最上峡の紅葉は
11 月下旬頃まで

9 月 28 日(金)～30 日(日)に、最上広域交流センター“ゆめりあ”にて、
県産花きのＰＲと生産技術向上を目的に、県内最大の花の祭典「やまがた
フラワーフェスティバル 2018」が開催されました。
品評会では、
県内各地から出品された 273 点の花の中から 35 点が入賞し、
最優秀賞の農林水産大臣賞には、安彦力氏（鮭川村）のりんどう（レッド
ワンセト）が選ばれました。
29～30 日には、ワークショップや花美術家の日向雄一郎
氏と小説家の今村翔吾氏による講演会、県内 4 地域の代表
バトラーによる「花いけバトル」などが開催され、多くの
方に御来場いただき、花の魅力についてお伝えすることが
できました。

農業振興課 29-1315

10 月 27 日（月）新庄市民文化会館において、御来賓、関係者約 600 名の
参加を得て標記大会を開催しました。
敬愛大学経済学部教授の根本敏則氏による基調講演「重要物流道路による
物流生産性革命」では、物流の労働生産性を向上させるためには、重要物流
道路など大型トラックの利活用を促進する施策が重要であること、また、自
動車・消費財などのサプライチェーンは広域化・グローバル化しておりその
輸送需要にこたえる道路網が必要などの提言をいただきました。
根本氏

横井氏

さらに、栄運輸㈱運行管理者の阿部ユリ氏、㈲舟形マッシュルーム代表
取締役の長澤光芳氏、最上峡芭蕉ライン観光㈱船頭の横井ゆき氏から、高
規格道路の必要性や早期整備を期待する思いを発表していただきました。
その後、広域交流・連携に不可欠な高規格道路網の早期整備を強く要
望する大会決議を満場一致で採択しました。

建設総務課 29-1391

10 月 1 日（月）
、2 日（火）
、林業の成長産業化に向けた取組みを実践するモデル地域（全国 28 地区）に本県で
唯一指定を受けた「最上・金山林業成長産業化地域」の事業の一環として、人材育成を目指した研修会及び講演会
が金山町農村環境改善センターと新庄市内のホテルで開催されました。
【1 日目】高性能林業機械の維持管理費の縮減につながるメンテナンス研修会が開催されま
した。近年、最上管内では高性能林業機械の導入が進んでおり、始業開始前点検の手法な
ど、参加者はメモを取りながら熱心に受講していました。
【2 日目】東京大学名誉教授の酒井秀夫氏をお招きし、
「バリューチェーン化が創造する成
長産業化」と題した講演会が開催されました。講演では、木材の生産、運搬、流通に関し
てそれぞれコスト管理が重要で、利益を森林所有者に還元するためには、それらを総合的
にコーディネートする人材育成が不可欠と話されました。

森林整備課 29-1349
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フル規格新幹線の整備について地域住民の方々に理解を深めていただくた
め、フル規格新幹線の実現に向けた地域ミーティングを、10 月 12 日（金）に
新庄市内で開催しました。
当日は、新庄青年会議所会員を中心に一般住民の方々や県・市町村の職員な
ど約 40 人が参加し、フル規格新幹線の整備促進に向けた山形県の取組みや、北
陸新幹線の開業効果等の説明を聞いたあと、
「フル規格新幹線ができたら新庄・
最上地域にはどんな効果があるか」、
「フル規格新幹線整備に向けて自分たちに
何ができるか」について話し合いました。
参加者からは、フル規格新幹線の効果として「外国人の訪問客が増える」
、「東北の他の地域や日本海沿岸の地
域との交流が盛んになる」
、
「出張先での滞在時間が増える」といった意見が、また、自分たちにできることとし
て、
「今日聞いたことを家族に話す」
、
「メディアを使って誘致活動を紹介する」
、
「沿線市町村と連携して活動する」
といった意見が上がりました。

連携支援室 29-1236

「新庄まつりプロジェクト会議」は、最上地域観光協議会において、新庄まつりによる賑わいを最上地域全体
に波及させることを目的に、ユネスコ登録を機に昨年度から開催しているものです。
今年度第2回となる会議が、去る10月10日（水）、新庄市の雪の里
情報館で開催され、市町村や温泉組合など管内の観光関係者が集まり、
今年度の取組みの総括と、次年度に向けた方向性の検討を行いました。
3日間で49万人の観光客が訪れたまつり期間中における旅館等の入込
状況をはじめ、協議会として実施した美食広場の開催や山車制作体験
ツアーの実施などの取組みについて報告した後、それぞれの立場から
活発な意見交換を行いました。会議では、来年度も引き続き、県内外
へのＰＲを強めるとともに、管内への宿泊誘導やまつりの新たな魅力
づくりに継続して取り組むことを確認しました。
来年も新庄・最上地域が一丸となって新庄まつりを盛り上げていきましょう!!

観光振興室 29-1311

10 月 20 日（土）
、新庄徳洲会病院の御協力をいただき、最上管内の高校生を対象とした「医療現場見学会」を
開催しました。7 月にも開催した事業で、今回は 11 名の高校生に参加いただき、病院内（各病棟、透析室、外来、
救急外来、リハビリテーション室など）の見学を行いました。
また、見学後は看護師の指導のもと、医療器具・機器を用いた実技体験を実施したり、看護師と理学療法士か
ら具体的な仕事内容や進路のことなどを教えてもらう懇談を行ったりしました。
当見学会は来年度も開催予定（開催日未定）です。医療の仕事に興味のある生徒さんはぜひ御参加ください。

保健企画課 29-1256
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11 月 12 日（月）～12 月 9 日（日）
晩秋に旬を迎える最上伝承野菜（
‘最上かぶ’や‘甚五右ヱ門芋’など）を使っ
た期間限定の料理の提供や加工品等の販売を行う「最上伝承野菜フェア」を開催し
ます。参加店舗は、管内の飲食店、旅館、産直施設等 23 店舗と天童市内の飲食店
１店舗の合計 24 店舗です。
期間中、異なる 2 つの店舗でスタンプを集めて応募すると、豪華景品が当たるス
タンプラリーも行います。なお、11 月 1 日（木）～11 月 30 日（金）の期間は、最
上伝承野菜を使用したメニューを提供している、ホテル JAL シティ仙台『日本料理
和旬楽』でもスタンプを押印します。
参加店舗や提供料理などの詳細は、パンフレットの他、ホームページ、フェイス
ブックでご覧いただけます。この機会に、是非、最上伝承野菜をご賞味下さい。
農業振興課 29-1316

8 月の豪雨で不通となっていた陸羽西線の古口-清川間が、10 月 8 日(月)
に運転が再開され、地元の皆さんとともに運転再開をお祝いしました。
さらに、毎週末に仙台から新庄までを走る「リゾートみのり」が 10 周年
を迎えましたが、現在開催中の新潟県・庄内エリアプレＤＣキャンペーン
に合わせ、
「リゾートみのり」が 10 月 13 日(土)、14 日(日)に陸羽東西線
を貫いて、初めて仙台-酒田間で運行されました。13 日(土)には、リゾー
トみのりが酒田に向けて走行し、車内では、最上川舟下りの船頭さんが乗
車し、最上川舟唄の披露や沿線のガイドを行いました。
14 日(日)には、新庄駅から最上ボランティ
アガイド協議会の皆さんが、最上町ゆかりの
義経・弁慶・芭蕉・曽良に扮して乗車し、観
光ＰＲを実施しました。
陸羽東線、陸羽西線の車窓からの紅葉は今が
本番です。ぜひ一度ご体感ください！

観光振興室 29-1312

10 月 13 日（土）に新庄市体育館で、最上地域みんなで子育て応援団事業「～H30 みんないっしょ～ 親子でス
ポーツ!!」を開催しました。参加した子ども達と保護者約 60 名は、親子体操で体を温めた後に、遊びながら楽し
く体を動かせる軽スポーツを 5 種類体験し、最後に親子ヨガで心と体をリフレッシュしました。参加者からは、
「大人も子どもも夢中になり楽しかった」という声がたくさんありました。体を動かす楽しさを体験しながら、
親子が交流し、心も体もリフレッシュできる時間となりました。

カードをめくるゲーム

ふれあいながらの親子ヨガ

子ども家庭支援課 29-1245

親子体操「楽しく U.S.A～♪」
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最上地域の『やまがた森林ノミクス』の展示
最上地域の森林・林業・木材産業等のあらましと、
「林工連携」により開発した木製品を展示します。

産地研究室参観デーを開催
◆日時 11 月 3 日（土・祝日）10 時～13 時
「農大祭」と同時開催
◆場所 農林大学校 2 階第 1 教室

来庁の際はぜひご覧ください。
◆日時 10 月 24 日(水)

試験研究の最新の成果や現在取り組んでいる内容を広

～11 月 2 日（金）
◆会場 最上総合支庁

く紹介する「参観デー」が開催されます。研究成果の

１階ロビー

紹介の他、ラズベリージャムやイチゴの試食もありま

森林整備課 29-1347

第 41 回手づくりの味交換会の開催

す。ぜひおいでください。

産地研究室 22-2201

最上の地域医療を考える住民のつどい
【日時】平成 30 年 11 月 12 日（月）13:30～15:20

農村生活研究グループが手づくり
の味を紹介するイベントを開催しま

【場所】新庄市民プラザ 大ホール

す。今回は農林大学校学生も参加し

【講演】ピロリ菌除菌を中心とする胃がん予防と

て体験・試食などにより最上のお米をＰＲします。
◆日時 11 月 7 日（水）10 時 30 分～14 時
◆場所 ゆめりあ 花と緑の交流広場
農業技術普及課 29-1331

最上地域議員協議会の開催
最上地域の課題や施策展開等について、地域選出
の県議会議員 4 名が審議を行います。
傍聴を希望される場合は、
当日会場でお申し込み下さい。
◆日時 11 月 16 日(金)15 時
◆会場 最上総合支庁講堂」
総務課 29-1211

一歩２フェスタ 2018
～どきどきの一歩！わくわくの一歩！未来に向かって一歩一歩！！～

今年も障がいを持つ方と地域の方との交流の輪を
広げるイベント「一歩２フェスタ」が開催されます。
実行委員一同、ご来場をお待ちしております。
◆日時 12 月 1 日(土)10 時

早期胃がんに対する内視鏡治療について
【講師】県立新庄病院 消化器病専門医

堀内英和先生

参加 【お申込み】新庄市健康課（0233-22-2111）
無料

保健企画課 29-1256

むし歯サミット in 新庄 2018 の開催のお知らせ
◆日時 平成 30 年 11 月 17 日（土）13:10～15:15
◆場所 新庄市民プラザ 大ホール
◆内容 (第 1 部)80 歳で歯を 20 本
有している方の歯の長寿者表彰
(第 2 部)講演会「お口の中にもがんができる？口
腔がんにならないための 10 条」
し げお
山形大学医学部 助教 石川恵生氏
◆参加は無料です。ぜひおこしください。
地域保健福祉課 29-1267
≪最上管内献血・骨髄バンク登録会日程≫１１月
11 月 6 日(火)真室川駅
11 月 13 日(火)もがみ中央農業協同組合大蔵支店
㈱ヤマトテック
11 月 22 日(木)ゆめりあ

◆会場 ゆめりあ「花と緑の交流広場」

11 月 22 日は骨髄バンクドナー登録会も同時開催し

◆内容 ステージ発表、作品展示、製品販売 ほか

ます。皆様のご協力をお願いします。

地域保健福祉課 29-1277

保健企画課 29-1258
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