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「 人と人との力  地域の力  東北の未来に 」 

５月２５日（水）に村山総合支庁北村山地域振興局において、西村山・北村山地域議員協議会を開催し、５

月２６日（木）には村山総合支庁本庁舎において、東南村山地域議員協議会を開催しました。 

 本協議会は、村山地域の行政課題や施策展開等について、管内選出県議会議員から御意見を伺い、村山総合

支庁における施策や事業への反映を図るために開催しています。 

東南村山地域議員協議会には１１委員が、西村山・北村山地域議員協議会には６委員が出席し、村山総合支

庁からは総合支庁長、地域振興局長、各部長、医療監、農林技監、次長、関係課長等が出席して、活発な質疑

応答が行われました。 

 
 

村山地域の農業者が新鮮な農産物や加工品を販売する「てっぽう町青

空市場」が5月1日（日）にオープンしました。この朝市は、行政と農業

者が協力し消費者に農業への理解を深めてもらおうと、村山総合支庁の

駐車場を会場に開かれている朝市で、今年で２２年目を迎えました。こ

の日は１６店舗が参加し、訪れた方は目当ての品物を購入しながら、生

産者との対話を楽しんでおられました。  

昨年と一昨年は新型ウイルス拡大防止のため開催期間を短縮しました

が、今年は５月～１２月の毎月第１・第３日曜日、朝８時～９時（１２

月は１０時～１１時）の計１７回の開催を予定しています。 

 きゅうりやトマトなどの新鮮な野菜、くだもの各種、

山菜、切花、鉢花、草もち、シフォンケーキなどが販売

されますので、皆さまのお越しをお待ちしています。 

      

・開催日はこちらから⇒ 

【HP村山旬の市】 

 

・会員募集中！左記にお気軽に     

 お問合せください。 

・マイバックをご持参ください。 

〇東南村山地域議員協議会 

 ・「山の日」全国大会のＰＲ等について 

 ・事業復活支援金の申請サポート等について 

 ・東北中央自動車道の整備効果を活かす取組について 

〇西村山・北村山地域議員協議会 

 ・新型コロナウイルス感染症の無料検査実施場所の拡充に

ついて 

 ・ゴールデンウィーク中の観光入込客数の状況とその後   

  の観光需要喚起について 

 ・令和２年７月豪雨災害に係る河川改修事業の 

  進捗状況について    

主な審議内容は次のとおりです。 

（総務課 TEL：023-621-8107） 

（農業技術普及課 TEL: 023-621-8294） 

TEL:023-621-8294
TEL:023-621-8294


西川町志津にある「弓張平公園」が６月１日から開

園しました。 

運動不足やストレス解消に、ご家族やご友人と一緒

に公園の散策やキャンプなどはいかがですか。 

      

 夏祭り、秋祭りなどのイベントも予定しています。

ぜひお越しください。 

  

 山形の初夏の味覚と言えば、“さくらんぼ”です。温室ハウス栽

培の「早摘みさくらんぼ」から始まり、その後は露地栽培の観光果

樹園で７月下旬頃までさくらんぼ狩りが楽しめます。結実１００年

を迎える「佐藤錦」や遅い時期まで楽しめる「紅秀峰」等、品種に

よって味も様々です。昨年は霜の被害がありましたが、今年は今の

ところ大きな被害の報告はないとのことですので、安心してさくら

んぼ狩りが楽しめそうです。さらに“さくらんぼ”を堪能したい方

には、夜間に糖分を蓄え一日のうち最も甘いさくらんぼを味わえる

「朝摘みさくらんぼ」や、さくらんぼをはじめとした県産フルーツ

をたっぷり使った「朝パフェやまがた」キャンペーンなどがおすす

めです。 

 
 さくらんぼの本格的なシーズンの到来で、温室

の観光果樹園に代わり露地栽培の観光果樹園が各

地でオープンしています。もぎたての山形の初夏

の味覚を果樹園でお楽しみください。 

 寒河江市にある、国指定

史跡「慈恩寺旧境内」の

魅力をわかりやすく紹介

する総合案内施設『慈恩

寺テラス』では、オープ

ン１周年を迎え、大型ラ

ウンドシアターの新映像

（伝統と四季の叙景詩）の公開や、慈恩寺のことを楽

しく学べるクイズラリーなど、大人から子どもまで楽

しむことができます。この

ほか「寺そば・寺カフェ」

では、朝パフェなどのお

しゃれなメニューや、こだ

わりのそばなどが堪能でき

ます。ぜひ皆さん、足を運

んでみてはいかがでしょう

か。 

＊詳しい情報は、 

 QRコードからご覧ください 

 

   

オートキャンプ場 

 

   

 

 

 

 

問い合わせ先 

 山形市 6月15日頃～ 山形市観光協会 

 寒河江市 6月2日頃～ さくらんぼ会館 

 上山市 6月10日頃～ 上山市観光協会 

 村山市 6月1８日頃～ 村山市観光協会 

 天童市 6月10日頃～ 天童市商工観光課 

 東根市 6月1４日頃～ 東根市観光協会 

 河北町 6月1５日頃～ 河北町商工観光課 

                      

慈恩寺テラス 

大型ラウンドシアター 

「やまがたへの旅」 

 ←さくらんぼ情報 

「やまがたへの旅」 

 朝パフェやまがた→ 

詳しくは http://yumiharidaira.net/ をご覧ください。 

（西村山道路計画課  TEL: 0237-86-8398） 

●主な施設           

・オートキャンプ場   

・テニスコート     

・陸上競技場      

・野球場        

・パターゴルフ場    

・子供広場（遊具） 

（観光振興室：TEL: 023-621-8446） 

（観光振興室  TEL: 023-621-8446) 

さくらんぼパフェ 

http://yumiharidaira.net/


今回は、山形市飯田のフリースクール「あにまる」を訪

問しました。「あにまる」では、興味のあること・やって

みたいことにチャレンジする活動を通して、子どもたちの

健全な成長を促すことを目的にしています。「長いスパン

で社会的な自立を促すことが目標です。」と、事務局長の

荒木秀和さん（元警察官）は話します。 

今から１１年前、米沢市において、地域の子どもたちと

一緒にフットサルを楽しもうと呼びかけたのが活動の始ま

りです。子どもたちは笑顔で活動しながらも、反面、「学

校に行きたくない」「家に帰りたくない」など多くの悩み

を抱えていたため、妻ののぞみさん（現理事長）が親身になって相談にのり、時には食事を提供する

などしながら面倒をみてきたそうです。「子どもたちと時間を共有しているうちに、いつしか「明日

は学校に行ってみようかな…」と心の変化がみられたときは、涙が出るほどうれしく感動したことを

思い出します。」とのぞみさん。同時に、大人になるために自立を促せる居場所をさらに広げたい！

と決心し、子どもの居場所としての「子ども食堂 ほのボーノちるどれん」を立ち上げました。 

 そして、６年前に荒木ご夫妻の出身地である山形市に拠点

を移し活動を始めました。 

 現在は、通所の児童・生徒を合わせると約６０名が登録

し、仲間とともにフットサルやトレーニングを楽しみ、季節

ごとの課外活動・農業体験等で汗を流しています。また、一

人で食事をすることが多い子どもたちへの食事のサポート等

も行っています。コロナ禍で人数制限はありますが、「年

齢・性別の違う人と共にスポーツや体験活動、食事を通して

他者と関わる術を自然に学んでいるようです。ここは、そん

な当たり前のことを学べる場所でありたいと思っています。

一緒に悩みを解決しましょう。」と秀和さんが笑顔で話して

くれました。また、「地域の方に参加していただく餅つき大会や芋煮会などの行事を実施しているの

で、皆さんにもぜひ足を運んでいただき交流を深めたい、と地域にも広く目を向けています。」と語

るご夫婦の姿には力強さと頼もしさが感じられました。 

 村山総合支庁は、これからも子どもたちの

笑顔のために活動する皆さんを応援していき

ます。 

                        

 
 

                      

山形県子どもの居場所づくりサポートセンター 

（山形県社会福祉協議会内） ホームページＱＲコード 

村山地域の子どもの居場所一覧はこちらから! 

渡部施設長さん 

スタッフのアイねえさん ヤスにいさん 

詳しい活動内容はこちら！ 

☆ 子ども食堂 ほのボーノちるどれん ☆ 

● 開 催 情 報   開 催 日 ： 毎 日 開 催     

● 場  所   山 形 市 飯 田 ３ － ２ － １ ２  

「フリースクールあにまる」内       

● 問合せ先   電話：023-600-2600  

   E-mail：animal_school2011@yahoo.co.jp  

 検  索：「フリースクールあにまる」  

● 利用料金    要問合せ  

（子ども家庭支援課  

        TEL:023-621-8178） 

mailto:animal_school2011@yahoo.co.jp


 ４月２４日（日）、「蔵王み

はらしの丘ミュージアムパー

ク」内の『うまのすけcafé』

でグランドオープンイベン

トが行われました。うまの

すけcafeでは、カレーやフ

ルーツソフトなどの食事を

提供するほか、ポニーのロ

イちゃんへ餌やり体験がで

きます。うまのすけcafe

は、月曜日を除く午前10時から午後５時まで営業

し、毎月最終日曜日は乗馬体験を行うことができま

す。馬にふれあい、蔵王みはらしの丘の自然と景観

を楽しみましょう！ 

（都市計画課 TEL: 023-621-8195） 

 ５月２１日（土）に、都市公

園「悠創の丘」において、幼児

と小学生を対象とした『たけの

子掘り体験』が開催されまし

た。NPO法人グリーンセンター

の職員によ

る指導のも

と、参加した子どもたちは満面の

笑みを浮かべながら、背たけほど

に成長した「たけの子」の収穫作

業を行いました。 子どもたちに

とって、普段の生活では味わえな

い貴重な体験になりました。  

 

      
（都市計画課 TEL: 023-621-8195）  

「県民の森」は、４月２９日（昭和の日）に今年のシーズンが始まりました。四季折々の沢山の企画を用意

して、皆様のお越しをお待ちしております。 
年間プログラム（抜粋） 

・6月25日（土）、10月１日（土） 

  大人の遠足（湖沼自然観察会） 

・6月26日（日）、7月24日（日）、9月19日（月） 

 クラフト教室 

（カスタネット、モビールつくり、万華鏡つくり） 

・８月７日（日） 

  森と緑の夏まつり  

・10月９日（日） 

  来場者600万人達成記念秋まつり 
  オープニングイベント（木育ひろば） 

（問合せ先：県民の森学習展示館023-666-2116） 

（URL:https://www.ymidori.or.jp/kenmori）  

                      

 

  

 山形ワインバルは、かみのやま産ブドウを使用

したワインや、山形県内外の個性豊かなワインが

楽しめる東北最大級のワインイベントです。 

 ２年間開催されていませんでしたが、今年度は

感染防止対策を実施しながら7月2日（土）に開

催されることになりました。現在、前売券を発売

中で、待ちわびた県内外のファンからの問い合わ

せも多数寄せられているそうです。 

詳細は「山形ワインバル」 

 公式ホームページから御確認ください。 

（観光振興室 TEL: 023-621-8446） 



 山形県では、不法投棄の啓発及び関係機関と連携した合同パ

トロールを実施しています。 

 不法投棄を見かけたら、最寄りの警察署・市町・村山総合支

庁環境課にお知らせください。 

 また、海岸漂着ごみは、内陸部のポイ捨てや屋外で放置され

たプラスチックごみが川へ流れ、海にたどり着いたものがおよ

そ７割です。村山地区も無関係ではありません。 

 ごみのない美しい山形を実現するために、県民一丸となって

取り組んでいきましょう！       
     （環境課 TEL：023-621-8422）  

 県では、地域の人々に育まれてきた優れた湧水を「里の名

水・やまがた百選」として選定し、情報発信しています。村山

管内では、風間御不動様の清水（山形市）など2４か所が選定

されています。 

 御利益が期待できる名水やウォーキングコースの途中にある

名水など、水質の特徴だけでなく、様々な名水めぐりができま

すので、自然の中で、密にならずにお楽しみください。 

 今年度の募集が始まりました。ぜひ、地域の宝の湧水を教え

てください。詳しくは、県庁ホームページをご覧ください。 

   

   

 総合支庁では、毎年、春先の山火事多発時期に合わ

せて山火事防止啓発活動に取り組んでいます。 

 今年は、「村山地域山火事防止啓発ウィーク」を４

月14日（木）から４月20（水）までとし、市町、森

林組合、消防本部など29団体が、山火事防止の巡回活

動を行いました。 

 山火事の多発する時期は過ぎていますが、たき火等

の火の取り扱いには十分ご注意ください。 

 
（森林整備課 TEL：023－621－8152）  

 

                      

黒伏観音水（東根市） 

 

里の名水・やまがた百選 

巡回車出発 

（環境課 TEL：023-621-8419） 

海岸漂着ごみ（鶴岡市） 

検索 



 

生肉には多くの細菌が付着しており、鶏肉のレバーやささみなどの刺身やたたきなどの半生又は

加熱不足によるカンピロバクター食中毒が多く発生しています。 

他にもバーベキューや焼肉の加熱不足も原因となっていることがあ

ります。調理を行う際はしっかり中心部まで加熱しましょう。 

生肉に触れた調理器具には、カンピロバクターが付着していること

があるので、調理器具は熱湯や漂白剤で十分に洗浄消毒し、手は消毒

せっけんでしっかり洗いましょう。 
                               （生活衛生課 TEL：023-627-1187） 

  

 今年の禁煙週間のテーマは「たばこの健康影響を知ろう！～若者へ

の健康影響について～」です。４月１日から成年年齢が18歳に引き下

げられましたが、喫煙に関する年齢制限は２０歳以上のままで、喫煙

開始年齢の早さと全死因死亡に十分な因果関係が報告されています。    

 また、今年の歯と口の健康週間のテーマは「いただきます 人生100

年 歯と共に」です。口腔機能の維持は介護予防につながります。喫煙

は歯周病や口腔がんとも関係があります。この機会に、禁煙と歯と口

の健康について考えてみませんか。  

  

                         （地域健康福祉課 TEL：023-627-1357 ） 

                      

 

☆村山総合支庁ニュースは、山形県のＨ

Ｐからもご覧いただけます。最新号だけ

でなく、過去の記事も掲載しております

のでぜひご覧ください。 

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

murayama/301001/murayamanews.html 

 薬物乱用とは、ルールや法律から外れた目的や方法で薬物を使

用することをいいます。 

 近年、「大麻は害がない」などの誤った情報が広まっています

が、記憶や学習能力が低下し、知覚を変化させるなど、様々な不

具合を引き起こします。 

 絶対に手を出さないようにしましょう。 

 （保健企画課医薬事室 TEL：023-627-1248）                

カンピロバクターの電子顕微鏡写真 

（提供：国立医薬品食品衛生研究所） 


