あじさいは６月
下旬～７月中旬
が見ごろです！

5 月 16 日（水）
、
「知事と若者の地域創生ミーティング」を真室
川町中央公民館で開催しました。昨年度から開催しているこの事
業は、今年度は真室川町からのスタートとなりました。若者の意
見を県政に反映することや、若者が地域づくりを考えるきっかけ
にすることなどを目的としています。
ミーティングには、高校生を含め、様々な職種の 10～40 歳代の男女 8 人が
参加しました。
参加者からは、
「地元産の飼料を使い、真室川町産の肥育牛を繁殖から一貫
で生産できるようにしたい」
「人口が減少している中で、観光を推進し人が集
まる地域にするなどの対策が必要」など、地域創生に向けた意見を出し合い
ました。また、
「不妊治療制度の拡充」
、
「老若男女が集える図書館の整備」など、地域に住む方々が日頃感じている
ことなどの意見もありました。吉村知事は、一人ひとりの意見に対しアドバイスしながら、
「様々な分野で活躍する
皆さんが協力していけば、地域はもっとよくなっていく。よりよい地域づくりに向け、これからもがんばってほしい」
と話しました。

また、ミーティングに先立ち「いきいき企業訪問」と、
「知事のほのぼ
の訪問」も行われました。いきいき企業訪問では、アイ・エム・マムロ株
式会社を訪問しました。アイ・エム・マムロ株式会社は、腕時計など、精
密機械の部品の製造、組み立て、設計、加工などを行って
いる企業です。
吉村知事は、会社の事業内容等の説明を受けた後、工場
を見学し、機械を製造している現場を視察しました。視察
終了後、女性社員と交流を行い、知事は激励の言葉を述べ
られました。

知事のほのぼの訪問では、真室川町「ふるさと伝承館」で、
「真室川町婦人
連合会」の皆様と交流しました。会の皆様からは、普段の活動のお話を聞いた
後、真室川音頭を披露していただき
ました。また、地元で愛されている
郷土料理も紹介していただき、和や
かに歓談しました。
総務課 29-1360
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5 月 19 日（土）
、ＩＷＣ２０１８「ＳＡＫＥ部門」チャリティ試飲会が開催されま
した。
世界最大規模のワイン品評会であるＩＷＣの
「ＳＡＫＥ部門」が山形で開催されたことを記念
し、日本酒のチャリティ試飲会が新庄駅前ふれあ
い広場「アビエス」を会場に開催されました。
当日は小雨模様の生憎な天候となりましたが、
多くの方が来場され、IWC 出品酒のほか、地元大蔵
村の小屋酒造をはじめ、県内酒蔵から提供された貴重な日
本酒を味わう機会となりました。
また、管内市町村の地元特産品やつまみなどが販売され、
「酒処やまがた」の酒ともに、もがみの味覚を楽しんでい
ただきました。

地域産業経済課 29-1307

最上地域には、高い専門性や優れた技術で、日本はもちろん世界でトップシェアを誇り、
社会に大きく貢献している企業がたくさんあります。また、そこで働きながら、充実した暮
らしを送っている人たちがたくさんいます。
若者が地域で働くことや地域で暮らすことについてイメージが描けるよう、最上地域の企
業の経営者や若手社員にインタビューした冊子「もがみ仕事の魅力ガイド」を作成しました。
平成 27 年 3 月に 50 社を取り上げた「もがみ仕事の魅力ガイド」に引き続き、平成 30 年 3 月
には新たに 30 社を取り上げた「もがみ仕事の魅力ガイドⅡ」を発刊し、併せて 80 社を紹
介しております。学校の授業などでの活用事例を掲載した「活用集」も掲載しています。
ぜひご覧ください。
掲載 URL
http://www.pref.yamagata.jp/ou/sogoshicho/mogami/314041/mogami-communitybusiness.html
地域産業経済課 29-1309

山形県では 5 月 1 日から 6 月 5 日までを「不法投棄及び海岸漂着ごみ削減強化月間」として、不法投棄防止の
啓発活動や監視などを集中的に実施しています。
今年も 5 月 1 日に不法投棄パトロールの出発式を行い、パトカーを
先頭に隊列を組んで総合支庁前を行進しました。その後、管内市町村
ごとにパトロールを行い、新たな不法投棄場所を発見しました。新た
に見つかった場所では、引っ越しで発生したと見られるごみや、トタ
ン板などが不法に投棄されていました。今後、不法投棄を一掃して、
ぜひきれいで住みよい最上地域にしたいものです。
環境課 29-1287

（不法投棄の状況）
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5 月 24 日（木）
、新庄市民プラザにおいて、オールもがみ若者定着・人材確保推進会
議の設立・キックオフイベントが開催されました。
最上地域は、少子高齢化や若者の地域外への転出などによる人口減少が大きな課題に
なっており、若者の地元定着と回帰に向けて、経済界・教育・行政など様々な機関が一
丸となって取り組みを進めていく「始まりの日」となりました。
イベントでは、東北芸術工科大学の岡崎エミ准教授がオープニング講演を行い、また、
企業・教員・保護者・若者が、地元に対する熱い「想い」について意見発表を行いまし
た。引き続き、最上総合支庁長から、新庄商工会議所をはじめとする経済団体等に対し、
新規高校卒業者求人の早期
提出の要請を行いました。
最後に、関係機関がより一層緊密に連携して、人口減少
という時代の大きなうねりに立ち向かっていくことを宣
言し、決意を新たにしました。
地域産業経済課 29-1306

5 月 11 日（金）
、新庄市「わくわく新庄」において最上地域で活躍している地域おこし協力隊の方々と市町村担
当職員とともに交流者活動情報交換会を行いました。現在、最上地域では 20 名の地域おこし協力隊が活動してい
ます。情報交換会では日ごろ感じていても言えない悩みなどを共有し、共に活動しやすい環境など多くの意見が出
されました。隊員からは「先輩隊員もいないときは何から始めて良
いか悩む」
「移住者として地域へどのように入って行けばよいのか」
などの悩みがありました。一方で「住民の方が活動を理解してくれ
て応援してくれることがうれしい」「温かい支援で人に恵まれてい
る」などの意見もありました。最上管内市町村で地域おこし協力隊
の皆さんが主催するイベント等をお見かけしたら、応援よろしくお
願いします。

連携支援室 29-1238

5 月 23 日（水）
、最上総合支庁において、最上地域政策研究所第 4 期研究員へ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、副所長である高橋最上総合支庁総務企画部
長より辞令書が交付され、
「最上地域の宝は団結力。課題解決に向けて、協力して取り組んでいきましょう。」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 2 班に分かれ、それぞ
れ「高齢者支援対策」
、
「克雪対策」のテーマに沿って、月 2 回程度最上
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う予定としています。研究員のみ
なさん、よろしくお願いします。

連携支援室 29-1236

mogami ecopolis P.3

ゴールデンウィーク期間中、新庄・最上地域ではたくさんのイベントが開
催されました。新庄市ではカド焼きまつりが、真室川町では梅まつり観梅会
が行われ、それぞれの開会式に須藤支庁長が出席しました。
また、最上町に日帰り温泉「おくのほそ道赤倉ゆけむり館」がオープンし、赤倉
小学校の児童の合唱や町産木材で作られたハープの演奏などが行われるなか、記念
式典では若松副知事が祝辞を述べました。赤倉温泉を気軽に体験できる「ゆけむり
館」にぜひお越しください。
（営業時間 9:00～22:00、大人 450 円、中学生 200 円、
小学生 100 円、小学生未満無料、定休日：第 2・第 4 水曜日）

観光振興室 29-1312

このたび、
「山形日和。
」花回廊キャンペーンの一環として、最上川舟下りと連動した「幻想の森」へのツアー
バスが運行されることになりました。戸沢村の幻想の森は、樹齢千年を超えるといわれる土湯杉が群生する神秘
的な杉林で、女優吉永小百合さんがＪＲ東日本「大人の休日」のＣＭで出演した場所でも有名です。是非、この
機会に神秘の世界を体験してみませんか。
（１）運行日：6 月 2 日（土）から 7 月 1 日（日）までの毎週土・日
（２）日 程：13 時 川の駅・最上峡くさなぎ
幻想の森 自由散策（20～30 分）
14 時 川の駅・最上峡くさなぎ
（３）料 金：大人：1,000 円、小人：500 円※予約なしでＯＫ
（４）企画・実施：最上川交通株式会社 TEL0233－34－7051
観光振興室 29-1312

リゾート列車みのりと風っこ号（トロッコ列車）が連結した新緑庄内
号・最上号が、木々の緑がまぶしい最上川沿線を駆け抜けました。新緑
庄内号が酒田に向けて出発する際には、新庄市立明倫中学校の吹奏楽部
や新庄聖マルコ幼稚園の園児の皆さんが、盛大にお見送りをしました。
また、車内では最上峡芭蕉ライン観光の船頭さんが、最上川舟唄や真
室川音頭の歌の披露や沿線案内を舟下りさながらに行いました。
最上地域のパンフレットの配布や「戸沢
のぼたもち」のぼたもちを振舞い、新緑の最
上川とともにお楽しみいただきだきました。
観光振興室 29-1312
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最上地域の旬の山菜や農産物、農産加工品等の知名度向上と販路拡大を目的として、5 月 25 日(金)、26 日(土)
の 2 日間、山形市の大沼山形本店店頭にて「第 2 回最上地域フェア」を開催しました。
当日は、10 舗が出店し、旬の山菜類、アスパラガス、しいたけ、マッシュルーム等の農林産物、こだわりのお惣
菜や農産加工品（笹巻、大福、はちみつ等）を販売。
‘最上地域ならではの商品’も多数あり、多くのお客様で賑わ
いました。
お客様の中には、
「美味しかったから、今日もまた買いに来たよ」と 2 日間
続けて来ていただいた方もおり、最上地域の‘美味しいもの’をＰＲすること
ができました。

「出張！新庄・最上漫画ミュージアム」
と観光ＰＲも実施
こだわり加工品

農業振興課 29-1315

旬の山菜（みず）

5 月 17 日(木)・18 日(金)の 2 日間、AER（仙台駅前）を会場に、最上地域の山菜・加工品などを販売する「おい
しい山形もがみ地域特産品フェア～もがみの山菜旬まつり～」を開催しました。
17 日は 6 団体、18 日は 7 団体が出店し、わらび・青こごみ・シドケなどの最上の山採り山菜や、マッシュルー
ム、しいたけ、農産加工品など最上ならではの商品は、仙台のお客様から大変喜んでいただきました。
当日は、最上地域のゆるキャラじゃんけん大会や山菜料理・郷土料理のふるまい、ユネスコ無形文化遺産登録
新庄まつり等の観光 PR もあわせて実施しました。多くのお客様からで、「毎年楽しみに待っているよ」といった
うれしい声も聞かれ、仙台圏での最上地域の食材の認知度向上を実感できました。

農業振興課 29-1315

5 月 30 日（水）
、戸沢村において「モモカミ・ゴミバスターズ大作戦」が行われ
ました。これは最上川の豊かな景観保全のために、ボランティア有志で河川の清掃
活動を実施したものです。
当日は午前 10 時に戸沢村内の小中学生、管内企業、関係団体等総勢 200 名を
超える有志が集合し、小中学生の「ゴミ退治に行くぞー！」の掛け声で一斉に
清掃活動を開始しました。この日は、河川に漂着した多くのゴミを回収し、美
しい景観づくりに貢献しました。
建設総務課 29-1376
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新社会人のための MOGAMI ルーキーズカレッジ
新社会人を対象に、先輩社会人の話を聞いたり、将来
設計や地域に暮らす自分を考える研修を開催します。
【日時】6 月 13 日（水）13：30～19：30（懇親会含む）
【場所】新庄市民プラザ 小ホール
【対象】最上管内の新社会人（1～3 年目程度）
【参加費】1,000 円（懇親会費）

やまがた出会いサポートセンター
新庄市出張説明・登録・閲覧会の開催
◇開 催 日
◇開催場所
◇受付時間

6月23日（土）
新庄市民プラザ 第１研修室
出張説明会：10 時半～正午（予約不要）
登録・閲覧会：13 時～17 時（要予約）
登録・閲覧会の募集開始は 6 月半ば頃にセンターの HP
にてお知らせする予定です。詳しくは以下をご覧くださ
い。 http://ymsc-yamakon.net/

地域産業経済課 29-1309

時
所
容

7 月 6 日（金）10:30～15:00
ハローワーク新庄 4 階 会議室
セミナー（要申込）10:30～11:30
個別相談会（申込不要）13:00～15:00
◇対 象 就職を考えている子育て中の母親
◇問合せ マザーズジョブサポート庄内
TEL 0234-28-8061
FAX 0234-28-8071
※個別相談会が 6 月 21 日（木）にわらすこ広場でも、
開催されます。
（10:00～12:00）
子ども家庭支援課

医療・福祉系への進学を希望する高校生を対象に、
管内の医療従事者等を囲んだ座談会を開催します。
日

時：平成 30 年 7 月 9 日（月）16:30～18:00

場

所：県立新庄北高等学校

対象者：医療・福祉系を志望する管内の高校生
申込は各学校の進路指導担当の先生へお願いします。
保健企画課 29-1256

29-1245

～最上地域みんなで子育て応援団～

「第１回最上小国川鮎釣り甲子園大会」の開催
について

マルシェ
作って遊べる工作体験コーナーやぷちおはなし会な
ど、親子で楽しめる多彩なイベントを取り揃えました。
ぜひ、ご家族みなさんでご参加ください。
◇日 時 6 月 30 日（土）10:00～12:00
◇場 所 ゆめりあ 「花と緑の交流広場」
◇対 象 小学校 6 年生までのお子さんのいる世帯等
◇入場料 無料
子ども家庭支援課

29-1245

「高校生対象医療福祉座談会」を開催します！

マザーズおしごと相談会ｉｎ新庄
◇日
◇場
◇内

子ども家庭支援課

29-1245

≪平成３０年６月最上管内献血日程≫
6 月 2 日 (土) ㈱柿﨑工務所本社
6 月 10 日 (日) 真室川町防災センター・真室川町役場
6 月 24 日 (日) グリーンバレー神室・ヨークベニマル
新庄店・十二河原河川公園・ヨーク
ベニマル下田店・鮭川村役場
詳細な時間等は保健企画課へお問い合わせください。
保健企画課 29-1258

次代を担う高校生が鮎釣りを体験することで、地域
に愛着を持ってもらえるよう、「最上小国川鮎釣り甲
子園大会」を初めて開催いたします。
日時 平成 30 年 8 月 5 日（日）7 時 30 分～
場所 最上小国川 一の関大橋付近（舟形町）
対象 高校生 30 人程度

連携支援室 29-1240

県将棋選手権レディース大会で２連覇！
5 月 12 日に天童市で第 72 回県将棋選手権が開催さ
れ、レディース大会にお
いて最上総合支庁保健企
画課職員阿部美鈴さんが
昨年に引き続き優勝し、
2 連覇を達成しました。
今後の益々の活躍に期待
が高まります！
保健企画課 29-1257

発行日： 平成３０年６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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