平成２７年８月号（H27/8/3発行）
（偶数月に発行します）

◀御積島と烏帽子群島（酒田市飛島）

１年前プレイベント＆
豊かな海づくりフェスタ開催
平成28年秋に本県で開催される
全国豊かな海づくり大会の１年前プ
レイベントと豊かな海づくりフェス
タをご紹介します。
１年前プレイベントは、来年の本
大会の会場となる鶴岡市と酒田市で
開催します。
はじ め に 9 月 1 9 日 （ 土 ）鶴 岡 市
鼠ヶ関港で開催する「１年前プレイ
ベントin鼠ヶ関」をご紹介します。
多くのご来賓の方々をお招きし、
地元漁業者のご協力のもと記念放流
と漁船による海上歓迎パレードを本
番さながらに行います。記念放流で
は、本大会と同じヒラメ、トラフ
グ、クロダイを放流します。海上歓
迎パレー
ドでは、
漁法紹介
とともに
多くの漁
船が賑や
かに海上
（写真はイメージです。）
をパレー

ドしますので、皆さんぜひお見逃し
なく。賑わいブースでは、地元の皆
さんのご協力による各種出店をはじ
め、豊かな海づくり大会ＰＲブース
など多数出展して盛り上げます。
続いて酒田市では、公益ホールを
会場に「記念式典行事」を開催する
予定です。海づくり大会旗の披露や
各種表彰受賞者の紹介のほか、さか
なクンによるトークショーなどを開
催し、来年の本大会に向けた機運の
醸成を図ります。日時など詳しい内
容は大会ホームページ等でお知らせ
いたします。
最後に紹介する「豊かな海づくり
フェスタ」は、10月～11月にかけて
庄内２市３町で開催される様々なイ
ベントと一体となって庄内全体で海
づくり大会を盛り上げようと企画し
たものです。皆さん、ぜひ「１年前
プレイベント」・「豊かな海づくり
フェスタ」へお越しください。
＜大会ホームページ＞
http://yutakanaumi-yamagata36.jp/

豊かな海づくりフェスタ（予定）
■10月４日（日）
フェスタ庄内町
「あまるめ秋まつり」
■10月17日（土）～18日（日）
フェスタ鶴岡市
「つるおか大産業まつり」
■10月25日（日）
フェスタ遊佐町
「鮭のつかみどり大会」
■10月31日（土）～11月１日（日）
フェスタ酒田市
「やまがた庄内・農山漁食まつり」
■11月15日（日）
フェスタ三川町
「食の都庄内フェア（仮称）」

（全国豊かな海づくり大会推進課
事業推進担当）
℡0235-64-0819
もっけだのん
も待ってるよ

お休み処の開設～加茂地区活性化プロジェクト～
鶴岡市加茂地区は、県指定『庄内景観
回廊』のモデル地区なっています。この
指定をきっかけとして、地区住民を中心
に、東北公益文科大学・県・鶴岡市が加
わりながら、地区内にある素晴らしい景
観資源を活用した地域づくりを進めてお
り、これまでに地域マップの作成や案内
サイン（看板）の設置等、「そぞろ歩
き」を楽しんでもらう環境整備を行って
きました。
平成26年6月には、加茂水族館がリ
ニューアルオープンし、多くの観光客が
加茂に訪れており、第２駐車場と水族館
の間を徒歩（約20分）で移動される方
も増えております。そういった方々に楽

しく「そぞろ歩き」をしてもらうため、
７月19・20日の２日間、途中の極楽寺
にお休み処を設置して、加茂の景観ス
ポットの紹介やお茶の提供などを行いま
した。
当日は台風11号の影響が心配されま
したが、大きな天候の崩れはなく、多く
の方に訪れていただきました。
サービスの冷たい麦茶を飲みながら、
今見てきた水族館の話や加茂地区の街並
みの話に花が咲きました。皆さんもぜひ
加茂地区を「そぞろ歩き」してみてはい
かがでしょうか。

極楽寺でのおもてなし

（建設総務課 事業調整担当）℡0235-66-5569
第２駐車場でマップを提供
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庄内に移住しませんか？「やまがたハッピーライフカフェ」を開催！
山形への移住を考えている方や山
形に興味のある方に山形の魅力や暮
らしを知ってもらうため、やまがた
暮らしセミナー「やまがたハッピー
ライフカフェ」を7月12日（日）に
東京有楽町の東京交通会館で開催し
ました。
今 年度 、 県 では 「 や まが た ハッ

ピーライフカフェ」を10回開催し
ます。3回目となる今回は、庄内総
合支庁と2市3町が連携した組織
「庄内地域移住交流推進協議会」が
初めて主催しました。東京都や埼玉
県、千葉県など首都圏を中心に30
名を超える方々からご参加いただき
ました。
鶴岡市に移住
した先輩移住者
の体験談披露
や、県や市町の
担当者による庄
内の魅力や移住
に向けた取組み
の紹介、個別相

談会などを行いました。参加者は、
移住者の生の声や県・市町の説明に
熱心に耳を傾けていました。中には
今後1～2年の間に庄内への移住を検
討している方もおり、住まいや仕
事、冬の生活などについて、より具
体的な相談が寄せられました。
庄内地域移住交流推進協議会が主
催する「やまがたハッピーライフカ
フェ」は11月14日（土）にも開催す
る予定です。
「すまいる山形暮らし情報館」
http://www.pref.yamagata.jp/ylife/
山形暮らし

（地域振興課 地域振興担当）

℡0235-66-5442
ちょっと未来の自分のこと考えてみませんか？

「未来の自分 見つけて、磨いて、幸せになろう講座」開催します
毎日一生懸命がんばっているあなた、
ちょっと未来の自分を見つけてみません
か？幸せになるために役立つヒント満載
のセミナーを開催します。
○対象：庄内地域在住・在勤の独身男女
○募集人数：鶴岡会場、酒田会場とも
各回男女各15名
○内容
①未来の自分を見つける講座
②自分磨き講座
③ベストパートナーの見つけ方講座
○参加費：受講料は無料
第３回交流会参加費：男性5,500円
女性3,500円

○日時・場所
鶴岡会場
日時

酒田会場
場所

第1回 9月15日(火)19～21時

にこふる

第2回 10月20日(火)19～21時 にこふる

日時
9月17日(木)19～21時

場所
酒田市交流
ひろば

10月22日(木)19～21時 酒田市交流
ひろば

第3回 11月14日(土)14～17時 鶴岡ワシン 11月7日(土)14～17時 ホテルリッチ
※交流会17時～
トンホテル ※交流会17時30分～ ＆ガーデン
○申込方法：下記担当までお問い合わせ願います。
（子ども家庭支援課子育て支援・女性青少年担当）
℡0235-66-2104

「かわいい！」 乳幼児と高校生のふれあい体験
子育て中の母親や乳幼
児と高校生との「ふれあ
い体験」が7月8日、NPO
法人「にこっと」（片桐晃子理事
長）の協力のもと、県立遊佐高校で
開かれました。

2年生38人が参加し、初めに遊佐
町の保健師から①今後のライフプ
ランについて②普段の生活から健
康的に過ごすこと③不妊治療④タ
バコや危険ドラッグについての講
義を受けました。その後、４つの
グループに分かれ、母親・乳幼児
と生徒が交流。恥ずかしがりなが
らも代わる代わる赤ちゃんを慎重
に抱っこし、「かわいい」の声が
あちらこちらで上がりました。
生徒からは、「思っていたより
も重かった」「抱っこしていると
きの自分の緊張が赤ちゃんにも伝
わっていると感じた」などと感想
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があり、母親
からは、「子
育ては大変な
こ と も 多 い
が、喜びはそ
れ以上に多いので、楽しんで育児をし
てほしい」とアドバイスがありまし
た。
今回の体験から、生徒一人ひとりが
将来自分が親になったときのイメージ
を掴み、積極的に子育てをしてくれる
ことを期待します。
（子ども家庭支援課 子育て支援・
女性青少年担当） ℡0235-66-5457
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メダカをシンボルとした家根合の『地域づくり』
庄内町家根合地域では、平成11年
度から実施したほ場整備事業を機
に、在来種クロメダカを守ろう、と
いう町立余目第一小学校の子どもた
ちの声から保全活動が始まりまし
た。この活動は、小学校の環境学
習、農業体験へと広がり、地域の大
人も巻き込んだ活動へと発展してい

ます。
平成23年から、メダカが棲める
環境で育った米を『めだかの里米』
として販売し、その作付面積は120
ｈａまで拡大しています。また、大
人の楽しみとして醸造した『メダカ
ライス純米酒』（めだかの里米を使
用）も安定した出荷販売が行われて
います。
これらの活動がテレビ等で紹介さ
れ、皆さんに応援していただくこと
が、家根合地域を元気にする力に
なっています。
地域づくり、地域活性化のタネ
は、皆さんのすぐそばに落ちている
のかもしれません。地域を盛り上げ

「まるっと鳥海わくわくキャンペーン」について
平成27年6月13日（土）から9月
30日（水）まで環鳥海地域（由利
本荘市・にかほ市・酒田市・遊佐
町）の観光スポットを回ってスタン
プを集めて応募すると抽選ですてき
な商品が当たる「まるっと鳥海スタ
ンプラリー」を行っております。
このスタンプラリーでは、秋田

由利高原鉄道 矢島駅

連載

県・山形県 各々15カ所 計30カ所の
スタンプ設置施設があります。その
ひとつ、秋田県由利本庄市 由利高原
鉄道 矢島駅を紹介します。
由利高原鉄道は、羽後本荘駅と矢
島駅を結ぶ延長23ｋｍの第三セク
ターのローカル線です。「秋田おば
こ」と呼ばれる絣（かすり）の着物
をきたアテンダントが乗務する「ま
ごころ列車」が運行され、その軽快
な語り口は列車の中を和ませます。
また、矢島駅にある売店「まつ子の
部屋」では、元気な店主・佐藤まつ
子さんが桜茶とともに出迎えてくれ
ます。巧みな会話は大変楽しいひと
時で、電車の出発時刻を忘れそうに

るタネを一緒に探してみませんか。
農村計画課では、農山漁村活性化プ
ロ派遣事業により、それぞれの地域
に適した方法を提案しながら、様々
な形で『地域の元気づくり』を応援
する事業を実施しています。
（農村計画課 事業担当）
℡0235-66-5561
環鳥海のイメージマスコット
「まるっとくん」

なります。
ぜひ、環鳥海
地域の観光地を
訪れてみてください。驚きと感動
がいっぱいです。
（観光振興室） ℡0235-66-2126

秋田おばこがお出迎え
（佐藤和博氏撮影）

庄内深発見 「松尾芭蕉～おくのほそ道～」

日本を代表する俳諧師、松尾芭
蕉。芭蕉といえば、紀行文『おく
のほそ道』が有名ですよね。今回
は芭蕉が紀行で訪れた、庄内地方
の隠れた名所を紹介します。

芭蕉は、現在の暦の7月～8月にか
けて20日あまり庄内に滞在し、出羽
三 山 や 鶴 岡 ・ 酒 田 地 区 を巡 り ま し
た。
鶴岡市の羽黒山中にある南谷は
「有難や 雪をかほらす 南谷」と詠
まれています。ここは芭蕉が６日間
宿泊したという別院紫苑寺の跡地で
あり、夏でも涼しく幽玄な雰囲気が
漂う場所です。
また、芭蕉が出羽三山に向かう際
に通った、庄内町肝煎と鶴岡市添川
間の山道“回天の道”の途中には、
山伏峠というところがあります。峠
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にある展
望台から
は庄内平
野が一望
でき、天
気が良ければ日本海や鳥海山までみ
えるという絶景のスポットです。
どちらも今の時期にぴったりの場
所ですので、興味のある方はぜひ一
度足を運んでみてください。

＜支庁ニュース編集員＞
税務課 本間千尋

木質バイオマスボイラー・太陽光
発電設備が稼働中です。

第１回知恵袋委員会（庄内地域）を
開催しました。
7月9日（木）、平成27年度第１回山形県知恵袋委員会（庄
内地域）を開催しました。
今年度庄内地域では7名の方に委員を委嘱しています。
今回の委員会では、地方創生の総合戦略策定を見据え、人
口減少対策を大きなテーマとして御提言いただきました。
委員の皆さんからは、子育てへのシニア世代の出番づくり、
産業振興の方策、農家の空き家を活かした移住施策等、それ
ぞれの分野のお立場から貴重なご意見をいただきました。
今後、県としての対応を検討し、その結果について3月上旬
に開催する第2回委員会でご報告する予定です。
（総務課
総務係）
℡0235-665598

庄内地域では最大規模となる「木質バイオ
マスボイラー（2基合計出力910kW）」が完成
し、庄内地域の木材を使ったペレットを燃料とし庁舎
の冷房に活躍しています。また、新ボイラー棟屋根に
は太陽光パネル90枚（出力20kW）を設置し庁舎電力
の一部として使用しています。
木質バイオマスボイラーは、庁舎の冷暖房のほか、
災害による停電時も庁舎講堂（災害対策本部を設置）
の暖房に使用され、また、太陽光発電は蓄電し停電時
の非常用電源として使用できます。
県では再生利用可
能エネルギーの開
発・利用促進を推進
しており、今回整備
した施設について、
企業・各種団体の方
の見学を受け付けて
おります。関心のあ
る方はご連絡ください。（総務課 総務係） ℡0235-66-5421

お知らせ
「男女(みんな)のセミナー」参加者募集

自殺予防週間パネル展示のお知らせ

遊佐町を会場に庄内地域男女共同参画講座（全４回）
を開催します。
第１回は「わが町再発見」と題した基調講演とパネ
ルディスカッションです。
●日時 8月24日(月) 午後1時30分～
●場所 遊佐町生涯学習センター
●内容
○基調講演「わが町再発見」講師 小田島 健男氏
○パネルディスカッ
ション
「わが町再発見」
～ 移住者の視点から
見た遊佐町～
●申込方法 下記担当
までお問い合わせ願い
ます。
（子ども家庭支援課
子育て支援・女性青少
年担当）℡0235-66-2104

毎年9月10日（世界自殺予防デー）からの1週間は自
殺予防週間です。
庄内保健所では、心のサポーター（ゲートキー
パー）や自殺の現状に関するパネル展示を行います。
身近な問題としてぜひご覧ください。
●日時 9月10日（木）～9月16日（水）
8時30分～17時15分 ※土日祝日除く
●場所 庄内総合
支庁1階ロビー

庄内総合支庁主催事業や庄内の旬の情報発信中！みてね！

８・９月の主な行事
日

曜 時間

（実施中）
～9/30まで
（実施中）
～10/12まで

（地域保健福祉課
精神保健福祉担当）
℡0235-66-4931

行事名

会場等

担当所属

電話

観光振興室

0235-66-5492

まるっと鳥海わくわくキャンペーン２０１５
環鳥海地域内の道の駅や観光施設等をめぐるスタンプラ
リーを実施（抽選で宿泊券や特産品が当たります。）

庄内「おすすめ観光スポット」スタンプラリー
庄内５市町及び戸沢村の観光スポットをめぐるスタンプラリー
を実施（抽選で宿泊券や特産品が当たります。）

発行元：山形県庄内総合支庁総務企画部総務課

環鳥海地域の30施設
庄内５市町及び戸沢村の
観光スポット１９箇所
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