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 ご結婚おめでとうございます！  
       ≪むらやま広域婚活事業実行委員会≫ 

 平 成 29 年 4 月 に 山 形 市 七 日 町 に 建 て ら れ た「N-GATE 

NANOKAMACHI街なかコミュニティ機能型交流拠点」の1階

にある「子育てランドあ～べ」を運営している「NPO法人やま

がた育児サークルランド」を訪ねました。 

 やまがた育児サークルランドは、子育て支援団体として平成

10年に活動を始め、平成14年から『子育てランドあ～べ』を運

営しています。子育てに関する様々な支援活動をしている中で、

平成23年の東日本大震災後には、避難者家族のための交流事業

「ままカフェサロン」を開設

し、現在も継続しています。 

 今回は、「ままカフェサロン」の参加者も交えてお話をお聞きしまし

た。始めに吉村知事から、やまがた育児サークルランドの子育て支援、

避難者支援などの取組みに対するお礼が述べられ、その後、参加者の皆

さんから山形での生活の状況や地域の方々との交流などについてお話を

お聞きしました。野口代表からは、「避難者の皆さんが今後どのような

選択をするにしても、いい方向に行けるように情報を収集して皆さんに

提供していきたい。気になることがあったらどんどん言ってほしい」と

のお話がありました。         （総務課 023-621-8355） 

 むらやま広域婚活事業実行委員会（事務局：子ども家庭支援課）主催の婚

活イベントでカップルになられた方から、ご結婚の報告をいただき、実行委

員会からお祝いの品を贈呈しました。ご結婚されたのは、平成29年度に開

催した婚活イベント「尾花沢で恋に出会う旅」に参加してくださったお二人

です。平成30年11月29日(木)に東根市さくらんぼタントクルセンターにお

いて、実行委員会からお祝いの品(山形の特産品のカタログギフト)を贈呈

し、澤善博会長からお祝いの言葉をお伝えしました。新居を構える東根市か

らも記念品と歓迎の言葉が贈られまし

た。さらに、「尾花沢で恋 に出会 う

旅」での座禅体験にご協力くださった

薬師寺様(尾花沢市)や、すいか狩りで

ご協力いただいたあべ農園様などか

ら、心のこもった温かいお祝いのメッ

セージが寄せられました。 

 お二人からは、出会いからご結婚さ 

れるまでのしあわせいっぱいのエピソードを聞かせていただき、和や

かな雰囲気に包まれました。 （子ども家庭支援課 023-627-1151） 

 ＝知事のほのぼの訪問＝ 

     to NPO法人やまがた育児サークルランド〈平成30年12月3日〉 
         ｂｙ 子育てランドあ～べ（山形市「N-GATE NANOKAMACHI」） 

実行委員会の澤会長からお祝い 

の品が贈呈されました 



 

 

が開催されました！  

 職場が楽しくなる！｢コミュニケーション力アップセミナー」開催 

 １月27日 (日 )、県が管理する「蔵王みはらしの丘

ミュージアムパーク」で、同パークを管理運営する企業

体でつくる県雪合戦連盟主催の「平成の雪合戦」が開催

されました。第11回目を迎えた今回は、県内外から２１

チームが参加し、約７００人の声援のもと、雪上で熱戦

が繰り広げられました。 

 スポーツとして行われる雪合戦は、1チーム7人編成の

2チーム対抗戦で、障害物に身を隠しながら雪球を投げ合

い、相手陣地内に立てられたフラッグを抜くか、雪球を

相手選手全員に当てた方のチームが勝ちとなります。 

 一般の部とジュニアの部が行われ、一般の部で優勝し

た鈴木工務店(寒河江市)は2月に北海道壮瞥町（そうべつ

ちょう）で開催される「第31回昭和新山国際雪合戦」の

山形県代表に推薦されました。 

 国際ルールを用いたスポーツ雪合戦は、子供だけでなく大人も楽しめる競技です。来年は皆さんもぜひ参

加してみてはいかがでしょうか。                                                     （都市計画課 023-621-8221） 

 若者の職場定着を図るため、入社１～5年目の若手社員を
対象としたセミナーを1月22日(火)にアンジェリーナ(天童
市)で開催し、村山管内の１２の企業・団体から、定員を上
回るフレッシュな若手社員32名の参加をいただきました。 
 セミナーでは、コーチング・メンタルヘルス研修Present 
Time代表の塩野貴美氏から、視点を変えて物事を考える
「リフレーミング」という手法を学び、参加者は互いに仕
事で悩んでいることを発
表し、それに対しリフ
レーミングを使って相手

の良いところを伝え合うグループワークを行いました。参加者からは
「悩みを抱えているのは自分だけではないことがわかり、気が楽になっ
た」との声がありました。 
 セミナーで学んだストレスへの対処法やコミュニケーション力向上の
ポイントを活かして、各職場で活き活きと元気にご活躍いただけること
を期待しております。      （地域産業経済課 023-621-8443） 
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 国道２８７号「杉山工区」一部供用開始 
 朝日町大字杉山地区で進めている一般国道287号の道路改築事業杉山工

区のうち、完成した区間約320ｍを部分供用しました。 

 この工区は、幅員が狭く線形が不良なことから、降雪期の大型車両のすれ

違いに支障があるほか、災害時に緊急輸送を円滑に行うための緊急輸送道路

に指定されながら、豪雨時の通行規制があるなどの課題がありました。 

 西村山道路計画課では、平成29年度から、車道を７ｍから9.5mへ拡幅

し、併せて2.5mの歩道を追加する工事に着手。事業区間1,720mのうち、

急峻な山坂と最上川の間を補強土壁という特殊工法を活用しながら拡幅する約

320mの工事が完成したことから、早期の安全性・利便性向上のため昨年12

月3日（月）に部分供用しました。 

 国道287号は、米沢・長井・寒河江・東根などの主要都市を繋ぐ主要幹線道

路であり、広域的な物流ネットワークや災害時の代替ネットワーク上の重要性

は高く、今後も着実に整備を進めてまいります。 
（西村山道路計画課 0237-86-8412） 

一部供用区間の完成状況  

補強土壁による拡幅工事状況  
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人とかかわる楽しさを生かして！ 
髙 橋
たか  はし

 陽 介
よう  すけ

 さん 

  

例年になく雪のない１２月下旬、「大石田にぎりばっと部」部長の髙橋陽介さん

を訪ねました。「にぎりばっと」とは、約６０年前までは大石田町の各家庭で食べ

られていましたが、食生活の変化により廃れていった、そば粉を練ったすいとんの

ような食べ物です。 

以前参加した山形県青年交流事業で、他地区の地域おこしの実践に刺激を受け、

２０１２年、そばを中心とした町おこしを目的に「大石田にぎりばっと部」を結成

しました。そばの作付から収穫、そば打ち、にぎりばっと作り、県内イベントでの

にぎりばっとの提供、にぎりばっと作りの講習会など活動は多岐にわたります。

様々な活動を通して、大石田のことを知ってほしい、交流人口を増やしたいという

思いが伝わってきます。  

そんな髙橋さんは保育士の資格を持ち、保育園に勤務した経験があります。芸工大の学生と一緒に、にぎ

りばっとの歴史や作り方を伝える紙芝居を作り、保育園で読み聞かせも行っています。 

   現在は、子育て支援センターでプレイリーダーとして

子どもの遊び場づくりのサポートをしており、親御さん

の相談にのったり、子どもたちとかかわったりしなが

ら、成長していく姿を見るのが楽しいと言います。また

「高校生の時、町の踊りの団体に所属して、人とかかわ

る楽しさを味わったという経験が、現在の仕事やにぎり

ばっと部の活動に生きているのかも・・・」とも。 

「大事にしていることは？」という質問に、「頭で考え

る前に、とりあえずやってみること。失敗も良い経験と

してとらえることで、次につながると思います。」と目

を輝かせて語られたことが印象的でした。今後の活躍が

楽しみです。       （子ども家庭支援課 023-627-1153） 

 このたび、村山総合支庁では、キユーピー株式会社と連

携し、野菜たっぷりのヘルシーメニュー「やまがた地鶏の

ベジコンボ」を、村山総合支庁本庁舎の食堂で提供しま

す。 

 “ベジコンボ”とは「ごはんなど、主食の全部または一

部を豆・雑穀や野菜に置き換え、メインやデリも一皿に盛

り合わせた“味のコンビネーション”を楽しむ新しい食ス

タイル」（キユーピー株式会社の資料から）のこと。 

 このたび提供する「やまがた地鶏のベジコンボ」では、

村山地域の農産物の中から、歯ごたえとコクがある「やま

がた地鶏（大江町

産）」、河 北 町 産

の「イ タ リ ア 野

菜」、寒河江市産の「秘伝豆」などを食材に使用しています。お召

し上がりの際は、キユーピー製のさまざまなドレッシングの中から

お好みのものを選んでいただくことが可能です。 

 メニューの提供期間は２月４日から８日まで。価格は税込み700

円でスープ付き、１日30食限定です。村山総合支庁本庁舎の食堂

（営業時間11:30～13:30）は、一般の方もご利用いただけますの

で、この機会にぜひ皆さまお試しください。 
（総務課 023-621-8107） 

「大石田にぎりばっと部」部長 
 クリエイトひがしね プレイリーダー 

やまがた地鶏 

ベジコンボ 
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         ～「婚活カフェ」に参加しませんか 
 ｢むらやま広域婚活事業実行委員会｣では、「婚活
カフェ～あなたのイチオシ連れてきて!～」と題し
た、男女の出会いのイベントを実施します。 

 通常の婚活イベント
のような一対一の出会
いの場が苦手な方でも
婚 活 に 取 り 組 め る よ
う、婚活する方の人柄
を知っている方が推薦
者 に な り、一 緒 に カ
フェに参加し、当日の
出会いをサポートする
イベントです。 
 推薦者は、友人、同
僚、家 族、仲 人 など、
どなたでもＯＫです。
申込期限は2／22(金)
です。 
 23～４５歳の独身男
女の皆様と推薦者の方
の参加をお待ちしてい
ます。 

★詳細は事務局（子ども家庭支援課 023-627-1151） 
 までお問い合わせください。 

≪自動車税の住所変更をお願いします≫ 
  
 自動車税の納税通知書は、毎年5月に原則とし

て4月1日現在の車検証の住所に送付しています。 

自動車（軽、二輪を除く）をお持ちの方で住所が

変わったときは、3月末までに運輸支局で車検証

の住所変更の手続きをお願いします。 

 なお、手続きが終わらない方は、3月末まで

に、村山総合支庁課税課に「自動車税住所変更届

出書」を提出してくだ

さい。届出書は「やま

がたe申請」（同名で

検索）で電子申請して

いただくか、当課また

は西・北村山地域振興

局の税務室に書面で提

出してください。 
  
  ☆車検証の住所変更に関するお問合せ先☆ 

        山形運輸支局 

        所在地 山形市大字漆山字行段１４２２－１ 

        電 話 ０５０-５５４０-２０１３ 

  ☆手続きが終わらない方のお問合せ先☆ 

      村山総合支庁課税課課税第四担当 

        電 話 ０２３-６２１-８２５６ 
 
【知事と若者の地域創生ミーティング】 

in尾花沢＆ in西川町が開催されます！ 
 
 ３月１５日(金)に尾花沢市悠美館で、３月２６日(火)に 

 西川町（会場未定）で「知事と若者の地域創生ミーティ 

 ング」が開催されます。平成２９年度から始まったこの 

 ミーティングでは、開催市町村に在住する若者達１０名 

 ほどが、知事や首長らと車座になり、地域の課題などに 

 ついて意見交換を行います。 

    参加者が普段接している方とは異なる職業や立場のメ 

 ンバーとの話し合いでは、これから自分の住むまちをど 

 うしていきたいのか、課題をどう解決していくのかなど 

 様々な意見やアイデアが飛び交い、実りある内容となる 

 ことが期待されます。また、終了後の継続的な地域活動 

 の活性化も待望されるところです。（尾花沢市の参加者 

 募集は終了、西川町の参加募集は2月15日号の町広報誌 

 でお知らせします。）    （総務課 023-621-8355） 

 
新たに設定された狩猟可能区域にご注意ください  

 平成30年11月から、これまで全ての狩猟が禁止され

ていた鳥獣保護区の一部にイノシシ・ニホンジカ・ツキ

ノワグマに限って狩猟を可能とする区域（狩猟鳥獣捕獲

禁止区域）が次のとおり設定されました。 

①蔵王狩猟鳥獣捕獲禁止区域（鳥獣保護区から一部変更） 

 山形市内国有林222林班界北側（雁戸山北側）の960ha 

②山寺雨呼山狩猟鳥獣捕獲禁止区域（鳥獣保護区から変更） 

 山寺（山形市）雨呼山（天童市）周辺の4,061ha 

   レジャーや作業等で周辺の山に入る場合は、ご注意く 

   ださい。 

◆なお、狩猟期間は、 

  イノシシは11月15日～３月31日 

  ニホンジカ・ツキノワグマは11月15日～２月15日 

  です。      （環境課 023-621-8426） 

村山総合支庁ニュースは、山形県のホーム 

ページからも  御覧 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 

 「 暦のうえでは春・・」
と言われる時期になり、日

一日と夕暮れが遅くなってきていますが、ま
だまだ厳しい寒さが続いています。 
 体調管理など、油断することなく、何かと
多忙な年度末を元気に乗り切りましょう！ 

in山辺町 in朝日町 

H30.6.1 H30.8.2 


