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県民のあゆみ １月号 
新春対談 ここでしかできない最先端の研究で山形を元気に！  

特集１ 安心して妊娠・出産・子育てができる社会を目指して  

特集２ 若い世代のＵＩターンをサポート  

特集３ 平成 28年度の決算がまとまりました  

やまがたモノガタリ 餅 

 

写真キャプション） 

子どもたちと地域の方が一緒になって伝承遊びや運動遊びなどを行う「世代間交流事

業」。かるたやお手玉など伝統の遊びを楽しみながら受け継いでいます。（表紙撮影協

力：舟形町立舟形ほほえみ保育園） 

 

＜２から３ページ＞ 

タイトル）新春対談 

ここでしかできない最先端の研究で山形を元気に！ 

新たな研究開発、企業の創出など、今、世界から注目を集める「慶應義塾大学 先端生

命科学研究所」。所長としての重責を担い牽引する冨田勝さんをゲストに、山形の魅力、

可能性についてお話しました。 

 

「やまがた創生」を進め、魅力ある山形県のさらなる発展を目指していきます。 

山形県知事 吉村 美栄子 

 

ワクワクするサイエンスで、山形に人が集まる成功例を日本に示したいんです。 

慶應義塾大学 先端生命科学研究所 所長 冨田 勝 さん 

東京都生まれ。慶應大工学部卒。カーネギーメロン大学修士課程、博士課程修了。1990

年より慶應義塾大学環境情報学部助教授、教授。2001年より先端生命科学研究所所長。



科学技術政策担当大臣賞、国際メタボローム学会終身名誉フェロー、大学発ベンチャー

表彰特別賞、山形県特別功労賞など多数受賞。 

 

2017 年を振り返って 

 

知事 県民の皆さん、新年あけましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお

願いいたします。 

冨田 あけましておめでとうございます。よろしくお願いします。 

司会 さっそくですが、吉村知事に昨年を振り返っていただきましょう。 

知事 昨年の３月に山形・札幌便が６年半ぶりに就航しました。皆さんが大変心待ちに

していらして、多くの方にご利用いただいております。 

 ７月から８月にかけては、山形県、宮城県、福島県の南東北３県でインターハイが開

催されました。本県にとっては実に45年ぶりの開催で、総合開会式には皇太子殿下にご

臨席いただきました。 

 ８月には、イタリア船籍の豪華客船「コスタ ネオロマンチカ」が酒田港に初寄港し

て、たくさんの県民に出迎えていただきました。今年は「ダイヤモンド・プリンセス」

などさらに多くのクルーズ船が寄港予定です。たくさんの観光客の皆様にお越しいただ

きたいと思っています。 

  また、11月には、山形・福島両県民が待ちに待った東北中央自動車道が開通しまし

た。これにより米沢・福島間が20分も短縮されました。日本一長い無料トンネル、8,972

メートル（はっくしちじゅうに）の栗子トンネルも含まれており、冬場も安心して行き

来できるようになりました。 

司会 今年、平成30年も大きなイベントが控えていますね。 

知事 そうなんです。２月１日から、本県と国連世界観光機関（※1）と観光庁との共

催で「ＵＮＷＴＯ雪と文化の世界観光会議」を開催します。この会議では世界各国から

多くの関係者が参加し、雪の体験や、冬の伝統文化の観光資源としての可能性などにつ

いて意見交換を行います。 

 また秋には、農業の発展を目的に、全国の意欲ある農業の担い手が一堂に会して「第

21回 全国農業担い手サミット in(いん) やまがた」が開催されます。今年もたくさん

の方々が山形にいらっしゃいます。温かいおもてなしの心でお迎えしたいですね。 

司会 人が集まると、山形が盛り上がりますね。山形を活気づけるためには、交流人口

の拡大は重要ですね。 

知事 はい。観光誘客や移住者を増やすなどの交流人口拡大による地域活性化。そして、

産業の振興、特に若い方々の所得向上などがとても大切だと思っております。 

 今後も山形の価値を高め、県民の皆様が山形らしい豊かさを実感できるよう「やまが



た創生」を進め、魅力ある山形県のさらなる発展を目指していきたいと考えております。 

 

写真キャプション） 

慶應義塾大学 先端生命科学研究所 

メタボローム解析（※２）機器室 

高校生バイオサミット in（いん） 鶴岡 

 

※１  国連世界観光機関（The World Tourism Organization of the United Nations : 

ＵＮＷＴＯ）持続可能な観光の促進を目的とした国連の専門機関 

※２  メタボローム解析：先端生命科学研究所が世界に先駆けて開発した、細胞内の代

謝物質を短時間で一斉に測定する技術 

 

山形県でワクワクするような面白いサイエンスを 

 

司会 「やまがた創生」というキーワードが出ましたが、これに大きく関わっていらっ

しゃるのが、今回お招きしている「慶應義塾大学 先端生命科学研究所」の冨田所長で

す。 

知事 冨田所長には、産業振興、人材育成、地域振興など、幅広い分野にわたり本県で

多大なご貢献をいただいております。国内だけでなく世界でも活躍をされていらっしゃ

り、大きな期待を寄せています。 

冨田 17年前、当時42歳だった私が研究所長に任命され、ゼロからのスタートでした。

東京生まれ東京育ちの私にとって、山形県には縁もゆかりもなく、初めはどうなること

かと思いました。でもせっかくいただいたチャンスなので、東京ではできない山形県な

らではのサイエンスを目指し、スタッフ、学生、市民・県民の皆さんと取り組んできま

した。それが今、面白い街になりつつあります。私自身も山形県に育てていただいたと、

皆さんに感謝しています。 

司会 先端生命科学研究所は、世界最先端のバイオテクノロジーを駆使した、医療や環

境、食品、生命進化などに関する世界的な研究拠点となっています。サイエンスパーク

敷地内では、うつ病を血液検査で簡便に診断する検査法を開発した「ＨＭＴ」（※）や、

夢のエコ繊維、くも糸の人工合成に成功した「スパイバー」など、世界的な注目を浴び

る企業が日夜研究を重ねています。 

 

※ ＨＭＴ  :  Human Metabolome Technologies（ ヒューマン メタボローム テクノロ

ジーズ株式会社） 

 



＜４から５ページ＞ 

 

司会 冨田さん、この独創的な研究は、どういった発想から生まれるんでしょうか？ 

冨田 17年間ずっと守ってきたキーワードは、「ワクワク感」です。日本のサイエンス

にはワクワク感が足りないと思います。ワクワクする研究をして、人がたくさん集まる。

そんな日本の成功例を山形に作りたいのです。 

知事 お話を聞いているだけでワクワクしますね。 

  ところで、冨田さんのお父様は、皆さんもよくご存知の偉大な作曲家、シンセサイ

ザー奏者の冨田勲さんですね。「新日本紀行」や「ジャングル大帝」、藤沢周平原作の映

画「たそがれ清兵衛」の音楽も手がけられています。お父様と同じ音楽の道に進まなか

ったのは何故ですか？ 

冨田 ３才くらいの頃からバイオリンとピアノを習わされましたが、練習が大嫌いでし

た。楽譜通りに弾かなきゃいけないということがどうしても性に合わなくて、全然ワク

ワクしなかったんです（笑）。 

 父は普通と違うことをしてきた人なんです。日本で初めてシンセサイザーを個人輸入

したりね。だから僕は、普通でないことをする時のためらいが少なかったのだと思いま

す。 

知事 人間としての冨田先生の一面に触れられたような気がします。だからこそ先生の

人柄を慕って若い研究者が集まってきて、クリエイティブな研究に励まれているんです

ね。 

 

研究拠点としての山形の魅力 

 

司会 鶴岡にいらした当初は苦労もおありだったんじゃないですか？ 

冨田  リクルートしても首都圏の研究者がなかなか山形に来てくれなかったことです

ね。研究所に興味は持ってくれますが、東京が一番だと思って地方に出たがらない。そ

れが最大の苦労でした。それでも山形に来てくれた人はモチベーションが高いです。そ

んな面白いことをやるなら、鶴岡でもどこでも行くよと。それが逆に良かったですね。

中途半端な人が来なくて。 

司会 まさにワクワク感を持った人たちが集まったわけですね。 

冨田 そうです。そして、山形には春夏秋冬があり、四季で風景がパァっと変わります。

自然も文化も、そして食べ物も月ごとに旬が変わるのがとても新鮮でした。 

 東京は一年中街の色が変わりません。食べ物もいつも変わらない。旬という概念が薄

いんです。山形で１年、２年と暮らすうちに、科学・研究などのクリエイティブな仕事

は、こういう自然が豊かな、リラックスできる環境でやるべきだと確信しました。欧米



の先進諸国では大学はみんな地方の田舎町にあるんです。都会にこだわるのは日本人ぐ

らいではないかと。だから、山形県が日本の成功例になったらいいと思いますね。 

司会  科学と言えば、昨年は知事、アメリカのシリコンバレーを訪問されましたね。 

知事  はい、昨年の６月です。多くのベンチャー企業を生み出したＳＲＩインターナ

ショナルや、シリコンバレーの発展に大きな役割を果たしているスタンフォード大学を

訪問してきました。私としては鶴岡がシリコンバレーのようになってほしいと思ってい

ます。 

冨田 シリコンバレーは多くの投資家が集まり、お金を増やすことにギラギラしている

街です。でも鶴岡は一味違う街にしたい。僕たちがベンチャー企業を設立することは、

自分たちの革新的な技術を世の中に実装し普及させるための手段なのです。利益を出さ

なければ持続しませんから。シリコンバレーでは、なるべく早くビジネスを成功させ、

会社を売却して大金を得る、そんな人が多いですが、鶴岡はそういう街にはしたくあり

ません。山形県には、地道に一歩一歩進んでモノを作って形にする風土があり、またそ

のことにプライドを持っている方がたくさんいらっしゃいます。これは慶應義塾大学に

足りないところでもあります。ハイテク空中戦を得意とする慶應義塾大学に、山形の風

土が絶妙にマッチングしていることが、今のサイエンスパークの強みだと思います。 

知事 冨田さんの世界最先端の研究技術と、地元のものづくり技をドッキングさせると

いうことですね。本県産業もイノベーションが必要ですので、県としてもベンチャービ

ジネスや若き研究者を育てるための支援をしていきたいと思います。 

 

若者や研究者の育成と働く場の創出 

 

司会  研究所では、地元の高校、高専生を研究助手や特別研究生として受け入れてい

るそうですね。 

冨田  日本の高校生はみんな同じ勉強をして、同じ試験を受け、多くの生徒はワクワ

クせず疲弊しています。高度成長期はこれで良かったのですが、新興国にコスト競争で

勝てなくなった今の日本の未来は、高くても買ってもらえるような、良いモノや技術や

サービスを作って売るしかないと思うんです。そのための第一歩は、人と違うことをす

ることです。そうしないと高い付加価値は生まれません。バイオが大好きだという高校

生を研究所に受け入れ、世界的な環境で研究してもらう。その経験を活かして国内外で

活躍し、最終的に山形のために尽力する、そんな流れを作りたい。山形県のこの小さな

研究所で、これまで、延べ約 200人の高校生が研究助手や特別研究生として活動してい

ます。そのうちの何人かは将来、日本を代表する科学者となって、必ず山形県の未来に

成功をもたらしてくれると固く信じています。 

知事 そうですね。「やまがた創生」をさらに進めていくためには、働く場をつくるこ



と。そして若い人たちの収入を上げることが大事だと思っております。そのための産業

発展、教育、人づくりが重要だと思います。次世代を担う若者や研究者が、ここ山形に

集まって新たなビジネスを生み出すことで、地元の人たちの雇用も創出されます。冨田

先生にはこれからも大いにご活躍をいただきたいと思っております。 

 そして、本県の自然や文化の中で、仕事と生活を両立できるようなワークライフバラ

ンスも大事です。冨田先生のような研究者そして、若い人たちがたくさん山形に集まっ

て、県民の皆さんと一緒に生き生きと活躍できるように、私も全力を尽くしてまいりま

す。 

 

写真キャプション） 

知事 ユニークな発想はどんな風に生まれているんですか 

 

写真キャプション） 

冨田 学生たちと山形の地酒で呑み会をやっている時に面白いアイデアが生まれるん

ですよ 

 

この対談の模様は、１月 7日（日）午後５時から５時 30分まで山形放送（ＹＢＣ）で

放送予定です。 

 

 

＜６から７ページ＞ 

タイトル）特集  

安心して妊娠・出産・子育てができる社会を目指して 

社会全体で子育てを応援し、支えあうための環境整備を進め、「 子育てするなら山形県」

の実現を目指します。 

 

写真キャプション） 

酒田市子育て世代包括支援センター「ぎゅっと」 

 

妊娠・出産・子育てを取り巻く環境 

本県は、三世代同居率日本一の県です。しかし、本県でも、三世代同居率は減少傾向

が続いており、核家族化も進んでいます。そのため、家庭内で子育てに関わる人の数が

減り、子育てをする親の負担が大きくなっています。また、家庭内で子育てについて相



談する相手もなく、悩みながら日々子育てをしている親も増えており、子育てを社会全

体で支える環境づくりが必要です。 

 

山形県の６歳未満の子どもがいる世帯の推移 出典：総務省「国勢調査」 

昭和 60年 世帯数 68,904 核家族世帯の割合 31.0％ 三世代世帯の割合 65.3％ 

平成２年 世帯数 60,395 核家族世帯の割合 31.5％ 三世代世帯の割合 64.4％ 

平成７年 世帯数 54,274 核家族世帯の割合 36.7% 三世代世帯の割合 58.8％ 

平成 12年 世帯数 50,890 核家族世帯の割合 44.5％ 三世代世帯の割合 55.0％ 

平成 17年 世帯数 47,257 核家族世帯の割合 49.9％ 三世代世帯の割合 49.6％ 

平成 22年 世帯数 41,575 核家族世帯の割合 53.9％ 三世代世帯の割合 45.4％ 

平成 27年 世帯数 37,399 核家族世帯の割合 58.8％ 三世代世帯の割合 40.9％ 

 

切れ目のない支援を行う拠点づくり 

このため、市町村では、妊娠期から出産・子育て期にわたる様々なニーズに対応して

切れ目なく支援を行う「子育て世代包括支援センター」の設置が進められています。現

在、21市町村がこの支援センターを保健センターなどに設置し、地域で子育てを支える

環境づくりを行っています。 

 妊娠や出産、子育ては、新しい家族が増えるうれしさや子どもの成長を感じる喜びが

あります。その一方で、初めての出産に対する不安を感じたり、母乳やミルクが足りて

いるのか心配になったり、離乳食が思うように進まなかったりと悩みを抱えることもあ

るかもしれません。 

  支援センターでは、妊娠や出産、子育ての専門家「母子保健コーディネーター」を

配置し、妊娠中から子育てまでの様々な心配事などの相談に応じています。また、育児

サークルや親子で出かけられる遊び場などの子育て支援サービスに関する情報提供を

行っています。 

 支援センターの具体的な取組みとして、母子健康手帳の交付や、ようこそ赤ちゃん応

援メッセージ・ギフトの贈呈、赤ちゃんが生まれたお宅への家庭訪問などがあります。

こうした機会を通し、気軽に相談していただくきっかけづくりを行っています。また、

絵本の読み聞かせ会や離乳食教室など、妊産婦や就学前の子どもとその保護者を対象と

した様々な事業も実施しています。 

 県では、このような役割を担う支援センターが平成31年度末までに全市町村で設置さ

れ、県内どこでも切れ目のない支援が受けられるよう、設置や運営に対する助成を行う

とともに、母子保健コーディネーターを養成するなど市町村の取組みを後押ししていま

す。これからも、市町村と協働して、安心して妊娠、出産、子育てができる社会を目指



します。 

 

 

子育て世代包括支援センターの主な取組み 

 

母子保健コーディネーターによる継続的な相談支援 

 

妊娠期 母子健康手帳の交付 

 母子保健コーディネーターが面談し、心配事などの相談に応じるとともに、妊娠、出

産時の健康状態、赤ちゃんの成長・発達や予防接種を記録する母子健康手帳を交付しま

す。 

 

「妊婦健康診査」 「パパママ教室」・・・赤ちゃんを迎える準備です 

 

出産 ようこそ赤ちゃん応援メッセージ・ギフト 

 各市町村で工夫を凝らしたベビー用品やマザーズバッグなどの赤ちゃんギフトを、妊

娠や出産、子育てを応援するメッセージとともに贈呈しています。 

写真キャプション＞米沢織のマザーズバッグ（米沢市） 

 

子育て期 産後ケア 

 産後は、赤ちゃんと一緒の生活をスタートしたばかりで、授乳などの心配や心身の疲

労が重なり体調を崩しやすい時期です。助産師などによる沐浴や授乳方法の指導、乳房

の手当などが受けられる「産後ケア」を行い、産後の母子を支援しています。 

 

「赤ちゃんが生まれたお宅への家庭訪問」「予防接種」「乳幼児健康診査」 

・・・赤ちゃんの健やかな成長を支援します 

 

※県が支援し、各市町村で実施しています。市町村により、事業内容が一部異なる場合

があります。 

 

 



ぜひご覧ください! 

県政テレビ番組 いきいきやまがた放送のご案内 

「山形の未来を築く子育て支援と人づくり」について県内民放４局で特別番組（30分）

を放送します。 

テレビユー山形（ＴＵＹ）１月６日（土曜日）13時00分から 

山形テレビ（ＹＴＳ）１月13日（土曜日）15時25分から 

山形放送（ＹＢＣ）１月21日（日曜日）16時25分から 

さくらんぼテレビ（ＳＡＹ）１月27日（土曜日）14時30分から 

 

問い合わせ ◎ 子ども家庭課 電話 023-630-2260 

 

 

＜８から９ページ＞ 

タイトル）若い世代のＵＩターンをサポート 

首都圏と山形をつなぐ 

地方出身の若者は、首都圏など大都市部に多く進学や就職しています。一方で、若い

世代を中心に、都市部から農山漁村へ移住しようとする「田園回帰」の意識の高まりが

みられ、実際に多くの若者が本県をはじめとした地方に移住し、地域の中で活躍してい

ます。 

 本県では、移住への取組みを「やまがた創生」の大きな柱として位置付けており、首

都圏での移住希望者向けセミナーの開催や移住と雇用を一体的に相談できる窓口の設

置など、首都圏等にお住いの方々の山形へのＵＩターンを積極的に後押ししています。 

 

セミナー＆相談会  どんな暮らしがしたいですか？ 

県と市町村では、都内で実際に移住した人の体験談などを聞くことのできるセミナー

「やまがたハッピーライフカフェ」を月１回程度開催しています。 移住をどのように

決めたのか、実際に生活してみてどう感じたかなど、山形に移住した方の生の声を聞く

ことができます。また、県や市町村が実施しているＵＩターン者向けの住宅支援や子育

て世帯向けの支援内容などについて具体的に相談できます。 

 昨年９月には、20から30 代を中心にＵターンを考えている方々向けの交流会を初め



て開催しました。この交流会では、山形にゆかりのある若い世代と山形にＵターンして

活躍している方々とが自由な雰囲気の中で交流を深めました。 

 今後も首都圏において、様々なテーマのセミナーなどを開催していきますので、ぜひ

お知り合いの県外にお住まいの方へお知らせください。 

写真キャプション）個別相談会の様子 

 

どこへ行けば相談できるの？ 

県では、東京有楽町に移住相談窓口「やまがたハッピーライフ情報センター」を開設

しています。各種イベント情報や暮らしの相談はもちろん、専任のスタッフが就職の相

談もお受けしています。土日もオープンしていますので、どうぞお気軽にお立ち寄りく

ださい。 

写真キャプション） 

移住コンシェルジュの海月（くらげ）です。山形暮らしのことはお任せください。来場

はもちろん、電話やメールでも結構です。 

 

●場所：東京都千代田区有楽町２-10-１東京交通会館８階（認定ＮＰＯ法人ふるさと回

帰支援センター内） 

●連絡先：電話 03-6269-9533 ファックス 03-6269-9534 

●受付時間：火曜日から日曜日 (月曜日・祝日は休み) 午前 10時から午後６時まで 

 

移住交流ポータルサイトには山形県の移住情報が満載！ 

「すまいる山形暮らし情報館」では、イベント情報や山形での暮らしなどに関する移住

者へのインタビュー動画、空き家バンク等の各種支援策などの情報が満載です。 

フェイスブックやインスタグラムでも発信中！ぜひ一度ご覧ください。 

問い合わせ ◎ 市町村課 ☎023-630-2680 

 

タイトル）平成 28年度の決算がまとまりました 

一般会計 

 一般会計の決算額は、歳入が5,987億529万円、歳出が5,916億4,537万円で、歳入歳出

差引額は70億5,992万円の黒字となり、歳入歳出差引額から翌年度へ繰り越す事業に充

てる財源を控除した実質収支は、37億8,239万円の黒字となりました。 

 



歳入 5,987 億円 

自主財源は県税 1,094億円、諸収入 648億円、その他 817億円の計 2,558億円。 

依存財源は地方交付税 1,828億円、県債 732億円、国庫支出金 674億円、その他 195億

円の計 3,429億円 

 

歳出 5,916 億円 

(内訳) 

教育費1,190億円 

公債費923億円 

民生費739億円 

土木費636億円 

商工費527億円 

農林水産業費445億円 

総務費434億円 

警察費267億円 

衛生費226億円 

その他529億円 

 

平成28年度の主な取組み やまがた創生の前進 

・本県が誇る質の高い農林水産物、優れた技術力を活かした山形ブランドの定着・拡大

や産業の形成・豊かな森林資源などの多様な資源、働く女性を応援する風土、温かい人

と人との絆を活かした未来への礎の形成 

・「全国豊かな海づくり大会」や「技能五輪全国大会・全国アビリンピック」など全国

的なイベントの開催 

 

決算額の推移 

24年度／歳入 5,971億円／歳出 5,884億円 

25年度／歳入 6,141億円／歳出 6,008億円 

26年度／歳入 5,927億円／歳出 5,814億円 

27年度／歳入 5,999億円／歳出 5,908億円 

28年度／歳入 5,987億円／歳出 5,916億円 



決算額は、前年度と比較して、歳入は12億円減少し、歳出は９億円増加しました。 

 

調整基金残高の推移 

各年度末残高は、県債一括償還のための積立を除いた出納整理期間終了後の数値です。 

24年度／297億円 

25年度／304億円 

26年度／318億円 

27年度／311億円 

28年度／254億円 

調整基金（財政調整基金及び県債管理基金）の残高は、前年度と比較して57億円減少

しました。 

 

県債残高の推移 

24年度／県債残高１兆 1,863億円 

内訳／臨時財政対策債 3,784億円／補正予算債 584億円／その他の県債 7,496 億円 

25年度／県債残高１兆 1,907億円 

内訳／臨時財政対策債 4,124億円／補正予算債 622億円／その他の県債 7,162 億円 

26年度／県債残高１兆 1,860億円 

内訳／臨時財政対策債 4,320億円／補正予算債 581億円／その他の県債 6,958 億円 

27年度／県債残高１兆 1,811億円 

内訳／臨時財政対策債 4,438億円／補正予算債 537億円／その他の県債 6,836 億円 

28年度／県債残高１兆 1,746億円 

内訳／臨時財政対策債 4,473億円／補正予算債 543億円／その他の県債 6,730 億円 

県債残高の総額は、前年度から65億円減少し、過去最大の減少額となりました。（３

年連続の減少） 

 

公営企業会計 

総収益は132億7,784万円、総費用は103億6,001万円で、純利益は前年度比17.8％減の

29億1,784万円となりました。 

 これは、庄内広域水道に係る水道料金収入を一部返還したことなどに伴う特別損失を

計上したためであり、それを除く経常利益の比較では、前年度に比べて2.6％、9,132

万円の増となりました。 



各会計別の決算の状況 

電気事業／ 

総収益／51億 1,600万円 

総費用／29億 2,100万円 

純利益／21億 9,500万円（前年度に比べ 0.1％の増） 

工業用水道事業／ 

総収益／５億 1,100万円 

総費用／４億 7,200万円 

純利益／3,900万円（前年度に比べ 5.1％の増） 

公営企業資産運用事業／ 

総収益／１億 7,200万円 

総費用／1億 1,800万円 

純利益／5,400万円（前年度に比べ 40.7％の減） 

水道用水供給事業／ 

総収益／73億 7,900万円 

総費用／68億 4,800万円 

純利益／６億 3,000万円（前年度に比べ 48.9％の減） 

合計／ 

総収益／132億 7,800万円 

総費用／103億 6,000万円 

純利益／29億 1,800万円（前年度に比べ 17.8％の減） 

 

病院事業会計 

総収益は372億500万円、総費用は387億5,100万円で、総収支は15億4,600万円の純損

失となり、前年度に比べて４億2,400万円改善しました。 

 これは、退職者の減少による退職給付費及び中央病院の空調・電気設備の償却完了に

よる減価償却費が減少したほか、地方公営企業会計制度の見直しに伴う後年度処理のた

め、特別利益に３億3,400万円を新たに計上したことなどによるものです。 

 

県立病院の決算の状況 

中央病院／ 

総収益／221億 6,800万円 



総費用／223億 1,000万円 

総収支／マイナス１億 4,200万円 

新庄病院／ 

総収益／83億 800万円 

総費用／83億 4,000万円 

総収支／マイナス 3,200万円 

河北病院／ 

総収益／39億 2,000万円 

総費用／49億 2,900万円 

総収支／マイナス 10億 900万円 

こころの医療センター／ 

総収益／27億 9,300万円 

総費用／29億円 

総収支／マイナス１億 700万円 

本 局／ 

総収益／1,600万円 

総費用／２億 7,200万円 

総収支／マイナス２億 5,600万円 

合 計 

総収益／372億 500万円 

総費用／387億 5,100万円 

総収支／マイナス 15億 4,600万円 

 

※単位未満四捨五入しているため、合計や差し引きが一致しないことがあります。 

 

●問い合わせ 

一般会計／会計局会計課 電話 023-630-2716  

※調整基金、県債については総務部財政課 電話 023-630-2044 

公営企業会計／企業局総務企画課 電話 023-630-2735 

病院事業会計／病院事業局県立病院課 電話 023-630-3104 



 

＜10ページ＞ 

タイトル）県政できごとアラカルト こんなことがありました 

１）新たな玄関口が開通しました 

「福島大笹生（おおざそう）インターチェンジから米沢北インターチェンジ」

開通式（11月４日 米沢市） 

県民あげて待ち望んでいた、東北中央自動車道の福島－米沢間が全線開通しました。

式典では、石井国土交通大臣はじめ多くの関係者に出席いただき、開通を祝いました。

吉村知事は、「物流の効率化や、観光交流の促進など、本県が掲げる『やまがた創生』

の実現につながるものと大いに期待する。」とあいさつしました。今後もこの区間には

日本一長い無料トンネルがあることなど、開通区間をＰＲし、観光誘客の促進や企業誘

致などに取り組んでまいります。 

 

２）元気な若者たちがトークセッション！ 

yamagata  DIVE（やまがただいぶ） 若者まつり（11月12日 天童市） 

山形で活躍する若者を県民全体で応援するプロジェクトの特別編として「若者まつり」

を開催しました。ラジオの公開生放送では、山形を元気にする活動を実践する若者や山

形を愛する若者に、山形の魅力や山形に対する熱い想いなどを大いに語ってもらいまし

た。また、高校生や大学生を含む若者たちによるワークショップを同時開催し、多くの

来場者の方から日ごろの活動に触れていただきました。今後も、若者が活躍しやすい環

境づくりを進めていきます。 

 

３）「国連世界観光会議」の成功に向けて 

国連世界観光機関（ＵＮＷＴＯ）本部訪問（11月20日 スペイン） 

 「雪と文化」をテーマに、２月に東北で初めて開催する「国連世界観光会議」。多く

の国々からの参加要請と誘客拡大に向けた意見交換のため、吉村知事がＵＮＷＴＯ本部

を訪れました。リファイ事務局長との面談では、本部の国際的な広報機能と専門的見地

からの支援を確認したほか、誘客には地域資源の強みの明確化が重要との提案を受け、

知事は「本県の魅力をしっかりとブランド化し、会議を通して雪国文化のすばらしさを

世界中に発信したい。」と応えました。 

 



＜11ページ＞ 

タイトル）県議会だより 第64号 

写真キャプション）山形県議会議事堂 

新年のごあいさつ 

 皆様には、希望に満ちた清々しい新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。 

 県議会では、県民の皆様の幸せの実現と山形県の発展につなげていくため、喫緊の課

題に対する審議を充実するなど機能を強化し、全力で取り組んでまいりますので、ご理

解とご協力をお願い申し上げます。 

写真キャプション）志田英紀議長 

 

決算特別委員会の概要 

平成28年度山形県一般会計歳入歳出決算など16決算及び４議案については、決算特別委

員会を設置して審査した結果、12月５日の本会議において、認定・可決されました。決

算特別委員会の総括質疑における主な内容は次のとおりです。 

 

自由民主党 大内 理加 議員 

山形市選挙区 

10月27日 

◆山形県林業公社の経営健全化について 

◆性暴力被害者への支援について 

◆やまがた社会貢献基金を活用した取組みについて 

 

県政クラブ 髙橋 啓介 議員 

山形市選挙区 

10月27日 

◆灯油購入費助成事業の実績と今後の方向性について 

◆ワーク・ライフ・バランス推進の取組みについて 

◆交通死亡事故の防止について 

 

地域議員協議会の概要 

 11 月29日、各総合支庁において、今年度２回目の地域議員協議会を開催し、それぞ

れの地域における行政課題や施策について、地元選出の県議会議員が審議を行いました。



主な審議項目は次のとおりです。 

写真キャプション）東南村山地域議員協議会の様子 

 

主な審議項目 

●東南村山地域 

・道の駅における県の関わりについて 

・イノシシによる農作物の被害状況及び対策について 

 

●西村山・北村山地域 

・最上川中流域における治水対策について 

・西村山地域通学用バス需要調査事業について 

 

●最上地域 

・県立新庄病院の改築を踏まえた医療・介護・福祉の連携について 

・若者の地元定着の状況と定着促進に向けた 取組みについて 

 

●置賜地域 

・東北中央自動車道福島大笹生〜米沢北間 開通に伴う企業誘致への影響について 

・道の駅米沢における地元産品の販売促進について 

 

●庄内地域 

・地域公共交通対策について 

・庄内地域における米をめぐる動向について 

 

高速道路の建設促進に向けた意見交換会の開催 

 11月14日、東京都内において、日本海沿岸東北自動車道及び東北中央自動車道の建設

促進に関する協議会の主催により、国土交通省等との五県合同意見交換会（山形県、青

森県、秋田県、福島県、新潟県）を開催しました。 

写真キャプション）意見交換会の様子 

 

若者向け広報紙「県議会ナビ」の発行 



高校生を中心とした若者に、県議会を身近に感じてもらうため、若者向け広報紙「県

議会ナビ」を10月に発行しました。 

編集には、県議会と連携協定を締結している山形大学の学生の皆さんに協力していた

だきました。 

 

県議会ギャラリーの提供 

より多くの県民の皆さんに県議会に足を運んでいただくきっかけとなるよう、県議会

ギャラリー（議会棟１階のロビー）にて県内の児童、生徒、学生の皆さんが制作した作

品を展示しています。 

写真キャプション）山形盲学校、山形養護学校及びゆきわり養護学校の展示の様子 

 

問い合わせ◎編集発行／山形県議会事務局議事調査課 電話 023-630-2845 

検索ワードに"山形県議会"を挿入しクリック！ 

 

 

＜12から13ページ＞ 

タイトル）地域の旬だより 各地からの情報をお届けします。 

置賜 「やまがた冬のあった回廊キャンペーン」実施中！ 

◎“からだもこころもあったまるべ ” 

 米沢牛、17の蔵元、９つのワイナリーがある置賜地域と上山市。冬の寒さが厳しいと

ころだからこそ、ここでしか楽しめない特別な体験が待っています。「やまがた冬のあ

った回廊キャンペーン」では、スキーやスノーシューなどの雪遊び、米沢牛を格安でお

召し上がりいただけるプラン、酒蔵めぐり、ワイン列車など、特別企画満載で、皆様を

お待ちしております。 

 また、2月28日まで、冬の ”おきたま・かみのやま “を楽しくお得にめぐることが

できる「キャンペーン手形」を発行しています。入手すると、スタンプラリーへの参加

や、割引特典、優待サービスが受けられます。「食べて」、「飲んで」、「遊んで」、

「買って」、「温泉に入って」あったまろー！ 

 詳しくは、パンフレットまたはホームページをご覧ください。 

問い合わせ ◎ 置賜総合支庁観光振興室 電話 0238-26-6046 

 



大阪 関西初出店！ 山形県アンテナショップ 

◎山形の芋煮に舌鼓 

 近年、関西地方では、「つや姫」やさくらんぼなど、山形の県産品の認知度はどんど

ん高まっています。そうした中、11月９日から20日まで大阪市内の阪急梅田駅構内に、

関西圏で初めて県のアンテナショップ「おいしい山形プラザ」をオープンしました。 

 オープン初日は、若松副知事の開店宣言に続き、芋煮、「ラ・フランス」、「つや姫」

のおにぎりなどが振る舞われ、多くのお客様から、「とてもおいしい」との声をいた 

だき大好評でした。ショップでは、「つや姫」をはじめ、旬の「ラ・フランス」や地酒、

来年秋に本格デビューのお米「雪若丸」など、たくさんの山形のおいしいものを関西の

皆さんにお届けすることができました。 

 県大阪事務所では、今後も様々な機会を捉え山形の魅力や情報を発信し、西日本の山 

形ファンを増やしていきます。 

問い合わせ ◎ 県大阪事務所 大阪市北区梅田１-３-１ 800号 大阪駅前第１ビル８階 

電話 06-6341-6816 
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観光通信 山形日和 

山形の冬を満喫しよう！ 

雪国山形がお届けする魅力たっぷりのイベントをご紹介 

●第３回やまがた雪フェスティバル 

 これからの季節、県内各地で特色ある楽しい雪まつりが開催されます。そのオープニ

ングを飾るイベントとして、今年も寒河江市の最上川ふるさと総合公園で「やまがた雪

フェスティバル」を開催します。雪像やラーメン博覧会をはじめ、ご当地グルメが楽し

める屋台村、スノーチューブなどの雪遊びや雪と光のイルミネーションなど、魅力たっ

ぷりの雪まつりをぜひお楽しみください。 

◎期間：２月２日（金曜日）から４日（日曜日）まで 

◎会場：最上川ふるさと総合公園（寒河江市大字寒河江字山西甲1269） 

 

●蔵王プロジェクションマッピング＆エクストリームエアー 

 蔵王温泉スキー場横倉ゲレンデに雪のジャンプ台を設置し、映像を投影（プロジェク

ションマッピング）し、そこで、スキーヤーやスノーボーダーが巧みな演技を繰り広げ



ます。カラフルな映像や軽快な音楽に合わせた、ライダーたちの華麗で迫力のあるアク

ロバティックな飛躍など、世界でも数少ない雪上パフォーマンスをお楽しみいただけま

す。 

◎期間：２月23日（金曜日）から25日（日曜日）まで 

◎会場：蔵王温泉スキー場横倉ゲレンデ特設会場 

 

問い合わせ ◎ 観光立県推進課 電話 023-630-2373 

検索ワードに"やまがたへの旅"を挿入しクリック！ 

 

 

今が旬！県産農産物 やまがた四季彩食 

目でも味わえる黄色が引き立つ食材 食用ぎく（黄ぎく） 

きくの花びらを食べる習慣は、江戸時代から始まったとされ、日本のエディブルフラ

ワー（食用花）の一つです。淡い紫色でしゃきしゃきとした歯ごたえが特徴の「もって

のほか」は、知名度も全国区になってきました。 

 今回紹介する黄ぎくは、「もってのほか」に比べて柔らかく、おひたしや酢の物など

で食卓を華やかに彩ります。ハウス栽培などを導入しながら出荷が行われており、冬期

間も食べることができます。 

 今回は、見た目も鮮やかで食感も楽しい「かにと食用ぎくのさらさ寄せ」をご紹介し

ます。 

 

簡単レシピ 「かにと食用ぎくのさらさ寄せ」 

●材料（２人分） 食用ぎく（黄）15グラム、えだまめ（むき実）30グラム、カニ缶…

60グラム、しょうが汁 小さじ三分の一強、だし汁 1カップ、 

Ａ（薄口しょう油…大さじ二分の一、みりん…大さじ三分の一、塩…小さじ三分の一弱）、

粉寒天…三分の一袋 

●作り方 

１．食用ぎくは、がくから花びらをとり、熱湯に酢(分量外)少々を加えてさっと茹でる。

湯を切り、水をかけて冷やした後に水気を切る。  

２．えだまめは、茹でてさやから実を出しておく。 

３．カニ缶は身をほぐす。 

４．だし汁にＡ、しょうが汁、粉寒天を振り入れ、泡立て器でかきまぜる。 

５．４を火にかけて一度沸騰させ、弱火で２分から３分煮る。 



６．型に１，２，３を並べ、５をあら熱をとって流し入れ、冷やし固める。 

問い合わせ ◎ 村山総合支庁地域産業経済課 電話 023-621-8432 
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タイトル）おいしい山形インフォメーション 
山形県の人口と世帯数 平成29年11月1日現在 

人口総数1,100,804人(前月比マイナス648人) ・ 世帯数396,755(前月比プラス17世帯) 

 

募集 

自治医科大学入学者募集 

自治医科大学は、地域の医療を担う医師の養成を目的とし、全国の都道府県が共同で栃

木県に設立した大学です。一定の条件を満たした場合、入学金、授業料が免除されます。 

◆募集学科 医学部医学科 

◆募集定員 全国で123名 

◆出願期間 １月４日（木曜日）から17日（水曜日）まで午後５時必着（郵送の場合は

１月16日（火曜日）の消印有効） 

◆第１次試験日 

学力 期日：１月22日（月曜日）／会場：山形県総合研修センター（山形市） 

面接 期日：１月23日（火曜日）学力試験及第者のみ実施／会場：県庁 

◆出願書類配布場所 

 県庁（地域医療対策課）、県内各高校、自治医科大学ホームページ 

※受験資格など詳しくは下記へ。 

問い合わせ 地域医療対策課 電話 023-630-2258 

 

県立米沢栄養大大学院の学生募集 

今年４月、健康栄養系分野を専門領域とする、県立米沢栄養大学大学院を開設します。

出願資格は管理栄養士または栄養士免許資格取得者（取得見込み者含む）で、社会人の

方も出願できます。詳しくは下記までお問い合わせください。 

◆募集定員 若干名 

◆出願期間：１月15日（月曜日）から１月22日（月曜日）まで 

◆試験日：２月17日（土曜日） 

◆会場：県立米沢栄養大学（米沢市） 



問い合わせ 県立米沢栄養大学 電話 0238-22-7330 

 

催し物 

イクボス研修会を開催します！ 

経営戦略としての働き方改革、イクボスとしてのマネジメントを学びます。 

◆日時：１月23日（火曜日）午後１時30分から午後４時30分まで 

◆場所：山形テルサ (山形市) 

◆内容：講演、グループワークなど 

◆入場：無料（要事前申込み） 

申し込み・問い合わせ 子育て支援課 電話 023-630-2668 

 

知っていますか？北方領土 

２月7日は「北方領土の日」、また、２月は「北方領土返還運動全国強調月間」です。

北方領土早期返還を願い、北方領土パネル展を開催します。 

 

開催場所／置賜総合支庁（米沢市） 

開催期間／１月29日（月曜日）から２月２日（金曜日）まで 

 

開催場所／山形県庁  

開催期間／２月５日（月曜日）から９日（金曜日）まで 

 

開催場所／庄内総合支庁（三川町） 

開催期間／２月13日（火曜日）から16日（金曜日）まで 

 

開催場所／村山総合支庁（山形市） 

開催期間／２月19日（月曜日）から23日（金曜日）まで 

 

開催場所／最上総合支庁（新庄市） 

開催期間／２月26日（月曜日）から３月２日（金曜日）まで 

 

問い合わせ 広報推進課 電話 023-630-2088 

 



お知らせ 

平成30年４月から、県と市町村が一緒に国民健康保険を運営します 

◆国保への加入資格の管理や、保険税（料）額の決定・徴収及び健診などの 保健事業

の実施は、引き続きお住まいの市町村が行います。 

◆市町村は集めた保険税（料）を県に納付し、県は市町村に対して保険給付に必要な費

用を全額交付します。 

※このたびの制度改正に伴って、国保加入者の手続は発生しません。 

問い合わせ 健康福祉企画課 電話 023-630-3122 

 

広域水道料金が引き下げられます！（平成30年４月から） 

県企業局では、県内23市町に供給している広域水道の料金を改定します。 

施設の長寿命化などにより経費縮減を図り、受水市町が支払う料金は、これまでに比べ

合計で16％低減されます。詳しくは、県ホームページ「水道用水供給事業」をご覧くだ

さい。 

問い合わせ 水道事業課 電話 023-630-2345 

※皆様の水道料金については、お住まいの市町村にお問合せください。 

 

児童・障がい児（者）に関する各種手当のお知らせ 

１．児童扶養手当 

◆対象：ひとり親家庭の母または父（または養育者） 

◆支給期間：子どもが18歳に達した年度末まで（障がいがある場合は20歳未満まで） 

児童１人／全部支給 支給月額42,290円／一部支給 42,280円から9,980円 

児童２人／全部支給・一部支給 9,990円から5,000円加算 

児童３人以降／全部支給・一部支給 １人につき 5,990円から3,000円加算 

◆支給月：４・８・12月（前月分まで支給） 

問い合わせ 子ども家庭課 電話 023-630-2263 

 

２．特別児童扶養手当 

◆対象：重度から中度の障がいがある子どもを在宅で育てている方 

◆支給期間：子どもが20歳に達するまで 

◆支給月額：１級障害 51,450円  ２級障害 34,270円 

◆支給月:４・８・11月（前月分まで支給、11月分は当月分まで） 



問い合わせ 子ども家庭課 電話 023-630-2263 

 

３．特別障害者手当（障害児福祉手当） 

◆対象：重度の障がいがあり、在宅で生活している方 

◆支給月額：障害児福祉手当（20歳未満）14,580円／特別障害者手当（20歳以上）26,810

円 

◆支給月：２・５・８・11月（前月分まで支給） 

◆申請窓口：各市町村福祉担当課 

※いずれの手当も障がい程度・所得制限など一定の要件があり、認定を受けた場合、申

請月の翌月分から支給されます。 

問い合わせ 障がい福祉課 電話 023-630-2275 

 

白鷹街道（国道348号）の規制 

スピードの出し過ぎなどによる重大交通事故が発生しているため、上山市狸森から白鷹

町十王までの全区間が、最高速度50キロ、はみ出し通行禁止の交通規制になりました。

交通ルールを守り、しっかり前を見て運転しましょう! 

問い合わせ 警察本部交通規制課 電話 023-626-0110 

 

やまがたベストワン 其の７ やまがたにある「日本一」を紹介します。 

2018年（平成30年）は、明治150年にあたります。東京商工リサーチが昨年実施した

「全国『明治創業企業』調査」で、本県は都道府県別の明治創業率が1.99％（全国平均

0.7％）とトップでした。鋳物や家具など伝統産業に加え、ヨーロッパから技術を取り

入れ、繊維工業が発達したのです。本県に老舗が多いのは、伝統を重視する土地柄や堅

実な県民性の表れではないでしょうか。山形の素晴らしいモノづくりを、今後も次の世

代へつなげていきたいですね。 

 

山形交響楽団定期演奏会・プロスポーツゲーム情報 

庄内定期演奏会 第22回酒田公演 

開演日時：１月８日（月曜日・祝日）午後４時 



出演：指揮／飯森範親 トランペット／井上直樹 クラリネット／川上一道 

会場：酒田市民会館 希望ホール 

 

第265回定期演奏会 

開演日時：１月13日（土曜日）午後７時／１月14日（日曜日）午後３時 

出演：指揮／黒岩英臣 ヴァイオリン／長原幸太 チェロ／中木健二 ピアノ／永田美

穂 

会場：山形テルサ 

 

第266回定期演奏会 

開演日時：２月24日（土曜日）午後７時／２月25日（日曜日）午後３時 

出演：指揮／広上淳一 ヴァイオリン／チャン・ユジン 

会場：山形テルサ 

 

◎前売券：自由席4,200円ほか （24歳までの学生の方：学生券あり） 

◎詳しくは検索ワードに"山形交響楽団"を挿入しクリック！ 

 

問い合わせ 県民文化スポーツ課 電話 023-630-2306 

 

プロバスケットボールＢ２（びーつー）リーグ 

「パスラボ山形ワイヴァンズ」ホームゲーム 

日時：２月10日（土曜日）午後５時／２月11日（日曜日）午後２時 

対戦チーム：秋田ノーザンハピネッツ 

会場：山形県総合運動公園 

◎前売券・詳しくは検索ワードに"パスラボ山形ワイヴァンズ"を挿入しクリック！ 

 

問い合わせ 県民文化スポーツ課 電話 023-630-2284 

 

プレゼントクイズ 

 妊娠から子育てまで切れ目のない支援を行う拠点を「○○○世代包括支援セ

ンター」といいます。○○○には何が入るでしょう。 

正解者の中から抽選で賞品（指定はできません）をプレゼント！ 

 



１等 ひとひらの雪 ㈱明友(尾花沢市)【５名様】 

 

２等 第２回 やまがた土産菓子コンテスト最優秀賞受賞 

やまがたつや姫のお福わけ小箱 ぼんち㈱（寒河江市）【10名様】 

 

ヒント６ページ特集１ 

 

はがきに１．クイズの答え ２．「県民のあゆみ」への感想など ３．郵便番号、住所、

氏名、年齢、電話番号を記入してお送りください。Ｅメールでの応募の場合は、本文に

１から３をご記入のうえ､タイトル「プレゼントクイズ」で、y-ayumi@pref.yamagata.jp

に送信してください。 

あて先：郵便番号990-8570（住所は不要です）山形県広報推進課「県民のあゆみ」１月

号プレゼントクイズ係 

締め切り：１月31日（水曜日）（当日消印有効）※応募いただいた個人情報は、賞品発

送と「県民のあゆみ」の記事作成にのみ使用し、それ以外の目的には使用いたしません。

なお、当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。 
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タイトル）やまがたモノガタリ 

テーマ）餅 

鏡餅や切り餅などお正月には欠かせない餅づくりについて城北麺工さんから話をお聞

きしました。 

 

１日に切り餅で65,000個を生産 

餅は昔から神秘的な霊を宿すと考えられ、田植えや稲刈りの時、神に感謝しながら食

べる特別な物でした。今でも子どもの成長の節目に餅をつくなど「餅文化」が伝えられ

ています。城北麺工では、農家から杵と臼を借りて餅つきをしたのが始まりで、現在で

は１日に26トンもの餅を作っています。食べ方は様々ありますが、山形といえば納豆餅。

多くの家庭で作られ、お店にも並びますが、実は他県ではあまり見られない、珍しい食

べ方なんです。 



 

餅の最大の敵は「かび」 

 防腐剤などを使わずに作るため、餅はすぐにかびてしまいます。かびのもとになる菌

がつくのを防ぐため、工場内は手術室の50倍ものクリーン状態を保っています。また、

なめらかでよく伸びるコシのある餅にするには、とても大きな力が必要です。そのため、

手で餅つきするのと同じ方法にこだわり、臼を回転させながら60キロの杵で100回もつ

きます。 

 

ピザの具やアスリート食に 

切り餅はたった２個でご飯一膳分のカロリーになります。小さくて消化しやすく、腹

持ちもいいため、トライアスロンやマラソン選手のエネルギー補給食として注目されて

います。 

 また最近は、一辺が５ミリ程度ととても小さいサイコロ餅が好評で、ピザやグラタン

の具として使われています。さらに、結婚式で配るハート型餅など、新しい商品開発に

も取り組んでいます。 

 

こうして作っています。 

１． 

割れている米や異物を徹底して取り除いた玄米を全て自社で精米します。洗米後、水に

浸し、ふかして蒸し米をつくります。 

 

２． 

蒸し米を昔ながらの杵と臼を再現した機械でつきあげます。こうすることで層ができ、

なめらかな食感の餅になります。 

 

３． 

つきあがった餅を板状にし、かび菌の繁殖を防ぐため冷蔵庫で素早く冷やし固めます。

その後で切り分け、一つずつ袋に入れて完成です。 

 

 

城北麺工株式会社（山形市）さんからのメッセージ 



日本の伝統食品である餅と麺を、材料の地産地消や製法にこだわって作っています。ス

ポーツの世界でも見直されている、おいしい本物の餅をぜひたくさん食べてほしいと思

っています。 

電話 023-643-5501 

写真キャプション）お話をお聞きした佐藤 誠さん 

 

やまがたモノガタリ・・・「山形県産品愛用運動」参加企業が製造している県産品を紹

介しています。 

検索ワードに“山形県産品愛用運動”を挿入しクリック！ 
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