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県オリジナル品種「夏祭」は 

小輪・多花性のかわいらしい紅花です  

   東北中央自動車道（大石田村山ＩＣ～尾花沢ＩＣ間）開通      

  山形県知恵袋委員に委嘱状を交付 

 陸上自衛隊 第６師団・神町駐屯地創立記念行事 

   多くの参加者を前に祝辞を述べる吉村知事 

       

   

 ５月１４日（月）、県庁講堂で平成３０年度の山形県知恵袋委員の方々に対す

る委嘱状交付式が行われました。村山地域からは７名の方々が就任され、この日

は、都合により欠席された２名の方を除き、

５名の委員に吉村知事から委嘱状が手渡され

ました。今後、経験に裏打ちされた知恵や知

識を県政に反映させるため、地域課題に対す

るご意見をいただくこととしております。 
 
【平成30年度山形県知恵袋委員】(村山地区) 

 荒木たか子さん（寒河江市） 大高 勇司さん（山形市） 

 柴田サダ子さん（村山市）  岡崎美枝子さん（山形市） 

 國分 清貢さん（尾花沢市） 荒井眞智子さん（山形市） 

  永岡 正憲さん（村山市） 

            委嘱状交付式 

       閲覧行進 

東北中央自動車道の大石田村山インターチェンジ（ＩＣ）

～尾花沢ＩＣ間（延長5.3ｋｍ）が、４月15日（日）に開通

しました。 

開通した区間は高速道路料金が無料。地域産業の活性化や

観光振興、迅速かつ安定的な緊急医療活動などへの効果が期

待されます。 

開通式典には、関係者約２００人が出席し、オープニング

アトラクションとして村山産業高校の“郷土芸能部”「又新

連（ゆうしんれん）」の生徒による徳内ばやしの演舞が披露

され、袖崎小児童なども参加したテープカット、くす玉割りで開通を祝いました。 

 吉村知事からは、「高速道路網の整備が大きく前進していることを実感している。『やまがた創生』実現

のためには、格子状骨格道路ネットワークの形成が極めて重要。今後も整備促進に全力で取り組んでいく」

との挨拶がありました。                     （北村山道路計画課 0237-47-8666）   

 4月15日（日）、陸上自衛隊神町駐屯地（東根市）において

「陸上自衛隊第6師団創立56周年」と「神町駐屯地創立62周年」

の記念行事が開催され、吉村知事が約１千人の隊員を前に祝辞を述

べました。 

 今回の記念行事には、県選

出の国会議員や県議会議長な

ど多くの関係者が招待され、

村山総合支庁からは飛塚支庁

長、県庁からは佐藤危機管理

監が出席しました。 

隊員を前に祝辞を述べる吉村知事 観閲行進 （総務課防災安全室 023-621-8115） 

委嘱状交付式 

知事を囲んで出席者5名と総合支庁長、

企画振興部長との記念撮影 
（総務課 023-621-8104）            

関係者によるテープカット 
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トピックス  仙台と連携した観光・交流をすすめています 

平成30年度「最上川総合水防演習」開催 

 ５月27日（日）、国土交通省、山形県、最上川流域10市町

村の主催による東北最大規模の総合水防演習が、大石田町横山

の最上川左岸河川敷で行われました。 

 この演習は昭和58年から東北６県持ち回りで行われており、

本県では6度目、大石田町では19年ぶりの開催となります。 

 水防団、自衛隊ほか関係機関、大石田小学校、新庄神室産業

高校など関係者約2千人が参加。「逃げ遅れゼロ」実現のため

「連携・協力・団結」をテーマに、堤防からの越水を想定した

タイムラインに基づき、地域住民による避難訓練、消防・警

察・日赤・自衛隊による救助救護訓練、協定自治体・企業等に

よる支援物資輸送訓練などが行わ

れました。 

 また、水防工法演習では各水防

団により川裏漏水対策として土の

うを半月型に積む「月の輪工」と

「釜段工」、堤防洗掘や決壊防止対

策の「木流し工」と「シート張り

工」、堤防越水防止対策の「積土の

う工」が実践されたほか、東北６県

代表水防団による水防工法技術競技

大会も開催されました。（北村山河川砂防課 0237-47-8678） 

 村山総合支庁では、仙山交流連携推進事業の一環として、

東根市及び天童市とともに関山街道地域間交流推進会議を組

織し、関山街道の歴史・文化などの地域資源を活用し地域間

交流の拡大と地域の活性化に取り組んできております。 

 このたび、街道沿線の地域資源について多くの方から興

味・関心を持っていただくため、街道の歴史やゆかりのある

人物等を紹介したガイド資料（副読本）を発行しました。 
        （総務課連携支援室 023-621-8353）  

 北村山地域振興局では、管内市町と

連携し、広域観光の推進「仙台となり

村」に取り組んでいます。 

 このたび、さくらんぼ狩りのシーズンに合わせ、やまがた広

域観光協議会と連携しパンフレットを作成するとともにホーム

ページをリニューアルしましたので、是非ご活用ください。 

 パンフレットは北村山３市１町47店舗のそば店などで利用

できる「そばクーポン」がついています。仙台圏及び北村山管

内の観光案内所などで入手することが可能です。この機会に北

村山地域を周遊し、お得にそばを堪能ください。 

 北村山地域振興局では、今後とも管内市町と連携し、広域観

光の取組みを推進してまいります。 

     （北村山総務課連携支援室 0237-47-8614）  ホームページ URL:http://www.sendai-tonari.com  

仙台となり村 

『関山街道ガイド資料』を発行しました 

大雨の状況について、若松副知事から県
外出張中の吉村知事へホットラインで報
告する一幕 

     水防工法演習 
若松副知事、角湯県土整備部
長、飛塚村山総合支庁長ら主催
関係者によるしっかりした踏み
固めにより積土のう工が完成！ 

開会式全景 
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       婚活イベントボランティア 松 田 滋
まつ だ    しげる

 さん 

 これから夏にかけての暑くなる時期にはバーベキューを行うこと
が多いですよね！その主役になるのがお肉。  
 お肉には、腸管出血性大腸菌（O157など）、カンピロバクター
や寄生虫など食中毒の原因となる病原体が付着しています。 
「新鮮だから生でも安全」は大間違い！特に子どもや高齢者が食中
毒になり、重症化や死亡した事例もあります・・・。  
 焼肉屋で食べるときにも、生焼けにならないようによく火を通し

ましょう！ 
 また、生肉をつかんだトングや箸などで、焼けた肉をとらないよ
うに使い分けをしましょう。  

  

今回は、出会いを支援する婚活イベントにボランティアスタッフとして参加

している、上山市の生活介護事業所に勤務する松田滋さんを紹介します。松田

さんは、2016、2017年に県主催の「婚活自分力ＵＰプログラム」に参加し

ました。この事業は、自分自身の内面や価値を知り、ポジティブに活動できる

ようになるための自分磨きのプログラムです。参加の動機は自分自身の婚活で

したが、セミナーを通して自分を開き、コミュニケーション力を高めて仲間と

の交流を深めることができたと言います。 

 松田さんは、ここで得た経験を生かして婚活を

支援するボランティアスタッフを引き受けること

になり、昨年度、むらやま広域婚活事業実行委員

会主催の「2017秋の婚活イベント３連発」に参

加しました。自分のことより人の世話をし喜ぶ顔

を見るのが好きという松田さん、婚活イベントの

事前打ち合わせでは参加者の立場になって意見を出したり、イベント当日は裏

方に回り、参加者同士が会話できるようアドバイスをしたりすることを心がけ

ているようです。 

 また、松田さんは障がい者スポーツボランティアとしてもフロアホッケーや

スペシャルオリンピックス等に積極的に関わっています。励まし、認めること

で子どもが成長する姿に喜びを感じると言います。相手のことを思いやり、手

助けしようとする姿勢は婚活ボランティアにも通じるところがあるようです。

今後も機会があればボランティアスタッフを続けていきたいと語る松田さん、

「参加者としても・・・」とはにかんだ笑顔がさわやかでした。 
                           （子ども家庭支援課 023-627-1153） 

シリーズ ～むらやまの若人（わこうど）たち～Vol.57 

人の喜ぶ顔が見たくて･･･ 

 「てっぽう町青空市場」は、村山地域の農林水産業者

（会員３０名）が、地産地消の推進・地域農業の活性

化、新規就農者の育成等を支援することを目的に、村山

総合支庁正面東側駐車場にて開催している朝市です。 

 平成１３年から活動を始め、今年で１８年目になりま

す。旬の野菜や果物、花のほか、手づくりの総菜、パン

など、おいしい山形の産品を多数販売しています。 

 ５月６日のオープンセールは、晴天の下、たいへんな

賑わいでした。「てっぽう町青空市場」は５月～１２月

の第１、第３日曜日（８月は１１日も）、午前８時～９

時に開催します。楽しいイベントが盛りだくさん。ぜひ

お越しください。（事務局：農業技術普及課023-621-8293）  
  大盛況のオープンセール 

パン

花ｎ 

野菜

（生活衛生課 023-627-1187,1254） 
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 さくらんぼの季節到来！ 

6月23日(土)、24日(日)の両日、第７回
「日本一さくらんぼ祭り」が山形市の文
翔館と七日町大通りの歩行者天国を会場
に開催されます。ぜひご来場いただき, 
村山の初夏をご堪能ください。 

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 

■発行元■ 

  村山総合支庁総務企画部 

  総務課企画調整担当 

  Tel. 023-621-8104 

  Fax.023-624-3056 

 
 
★村山総合支庁が行う事業や施策、制度について、職員が直接皆さんの集会などに伺って説明します。 

 ☆講座の内容は？…暮らしや健康、自然環境、地域産業及び県の制度など4分野48の講座を用意しています。 

           （☞既定の講座以外にも、できる限り地域の皆さんの希望に応じた内容で実施します。） 

 ☆対象は？…村山地域で開催される各種団体・グループ等の集会で概ね10名以上が参加するもの。 

 ☆費用は？…職員派遣費用は不要ですが、有料の会場や材料等を使用する場合は、申込者の負担となります。 

 ☆申込・問合せ先は？…総務課企画調整担当 ☎023-621-8104 又は 直接担当する課へ 

 ●ホームページ（講座メニュー表と申込書）はこちら 

     http://www.pref.yamagata.jp/regional/murayama_bo/news/news/7301001murayamasupport.html 

  

    
  薬物の乱用は精神に影響を与え、一時的に幸福な気分や

爽快感を得られても身体や心をむしばみ、使った本人のみ

ならず家族や周りの友人も不幸にします。 

 特に若い世代に、薬物乱用の危険性や違法性を認識して

もらうことを目的として、駅を利用する学生等を対象とし

た薬物乱用防止「ダメ。ゼッタイ。」駅前街頭キャンペ ー

ンを実施します。 
 
・日 時：６月２７日(水) 

     午前７時３０分～ 

・場 所：山 形 駅 

（保健企画課医薬事室  023-627-1248）) 

薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」！ 

職員出前講座「村山地域サポート講座」のお知らせ 

男女共同参画週間のお知らせ 

夏の省エネ県民運動 

 6 月 23 日 か ら 29 日
は、「男 女 共 同 参 画 週
間」です。 
 キャッチフレーズは
「男で〇、女で〇、共同
作業で◎。」です。 
 男 性 と 女 性 が、職 場
で、学校で、地域で、家
庭で、それぞれの個性と
能力を発揮できる「男女
共同参画社会」を実現す
るために、この期間に私
たちのまわりの男女の
パートナーシップについ
て考えてみましょう。 

        （子ども家庭支援課 023-627-1152） 

  平成28年度の展示の様子 

  
 村山地域にお住いの方を対象に「動物愛護教室」を３

回開催します。当教室では、生き物の命の大切さやペット

の正しい飼い方・ルールなどについて学びます。 

（８月２日は夏休み期間中なので、小・中学生の親子での 

 参加大歓迎！） 

・日時：８月   2日(木) 午後2時～午後３時 

                  8月28日(火)       同 上 

    9月10日(月)    同 上 

・場所：山形動物愛護センター 

    （天童市石鳥居1-3-21） 

・募集期間：6月1日～開催日の前日  

・定員：各15名程度（申込み多数の場合 

    は先着順とさせていただきます） 

・連絡先：生活衛生課   乳肉衛生管理担当 

                  （023-627-1187） 

親子で動物愛護について学んでみませんか？ 

地球温暖化防止に向け、無理のない範

囲で省エネの取組みをお願いします。

運動期間中は、次のような企画があり

ます。県のＨＰに詳しく掲載していま

す。是非ご応募ください。 

ホームページ URL ： http://www.pref.yamagata.jp/kurashi/

kankyo/ondanka/8050015syouene_summer.html 

●省エネ川柳/ポスターコンテスト 省エ

ネ・節電にまつわる標語、川柳、ポスターを

募集します。 

●家庭のアクション 家庭での節電の取組み

を報告すると、抽選で景品が当たります。 

 ２０３０年度に温室効果ガスの排出量を２０１３年度

比で２６％削減するため、日本が世界に誇る省エネ・低

炭 素 型 の 製 品 を 購 入 す る な ど「賢 い 選 択（COOL 

CHOICE）」を行いましょう。 

          （環境課 023-621-8425）  


