託のな

い笑顔で出迎えてくれた工藤ひかりさんは２２歳、就農２年目の若き農業女子

である。 

 ひかりさんは米、タバコ、そばなどを作る兼業農家に生まれ、小さいころか

ら田植えやタバコ栽培の手伝いをして育った。三人姉妹の三女で、姉二人は結

婚して家を離れた。すぐ上の姉が結婚した高校２年の時、このまま家を継ぐ者

がいなくなるのはもったいない、みんなが帰って集まる場所がなくなるのは悲

しい、という思いから農業を継ごうと決意し、高校卒業後、農業大学校（現農

林大学校）に進学した。賛成しかねていた父親もひかりさんの熱い思いに折れ

たという。今は、兼業で稲作を担当するご両親と共に家と農地を守っている。 

 現在、最上地域を中心とする生産者の団体「最上ラズベリー会」に所属し、大学校時代から続けているブルーベ

リーやラズベリーなどのベリー類の栽培に取り組んでいる。輸入物が多いベリー類は、イチゴの後８月下旬から１０

月まで、首都圏、新庄、真室川の菓子店に出荷している。繁忙期はニーズが多く収穫量が足りないくらいと嬉しそう

に話す。取引先やお客さんからの「おいしかったよ」「もっとほしいんだけど」という声にやりがいを感

じるという。経営面ではまだまだ課題も多いが、今後加工部門にも挑戦し周年農業ができる態勢をつくり

たいと意欲を語るその姿勢は、２２歳とは思えないほどしっかりしていた。現在、花婿募集中。もし一緒

に農業をやってくれる人がいたら、そして親を大事にしてくれる人なら、と控えめにこたえてくれた。    

 ～ ベリー類の栽培に挑む 若き農業女子  ～ 

 農業  工藤 ひかり さん 

（子ども家庭支援課 023-627-1153） 

 10月３０日（日）山形県県民の森で、県民の森エリア内の森林や湖沼、人々

の様子などの写真を募集したフォトコンテスト（主催：山形県みどり推進機

構）の表彰式が行われました。６～９月までの応募期間に４３人から１２７点

が寄せられ、最優秀賞には植松晃さん（山形市）の「星空に輝く」が選ばれま

した。他の受賞者及び作品は県民の森ホームページをご覧下さい。 

 山形県県民の森は１１月３０日をもって今年の運営を終了いたしました。 
来春のお越しをお待ちしています。 

 

 村山地域の協賛レストランにおいて村山地域の伝統野菜・特産野菜

を使ったオリジナルのイタリア料理を楽しむ「むらやまの野菜料理

フェア」のオープニングイベントが、１１月８日、山形市のパレスグ

ランデールで、地元のシェフや流通・販売関係者、生産者を対象に開

催されました。 

 アクアパッツァ（東京広尾）の日髙

シェフ、アル・ケッチァーノの奥田

シェフをはじめ、著名シェフらによる

「むらやまの野菜」を使った調理実演

が行われ、参加者は皆、シェフの鮮や

かな手さばきと繊細な味付けに魅了さ

れました。 

 交流会には日本で最先端のイタリア

料理店サローネグループの平代表も参

加して、大いに盛り上がりました。 

  

  

● 村山地域森づくり掲示版 ● 

シリーズ 

県民の森 フォトコンテスト受賞作品決まる！ 

「むらやまの野菜料理フェア」オープニングイベントを開催しました 

その他の入選の方々（敬称略）               

優秀賞：貝羽太（山形市）、沼沢士郎（山形市）  

館長賞：飯沢守（山形市）山辺町長賞：舟山栄吉（山辺町） 

（森林整備課 森づくり推進室 023-621-8248）

 

イタリア野菜を使った、 

クリスマスリースに見立てたサラダ 

ただ今、花婿募集中！ 

材料商組合賞：会田彦夫（山形市）、吉田功（山辺町) 

特別賞：後藤和久（山辺町）、堀夏奈美（山形市）、 

    山川由美子（山形市）  

豪華顔ぶれのシェフらによる調理実演 

（地域産業経済課 023－621-8432） 
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  雪の季節です。楽しみ方

はいろいろありますが、移

動手段はやはりマイカーが

多いと思います。冬道には

十分気を付けて楽しみま

しょう。 

村山総合支庁ニュースは、山形県のホーム 

ページからも  ご覧 いただけます。 

http://www.pref.yamagata.jp/ou/sogoshicho/

murayama/301001/murayamanews.html 

ミニギ 

■発行元■ 

  村山総合支庁総務企画部 

   総務課総合相談担当 

 Tel. 023-621-810６ 

 Fax.023-624-3056 

  冬になり寒さが厳しくなると毎年油の流出事

故が増えてきます。事故原因の１位は、ホームタ

ンクから小容器に移す際に目を離し、灯油が河川

等に流出するという不注意によるものです。次に

多いのが、除雪時等の配管破損となっています。

河川等に流れると飲料水への影響やオイルフェン

ス設置等による多大な費用がかかる恐れがありま

す。（原則、原因者負担となります。） 

 事故防止には、小分けの際その場を離

れないこと、タンクの点検や配管場所が

わかるよう目印の設置が効果的です。 

なお、事故発生時や発見時は最寄りの

消防署、市町村または総合支庁に連絡してくださ

い。 

（環境課023-621-8429・河川砂防課・建設総務課）  

HG丸ゴシックM－PRO 
        １１ポイント 

      ◆お願い◆ 道路除雪にご協力ください 
 村山総合支庁では、冬期間の円滑な交通確保のために県管理道路の除雪を行って 

います。事故なくスムーズな除雪作業ができるよう、皆様のご協力をお願いします。 

○除雪車には近づかないで！ 除雪車の周辺は、運転手の死角となり危険です。 

除雪車には絶対に近づかないでください。 

○道路に雪を捨てないで！ 道幅が狭くなり歩行者が危険になったり、雪が凍っ 

てスリップ事故の原因になりますので、敷地の雪は道路に出さないでください。 

 ○寄せ雪処理にご協力を！ 除雪後には宅地入口に多少の雪が残ってしまいます。 

各ご家庭やご近所で協力し合い寄せ雪の処理をお願いします。 

○流雪溝の投雪ルールを守りましょう！ 流雪溝に雪を入れるときは、地区で決 

められたルールを守りましょう。作業後は必ずしっかりとフタを閉めましょう。 

 ○立ち往生して車を放置する際には、除雪の妨げにならないよう鍵は車内に残して！ 

「県税・市(町)税の納付は口座振替で！」 

 村山総合支庁では、管内市町と連携し、自主納

税・納期内納税の推進に取り組んでいます。 

 そのひとつとして、自動車税、市（町）税の固

定資産税の口座振替を推進しています。口座振替

は一度手続きを行えば、毎回自動的に振替され、

現金を持ち歩いて金融機関に出向いたり、納期を

忘れることもありませ

ん。ぜひ、安全・確実・

便利な口座振替を利用く

ださい。詳しくは、総合

支庁・市町担当課まで。      

（納税課 023-621-8135） 

 冬に発生する食中毒の多くはノロウイルスが原

因です。ノロウイルスはとても小さく、手のひら

のしわ等に入りこむため、ノロウイルス食中毒を

予防するためには、手洗いが重要です。 

「自分が感染しないため」、「食べ物に付けない

ため」に、適切な手洗いをしましょう！ 

冬はノロウィルス食中毒に注意！ 

油流出注意！！ 

 蔵王は、スキーだけじゃない！ 

 蔵王温泉の人気キャラクター「じゅっきーくん」がプロ

デュースし、家族みんなで気軽にソリ遊びなどの雪遊びが

楽しめる「じゅっきースノーパーク」が今シーズンもオー

プ ン し ま す よ！詳 し く は、https://twitter.com/

jukkiikun/ でチェック！ 

 開設日：12月下旬予定  

 場所：蔵王温泉スキー場大森ゲレンデなど  

 問合先：蔵王温泉観光協会案内所 023-694-9328 

  

市町との合同研修会が10月27日に  

行われました。 

★調理の前 

★作業が変わる時 

★食品に直接触れた時 

★トイレの後 

そして、石けんでしっ

かり2度洗いを！ 

いつ手を洗うの・・・？ 

12月は納税推進強化月間！ 

（生活衛生課 023-627-1185） 

（本庁舎道路課023-621-8193、西村山道路計画課0237-86-8404、北村山道路計画課0237-47-8667）  

H28.11.11 除雪車出動式 

（西田車両基地） 

安全運転・事故防止 
を確認しました。 

じゅっきースノーパーク オープン！！ 

（地域産業経済課観光振興室  

023-621-8444）   


