百花繚乱
冬の奥おおえ
「奥おおえ柳川温泉雪まつり」が、２月８日
に開かれました。少雪のため、予定されていた
大かまくらの代わりに「竹灯籠」が作られるな
ど、例年とは装いを異にした雪まつりとなりま
したが、冬の花火大会は予定通り開催。雪の舞
う夜空に70発の花火が次々と咲き乱れ、来場
者の目を楽しませていました。

特
集

3
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新町長に聞く

№ 709

任期初日の３月６日朝、大きな拍手に迎えられながら初登庁した松田清隆町長

新町長に聞く

～松田清隆町長インタビュー～

夢を共有できるまちづくり
渡邉前町長の任期満了に伴う町長選挙が２月11日に告示され、前副町長の松田
清隆氏が無投票で初当選し、第６代大江町長に就任することが決定。３月６日に初
登庁し、この日より松田町政がスタートしました。松田新町長のまちづくりにかけ
る思いと、今後４年間、そして将来にわたる町政のビジョンについて、町長自身の
言葉で語っていただきました。

令和２年３月号・2

も必要な事業だと強く感じ

住宅団地の整備はこれから

が 建 っ て い る 姿 を 見 る と、

た。今、団地に多くの住宅

業に関わることができまし

りから分譲までの一連の事

の取り組みでは、構想づく

のための美郷地区住宅団地

があります。定住人口増加

したので、いろいろな思い

さまざまな仕事を担当しま

年以上にわたって町の

ありますか。

に印象に残っていることは

これまでを振り返って、特

副 町 長 を 務 め ら れ ま し た。

て 課 長 職 を 歴 任 さ れ た 後、

――松田町長は町職員とし

と思います。

う意味でも画期的な事業だ

ケーション能力の養成とい

おこないました。コミュニ

の中学生の宿泊英語研修を

ローバルゲートウェイ」で

実施し、今年度は「東京グ

学生海外派遣事業を３年間

本町では平成

――国際理解教育といえば、

じました。

るようになってほしいと感

国の方とも気軽に交流でき

の興味を持ってもらい、外

子どもたちにもぜひ外国へ

続けています。これからの

年以上過ぎた今でも交流を

にも留学生を受け入れ、

との交流事業では、我が家

て、高校時代に３人でバン

ました。ギターも弾いてい

テナーサックスを吹いてい

高校時代は、吹奏楽部で

はお持ちですか。

――ちなみに、趣味や特技

るはずです。

ちにとって大きな財産にな

に気付くことは、子どもた

文化に触れて新しい価値観

大事だと思います。外国の

そういう感覚を持つことが

ン を 始 め る こ と が で き る、

そこからコミュニケーショ

点 を 持 つ こ と が で き れ ば、

りの会話の中で少しでも接

なんですね。お互い手さぐ

たちには雪に親しむ遊びの

くなっていますが、子ども

がスキーをする機会は少な

らやっていて、今は私自身

改めて実感しました。支え

こ と な の だ と い う こ と を、

外の多くの人々に関係する

ですが、それ以上に自分以

年度から中

外国の方も、私たちがペ

などを演奏したこともあり

ドを組んでフォークソング

でほしいと思っています。

一つとしてスキーを楽しん

にも、これからがんばって

てくださった皆さんのため

っています。

また、国際理解教育の一

家庭菜園も楽しんでいます。

――無投票での初当選とい

いかなくてはならないと思

畑の草むしりを無心になっ

う結果については、どのよ

さまざまな方からの要請

て黙々とやるのが、リフレ

――このたび初めて町長選

を受けて立候補しましたの

うにお考えでしょうか。

に立候補されて、どのよう

ればならないという思いを

で、その気持ちに応えなけ

選挙というのはもちろん

持っています。無投票とい

に感じられましたか。

ッシュになっていますね。

また、趣味の範囲ですが

ここにしかない魅力を
創り出していきたい

ます。スキーも若いころか

では私たちと話さないはず

ます。

10

ラペラと英語を話せる前提
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40

環で担当したモンタナ大学

▲平 成19年度に実施された本町とモンタナ
大学との交流事業で来町し、松田町長（当
時教育文化課勤務）宅にホームステイして
いたエリンさん（写真中央）。昨年９月の
「大江の秋まつり」に観覧に来ていたエリ
ンさんを、松田町長（当時副町長）が来場
者の皆さんに紹介しました

自分自身に関わることなの

3・広報おおえ

新町長に聞く
■特集

う結果については、これま
での行政経験を生かして町
政をリードしてほしいとい
う町民の皆さんの期待の表
れだと受け止め、がんばっ
ていきたいです。
――他の市町村にはない本

クターを活用してＰＲをお

ーバ―」など独自のキャラ

――他市町村では「Ｖチュ

の活用は必須だと思います。

は、ＳＮＳやＰＲ動画など

れらをＰＲしていくために

しょうか。全国に向けてこ

のとして映るのではないで

い世代の目にも魅力的なも

史的・文化的な遺産は、若

も流行しました。本町の歴

――これからのまちづくり

ませんね。

とっての憧れなのかもしれ

身ヒーローは子どもたちに

うです。いつの時代も、変

ざまな活動をされているよ

だけでなく、町外でもさま

りますね。町内のイベント

子どもたちに大変人気があ

「 シ ェ イ ガ ー」 は 小 さ い

ガー」がいますね。

えば、すでに「憑身シェイ

年後の町を見すえ
若者や女性の声に応える

こなっている例もあるよう

に取り組んでいく上で、特
でしょうか。

に重視されていることは何

です。
何か、良いキャラクター
を作ってください（笑）。

でしょうか。でも、ヤマガ

タダイカイギュウになるの

ーとなると、やはりヤマガ

手掛けてきた町営住宅建築

があります。これまで町が

んでもらうかを考える必要

若い世代の人々に町内に住

人口減少をいかに抑えて、

タダイカイギュウをモチー

などのほかに、民間事業者

――本町らしいキャラクタ

フにしたキャラクターとい

（写真）①昨年11月10日の物産味覚まつりにて、相撲をとる日本一
くんとシェイガー。今後はキャラクターを最大限活用したＰＲも重要
②昨年10月11日に開かれた全国文化的景観地区連絡協議会大江大会
の現地視察にて、清野家を見学する参加者。重要文化的景観の街並は、
歴史ファンのみならず若い世代や女性の方々の関心を引くことが期待
される ③１月11日、子育て支援センター「ぱれっと」で開かれた
だんご木飾り交流会の模様。町の宝である子どもたちを、より産み育
てやすい環境づくりを目指す

町の魅力といえば、どのよ
うなものがあるとお考えで
しょうか。
本町の魅力というと、「豊
かな自然」や「温泉」など
が す ぐ に 思 い 浮 か び ま す。
私もこの町で生まれ育った
一町民として、この２つは
大きな魅力だと思いますし、
さらなる利活用が必要だと
感じています。ただ、同様
の特色を持った町は全国に
数えきれないほどあります。
その中で、ここにしかない
魅力を創り出していかなけ
ればなりません。
他の町にないものという
ことであれば、重要文化的
景観、左沢楯山城跡などが
あります。最近、刀剣や戦
国武将などに興味を持つ若
者が増えていると聞きます
し、「 歴 女 」 と い っ た 言 葉

③

②

①

60

令和２年３月号・4

に働く場所を増やしていく

択肢を増やすために、町内

ます。若者が働くための選

件は非常に良いと思ってい

り、住居を構えるための条

町内や周辺に工業団地もあ

本 町 は 交 通 の 便 が 良 く、

かと考えています。

に入れても良いのではない

と連携した住宅施策も視野

います。

会を設けられればと考えて

え方をお聞きできるような

は、若い世代の皆さんの考

言を多数頂きました。今後

こない、非常に有意義な提

団体の皆さんと座談会をお

と題してさまざまな地域や

とわいわいクロストーク」

思います。昨年度は「町長

は、とても大切なことだと

ぞれの幸せを感じられる町

して、町民の皆さんがそれ

きました。その経験を生か

さらに町職員として働いて

お願いします。

の皆さんへのメッセージを

――最後に、町長から町民

いってもらいたいです。

れをこれからの武器にして

られると思いますので、そ

後継者の問題などさまざま

の問題、農林業や商工業の

いと健康づくり、医療体制

その他、高齢者の生きが

これからどのようなことを

―― 町 の 職 員 に 対 し て は、

いけません。

と取り入れていかなくては

また、女性の意見ももっ

向性を示す大切な計画です

これは今後

計画策定の年になっており、

私はこの町に生まれ育ち、

ことも必要ですね。

ありますが、すべては人口

求めていきますか。

ます。

年間の町の方

れぞれアイディアを持って

若手の職員も、みんなそ

まちづくりは住民の皆さ

かなくてはいけません。

ので、しっかりとやってい

今年は第

次大江町総合

にしていきたいと思ってい

減少をいかに抑えていくか
ければいけません。

いるのではないかと思いま

ということを中心に考えな
――町長が今後取り組もう

が知恵を出し合い、行動す

んが進めるものであり、い

たくさんの町民の方々と

ることが大事です。町民の

す。もっともっと声を出し

交流を持つことも大切です。

皆 さ ん の 声 を 大 切 に し て、

としている重点項目の中に
ちづくりに生かす」という

例 え ば、「 地 域 の 魅 力 見 つ

この町の未来のためにみん

ろいろな世代や立場の方々
ものがありますが、現時点

け隊」として町職員が地域

なで「夢を共有できるまち

てほしいですね。

でお考えになっているビジ

のお手伝いをする取り組み

づくり」を目指して一緒に

「若い世代や女性の声をま

ョンはありますか。

があります。お祭りのお手

取り組んでいきたいと考え

60

のを考えた場合、今の

代、

年後の町というも

伝いなど、さまざまな活動

ています。

20

次の

代の皆さんがこの町をど

をする中で多くのものが得

5・広報おおえ

10

10
う思っているかを知ること

30

新町長に聞く
■特集

【プロフィール】
松田清隆（まつだきよたか）
昭和33年左沢生まれ。61歳。
昭和52年大江町役場へ奉職。教育文
化課長、産業振興課長、総務課長を
務め、平成30年４月に副町長に就任。
令和２年１月まで務める。

悔・展望・健康・年齢・時代などな

めさせていただきました。逡巡・後

た。１期、２期、３期と

年間、務

職責の任期」終了の期日となりまし

令 和 ２ 年 ３ 月 ５ 日、「 大 江 町 長 の

られました。いつも広い視野で、温

ご承引いただきました方々が多くお

りしながら、気持ち良くその役目を

をお持ちになり忙しい時間を切り盛

委員会などのメンバーとして、仕事

区・消防・交通・教育、その他の

渡邉 兵吾

ど、 膨 大 な 雑 念 が 念 頭 を 走 り 回 り、

前大江町長

町を支えてくださる
全ての皆さんへ

the farewell

退任のごあいさつ

孤独孤立の念にも襲われはしました

た。メンバーの方々に寄せられた高

かい思いを込めたご提案を受けまし

は

が、次期町長選挙には、被選挙人と

ま せ 育 て て き た よ う に 思 え ま す が、

思えば、先人は時間を食み、今日
変えてくれました。大江町の明日を

民主主義の完成形は道半ばだ、とも

い評価を誇らしくうれしく思います。 な笑顔を。運動会や文化祭など多く
商業・工業・農業、生産・流通・

創る若い力に、安心と明るい未来を

して手を挙げない「自己決定」をさ
の皆様方から頂きましたご支援・ご

消費に関わる事業など、正しく大江

評されています。来た道に、行く道

緊要に求められた事案、要望として

上げます。ありがとうございました。 も思えます。にもかかわらず、いつ

頭の下がる思いで、心から感謝申し

災害のような状況下でのご支援には

公約として言葉に表した事案から、 ますが、ご協力を頂きました。激甚

には厳しいお願いがあったかと思い

知しないでごり押しがあったように

こともありました。得手不得手を承

しました。思いを強力に申し上げた

町の職員には、時に無理をお願い

げます。ありがとうございました。

がら、皆様のご健勝をお祈り申し上

て未来永劫在り続ける確信を感じな

その一隅にゆったりと毅然、凛とし

な人権が尊重される世界、大江町も

しています。安心安定平和で基本的

にも私たちも立って歩いていこうと

寄せられた事案まで、議案として議

でもどこでも期待に応えていただき

いました。

会に上程し審議、議決を頂き執行い

幼児・小学生・中学生・高校生・

ました。充実した時間は、職員各位

行政と一体となった思いのもと、時

たしました。議員の方々からは、い

大学生……、みんなから本当に元気

ざいました。

つも大所高所から、車の両輪として

時計の裏ネジ

成れずとも

せめて成りたや

時計の針には
の後方支援の賜物であります。本当
にありがとうございました。

をもらいました。いつも明るいあい

けました。ありがとうございました。 さつを、多くの正直な言葉を、素敵

執行体と議会をとらえたご指導を受

御礼を申し上げます。ありがとうご

常の暮らしの中の激励のお言葉とに、 町の現場を支えておられる方々には、 確信いたしました。ありがとうござ

指導・ご協働に心からの感謝と、日

の民主主義の形を一歩ずつ確実に進

▲町長としての功績に対し、山形県町村会会長の
原田眞樹庄内町長より感謝状が贈られました

の行事での大活躍は、減気を元気に

写真

ありがとうございました。

▲任期最終日となった３月５日、職員に見送られ
ながら庁舎を後にした渡邉前町長

せていただきました。在任中に町民
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令和２年３月号・6

町政 Topics

町の取り組みをお伝えします

新型コロナウイルス感染症による影響とその対策について
12月の中国湖北省での感染確認に端を発す
る新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、
日本国内でも感染者が増加し続けています。
本県においては３月６日現在感染者は確認さ
れていないものの、県は感染拡大防止のため新
型コロナウイルス感染症対策本部を設置し、医
療体制の整備や感染症対策に関する広報・相談
などの対応策を講じることとしました。
こうした中、本町では２月27日に新型コロ
ナウイルス感染症対策連絡会議、３月２日には
町長を本部長とする対策本部を設置。町民の感
染症予防の措置をはじめ、町関連行事などの自
粛、感染症の予防と対策に関する情報提供とい
った対応方針を打ち出しました。
また、国からの全国の小中高校の臨時休校要
請を受け、町教育委員会では町立小中学校を３
月３日から春休みまで休校とすることを決定。
県立高校の左沢高校も２日から休校となり、３
日の卒業式も規模を縮小しておこなわれました。
感染拡大の収束の時期について、現時点では
見通しが立っていません。感染予防のための対
策を各自で取っていただくとともに、国・県・
町・町教育委員会など公的機関が提供する情報
をこまめに確認し、出所の不明な情報を安易に
信じることなく冷静に行動していただくようお
願いします。

◎感染症対策に伴う施設などの利用制限
施設名

中央公民館
ふれあい会館
克雪管理センター
町立図書館
歴史民俗資料館
体育センター
西地区体育館
本郷西地区体育館
七軒東地区体育館

期間

備考

制 限 対 象は
高校生以下
３月19日 （ただし、図
(木)まで 書 館で の 本
の貸出・返却
は可能）

テルメ柏陵健康温泉館
（大広間・会議室）
３月15日
柏陵荘（大広間）
(日)まで
柳川温泉（大広間）

◎感染症対策に伴うその他の措置
内容

申告相談

措置内容

４月16日(木)まで申告相談
期間を延長（役場庁舎にて
実施、要予約）

ファミリーサポートセ
電話での受付対応
ンター事業育児相談
育児相談

電話対応

※これらの措置は３月６日現在のものです。今後
の状況の推移により変更される場合があります。
7・広報おおえ

▲今 年度最後の登校日となった３月２日、在校生に花の
アーチで送られて校舎を後にする左沢小学校の卒業生

▲同じく３月２日、本郷東小学校では「門出式」がおこな
われ、卒業生一人ひとりに在校生がエールを送りました

◎感染症対策のため中止されたイベントなど

・健康講話＆料理教室
・左沢景観探検隊パート２
・糖尿病予防教室
・１歳６カ月児健診
・元気はつらつ・シルバー講座
◆３月６日(金) ・お達者教室
◆３月８日(日) ・青苧遺伝子分析調査報告会
・地域おこし協力隊・集落支援員
活動報告会
◆３月11日(水) ・育児相談・健康相談
・みんなの茶の間
◆３月11日(水) ・大江のひなまつり関連行事
～29日(日)
※詳細は15ページに掲載
◆３月12日(木) ・いきいき貯筋教室
◆３月13日(金) ・「ねことじいちゃん」上映会
・生きがい教室
◆その他（３月末まで複数回開催予定だったもの）
・健康維持教室
・認知症予防教室
・少年少女書道教室
※子育て支援センター「ぱれっと」は３月31日(火)
まで休館し、行事もすべて中止となります。
◆２月28日(金)
◆３月１日(日)
◆３月３日(火)
◆３月４日(水)

輝いて今

さまざまな分野において活躍され、表彰された町民の方々を紹介します

今年度の「明るい選挙啓発ポ
スターコンクール」がおこなわ
れ、町内の小中学校・高校の児
童生徒たちから多数の作品が寄
せられました。
町選挙管理委員会の第１次審
査を経て、２１０点の応募作品
の中から 点の作品が県選挙管
理委員会による第２次審査へと
進み、審査の結果、個人の部で
小学生１名、高校生１名の作品
が見事特選に輝いたほか、団体
の部では左沢小学校と左沢高校
が優秀校に選ばれました。
49

左沢高校３年

戸田豊美さん

２０１９年度山形県明るい選挙啓発ポスターコンクール

今野由愛さん

個人の部・特選
今野由愛さん
（左沢小学校２年・月が丘）
戸田豊美さん
（左沢高校３年）
団体の部・優秀校
左沢小学校
左沢高校

【特選受賞作品】

左沢小学校２年

町内の小学生から亘理町へ
太平洋沿岸部を中心に大きな被害が発生
し、数多くの方々が犠牲となった、平成23
年３月11日の東日本大震災。あの日から９
年が経った今も、被災地と被災者の皆さんの
心には、深い傷跡が残ったままです。
平成21年以来本町と交流があり、地震と
津波で大きな被害を受けた宮城県亘理町の皆
さんを応援するため、今年も町内の小学生が
支援活動をおこないました。
左沢小学校５年生は、11月２日に文化祭
来場者から義援金を募り、お礼の品として米
作り体験で収穫した米をプレゼント。その際
に集まった約６万７千円を寄付していただき
ました。
本郷東小学校の３年生からは、リンゴ栽培
体験で収穫したリンゴを販売した際の売上金
約１万８千円を寄せていただきました。
町でお預かりした子どもたちからの義援金
は、２月28日に亘理町に届けられました。

▲２月27日、左沢小学校５年生より

▲２月26日、本郷東小学校３年生より
令和２年３月号・8

19

２月７日に３歳児健診を受けた元気なちびっ子たちを紹介します！（順不同）

Castillo Mizukiちゃん
（山崎）

斎藤 龍志くん
（藤田）

松田 芳胤くん
（諏訪原）

石山 薫くん
（若原）

柏倉 隼人くん
（富沢）

伊藤 幸成くん
（小見）

鈴木 綾乃ちゃん
（小漆川）

古沢 昊雅くん
（藤田）

阿部 凛子ちゃん
（月布）

庄司 麻那ちゃん
（貫見）

武田 綾愛ちゃん
（みなみ）

レイニング 頼路くん
（小見）

鈴木 蒼空くん
（小漆川）

清野 桃果ちゃん
（堂屋敷）

公平 碧羽くん
（小見）

内田 瑛星ちゃん
（深沢）

公平 愛叶ちゃん
（小漆川）

佐々木 はなちゃん
（柳川平）

金子 歩果ちゃん
（３区）

海野 千怜ちゃん
（深沢）

問健康福祉課保健衛生係☎(６２)２１１4
9・広報おおえ

2/13

み

そ

足踏み運動でおいしい味噌に

「女子力アップ講座」の第５回学習講座が、２
月13日に中央公民館でおこなわれました。今回
は新関さとみさん（山形市）を講師に迎え、家庭
での味噌の仕込み方を学びました。
おいしい味噌作りのための大事な工程が、大豆
の粒をまんべんなくつぶす作業。大豆とこうじな
どを混ぜた袋を両足で踏み続けるのはかなりの重
労働で、参加者は「暑い、暑い」と言いながら一
生懸命足踏みを続け、会場の町民ホールは熱気と
こうじの香りでいっぱいになりました。今回仕込
んだ味噌は、９月ごろに仕上がる見込みです。
2/14
〜18

2/15

ひと味違うこのおいしさ！

おおえ国際交流協会主催の「世界の料理教室・
フィリピン料理編」が、２月15日に中央公民館
で開催されました。講師は、一昨年まで地域おこ
し協力隊として活動した管理栄養士の野木桃子さ
ん（中沢口）。フィリピンの食文化や料理、現地
を旅行した際の逸話などを紹介しました。
調理実習では、フィリピンで親しまれている４
品を調理。軽快な食感で風味豊かな春巻き「ルン
ピア」や、コンデンスミルクをふんだんに使った
デザート「ブコサラダ」が好評で、参加者は身近
な料理とはまた違った味わいを楽しんでいました。

町を巡って新たな魅力発見

町誕生60周年博覧会「ＯｅＥＸＰＯ」が、２
月14日から18日にかけて開かれました。このイ
ベントは、節目の年を機に町の魅力に改めて触れ
てもらおうと、ＯｅＥＸＰＯ実行委員会（代表：
大沼兄昌さん・13区）が企画したものです。
期間中は、町内17カ所の公共施設や商店などで
町の産物や町民・町出身者の作品などを展示。ミ
ニ四駆レースや「大江錦」の利き酒、怪談作家・
黒木あるじさんを迎えての怪談会など多彩なイベ
ントも催され、多くの来場者でにぎわいました。

▲巨海院で開かれた黒木あるじさんによる怪談会

▲子どもはもちろん「元・子ども」も白熱したミニ四駆レース

▲ＡＴＥＲＡ２階では60周年記念展示がおこなわれました
令和２年３月号・10

皆さんの地域の情報をどしどしお寄せください。総務課情報システム係 ☎（ 6 2 ）２１８７

2/15

身近な素材で華麗に変身！

東北芸術工科大学の学生有志による企画「おお
フ ァ ミ リ ワ
えFamilywa」が、２月15日に山里交流館やまさ
ぁーべで開かれました。今回で８回目となるこの
企画は、町内の小学生を対象に「ものづくり」の
楽しさを体感してもらおうと実施されているもの
で、この日は15人の児童が参加しました。
今回は、人の体内に住む架空の生物との交流と
いう設定のもと、段ボールやビニールなどを素材
にして衣装などを制作。子どもたちはそれぞれ自
由な発想で作ったカラフルな衣装を身に着け、笑
顔で会場内を練り歩き作品発表をおこないました。

2/18
〜20

台湾の皆さん歓迎光臨！
（ようこそ）

山形大学と台湾師範大学の交流事業が２月18
日から20日にかけて本町でおこなわれ、これに
合わせて町のインバウンド推進に向けたモニター
ツアーが催されました。このツアーは、台湾から
訪れた学生の皆さんに町の観光名所や郷土料理な
どの魅力に触れてもらおうと組まれたものです。
ツアー３日目の20日は、文化的景観の街並や
町が誇る工芸品の工房などを見学し、お昼は青苧
御膳を堪能。台湾の学生からは「町の雰囲気が好
きなので、また来たいです」といった感想が寄せ
られました。
11・広報おおえ

2/16

自身の歩みに新たな発見

まちなか交流館指定管理者Ｐｏｒｔと東北芸術
工科大学コミュニティデザイン学科大江スタジ
オによる企画「あてラボ」が、２月16日に「縁
屋」でおこなわれました。この企画は、小中高生
を対象に、本町を舞台にしてやりたいことを形に
した「マイプロジェクト」を制作するものです。
第１回目となったこの日は、参加者がこれまで
の自分の人生をグラフにした「自分グラフ」を制
作し、グループごとに発表。マイプロジェクトの
作成に向け、他者の視点も交えて自分自身の歩み
を振り返りました。

2/21

斬新な発想でにぎやかに

町老人クラブ連合会主催の大江町老人芸能大会
が、２月21日に中央公民館で開催されました。
この大会は、町内の老人クラブなどに所属する皆
さんが、日頃愛好してきた芸能を演じ、地域を越
えて交流を深めるために毎年開かれています。
今年は合計20組が出演し、歌謡曲や舞踊などを
披露しました。その中で貫見福寿会の皆さんは、
鍋やおたまなど身近なものを楽器に見立てて「チ
ャンチキおけさ」を演奏。「例年と違うことをや
ってみたい」との思いから知恵を出し合ったとい
うメンバーに、一際大きな拍手が送られました。

Ｑ
左沢の町の中を通ると思うの
ですが、中央通り商店街の道

路は車道が狭く、車同士がすれ違う
ことができない状況を目にします。
私も車でこの道路を通っているので、
つくづく不便だと思っています。こ
の道路の車道の拡張をしていただき
たいと思います。
ご指摘の道路は国土交通省の
年に完成しました。

地域おこし協力隊 村中 亮竜

▲自然体験プログラムの一つ「凍み餅」
作りを体験した福島県の子どもたち

記録 的な
山形 の冬といえば「雪」。しかし今 年は
たことがない
少雪。こんなに雪が少ないのは経 験し
は、慣れてい
と皆 さん 口をそろえま す。私にとって
楽と感じま
ない除雪や雪おろしもしなくていいので
資源にしてい
すが、やまさぁーべのような雪を観光
イグルー 作
る施 設にとっては大 打撃 。予定していた
ングといっ
り、雪上デイキャンプ、かんじきトレッキ
作りや
み餅
たプ ログラムを、雪が 無くてもできる凍
更し
に変
験などといったプラン
薪ストーブピザ作り、啓翁 桜の農作 業体
大き
にも
農作 物や自然・生 態系
対応しています。これだけ雪が少ないと
と大 変ですが、結局は普段通り
降る
雪は
ん。
な影 響があるかもしれませ
の暮らしが一番幸せなんですね。

「くらしのみちゾーン」に登

録され、平成
少子高齢化が進む中で中心商店街の
活性化を図るために、地区住民の方
が一体となって「くらしのみちづく
り協議会」を発足させ、車両よりも
歩行者、自転車の通行を優先させる
ことをコンセプトに、社会実験など
もしながら協議をおこない整備した
ものです。現在の道路になるまでに
はそうした経緯がありますので、ご
理解をお願いします。
（担当・建設水道課）
※本コーナーでは「広聴ハガキ」にて
頂いたご意見・ご質問の中から抜粋し、
町としての回答を掲載します。本コー
ナーで掲載したご意見については、紙
面での回答をもって直接のご回答に代
えさせていただきますので、ご了承く
ださい。

歌

●

宇津江雅人

● 短

寒々と布団を重ね寝入りけり父母浮かぶ恵方巻かな

柳川

次郎

黒塀を越へて古松の裏通り栄華を語る茂吉歌碑あり

山家

重之

挽臼で蕎麦の実挽きてそばがきを食わしてくれた在りし日の祖母
佐竹磨砂湖

冬景色小鳥や猫の訪れを花や紅葉のように眺める

顔馴染になりしデマンドドライバーの話上手に支払い忘れ
菊地つねよ

誘ひ合ひごぼう先生の軽体操アコーデオン奏でみんなの茶の間
佐竹 與鼓

老いらくの短き命いかにせむハズキルーペをかけて書を読む
斎藤 徳治

踊り場の闇しんしんと雪の宿

恋の猫寂しき町をふるやかに

雪国の雪なきみ空泣きゐたり

老将は静かに去りてなごり雪

紅梅の花ふくらみて香りみつ

熊谷

安藤

山家

斎藤

柳川

三男

勉

桂花

重之

徳治

次郎

鴨田富士夫

●

春浅し厨に光る打刃物

舟山

啓泉

句

眼力や不動明王春を待つ

伊藤

● 俳

着ぶくれて憂国の士となる男

※４月号の吟遊浪漫コーナーはお休みさせていただきます。
５月号に掲載ご希望の方は、４月 日 必(着 ま)で役場総務課
に作品をお寄せください。
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Ａ

皆さんの声にお答えします
広聴ハガキ
より

No.61

令和２年３月号・12

泰輝さん （
歳・

21

区）

13

No.34

あそびま書 in おおえ教室
代表：鈴木裕美子さん（楢山）

「書いて楽しい、見て楽しい」書を目指す「あそび
ま書 in おおえ教室」は、平成18年６月に初代代表の
村上弘子さん（藤田）を中心にメンバーが集まって開
講されました。講師の鈴木蘭華先生は上山市を中心

▲「あそびま書 in おおえ教室」の皆さん

に県内外で多くの教室を開催しており、一人ひとりの
特徴や上達具合に応じて手本を書き、長所を伸ばす
指導をされています。毎年10月には山形市で書道教
室合同展が開かれ、メンバーの作品が展示されます。
「毎月第２・第４土曜日に中央公民館に集まり、楽
しく会話をしながら書に親しんでいます。他の方の
作品を見ることも、とても刺激になりますね」と話す、
代表の鈴木さん。一緒に作品作りを楽しむメンバー
を、随時募集しています。

13・広報おおえ

▲楽しみながらも真剣に、さらに上のレベルを
目指して練習に励んでいます

夏も冬もアウトドアを満喫！

大泉

寒河江市の製造会社に勤務して丸３年
となった大泉さん。食品トレー製造のオペ
レーターを担当しており、スーパーなどで
自分の作った製品を目にすることもよくあ
るそうです。
「見掛けるたびに『これ作るの大変だった
なぁ』とか、思い出してしまいます」
趣味は、高校生の時に始めたスノーボ
ード。多いときは１シーズンに１０回近く行
くそうですが、この冬は例年にない暖冬と
いうこともあって「あまり行けませんでし
た」と残念顔。その代わり、今年の夏は友
達と一緒にキャンプに行くことを楽しみに
しているそうです。
「今まで夏の趣味がなかったので、キャン
プを始めたいと思い、去年テントを買った
んです。でも結局行けなくて……今年は必
ず行きたいですね」
アウトドアのレジャーが大好きな大泉さ
んですが、道具をそろえるのにお金が掛か
るのが悩みの種。
「そのためにも、仕事をがんばらなくちゃ
いけないですね」と笑っていました。

令和２年度人口動態調査 
（職業・産業）が実施されます
出生や死亡、死産があった場合や、
婚姻、離婚の届出の際に職業・産業
の記入をお願いします。届出をする

がいること、③月額家賃２０３００
円～３０３００円（所得によって変
動します）、④敷金…家賃の３カ月
分、⑤暴力団関係者は入居をお断り
します、⑥町内の方を連帯保証人に
できる方
◆募集期間／３月 日 木( ～) 日 月( )
問建設水道課管理係☎ ６(２ ２)１１６

これから農業を始めようとする方

山形県立農林大学校 
「新規就農研修生」募集！

例示表」を備え付けていますので、

を対象にした研修生を募集します。

市区町村役場の窓口に「職業・産業
記入の際の参考にしてください。不

◆研修名／新規就農支援研修

社会福祉など各施策のための重要な

◆募集人員／新規就農希望者

～令和３年３月）

◆研修期間／１年間（令和２年４月

基礎資料として活用されています。

◆研修先／農業関係試験研究機関、

面積

平方メート

人

ご協力をよろしくお願いします。

先進農業経営者、農林大学校など



☎ ６(２ ２)１１３
町営住宅（大花住宅）の
入居者を募集します

２ＬＤＫ

◆募集戸数／大花住宅（長屋平屋建

て

ル）１戸

◆改定内容／①

令和２年４月１日から「し尿収集

リットルごとに
◆受講料／無料（ただしテキスト、

◆応募の条件／①世帯の月額所得が

協力をお願いします。

手数料」を改定します。ご理解とご

「し尿収集手数料」を改定します

☎０２３３ ２(２ ８)７９４

問山形県立農林大学校研修部

己負担）

…現行１３０円から１３６円に改

後期高齢者医療保険料の
保 険 料 率 が変 わります

傷害保険、宿泊などの必要経費は自

ル以下の場合…現行２６００円から

て活動していただける方を募集しま

令和２年４月ごろから年間を通じ

定、②１回の収集量が２００リット
２７２０円に改定、③仮設トイレ加
※消費税を含みます。

す。活動は全て無償でお願いします。
に改定

はありません。

オリエンテーションがあります。

◆活動内容／診療申込書の代筆援助、

【外来ボランティア】
☎ ８(４ ４)２２５

問寒河江地区クリーンセンター

※ごみ処理手数料については、変更

◆申込期間／３月 日 木( ま)で
※面接で採否を決定します。採用後、

算…現行２０００円から２１００円

河北病院院内ボランティア募集

後期高齢者医療制度の保険料率は、医療費などの推計
を基に、２年ごとに見直しをおこなっています。令和
２・３年度の保険料率は、次のとおり改定されます。
◆保険料率
（平成30・31（令和元）年度→令和２・３年度）
▽所得割率 ８.０１％→８.６８％
（所得に応じて負担していただく分を算定する際の率）
▽均等割額 ４万１１００円→４万３１００円
（加入者が公平に負担していただく分）
▽賦課限度額 62万円→64万円
（年間保険料の最高額）
また、国の制度見直しにより、保険料の軽減特例が次
のとおり変わります。
◆保険料軽減特例（令和元年度→令和２年度）
▽均等割保険料の軽減割合
◎８割軽減→７割軽減
◎８.５割軽減→７.７５割軽減
▽均等割保険料の軽減対象の拡充
（低所得者の負担軽減）
保険料率の詳細は、７月に保険料額決定通知書ととも
に送付されるリーフレットに記載されます。
問税務町民課町民税係☎(６２)２１１９

10

調査結果は、公衆衛生、労働衛生、

明な点は窓口でお尋ねください。

23

50

万８千円を超えないこと、②現に

◆所在地／大字藤田４２５番地

64

同居し、また同居しようとする家族

15

19

12

問税務町民課戸籍年金係

広報おおえ縮刷版第３巻(税込4,000円)は好評発売中です！
※お問い合わせは、総務課情報システム係☎（62）2187まで

令和２年３月号・14

町税の納め忘れはありませんか？お早めに納税ください。

「大江のひなまつり」は中止となりました。
関連イベントも全て中止となっています。
右のお知らせをご確認ください。

自動再来受付機の操作案内など
時半の

◆活動場所／主に外来ホール
◆活動時間／平日８時半～
間で活動できる時間

【緩和ケア病棟ボランティア】
◆活動内容／患者さんの話し相手や
散歩のお手伝い、病棟行事のお手伝
いなど
◆活動場所／緩和ケア病棟
◆活動時間／平日原則午後
【病棟見守り・散歩ボランティア】
◆活動内容／病棟の認知症の患者の
見守り、病棟の車椅子散歩の援助・
付き添い
◆活動場所／病棟
◆活動時間／平日日中で活動できる
時間
問河北病院地域医療支援部
☎ ７(１ １)５０５
総合健診センター職員募集
寒河江市西村山郡医師会総合健診
センター令和２年度採用職員（正職
員、臨時職員）を募集します。詳細
についてはお問い合わせください。
◆募集区分／臨床検査技師（正職員
１人、臨時職員１人）
問総合健診センター総務企画調整課

目

に 見 え な い ウ イ ル ス よ り も、 見
え る 人 間 の 方 が 怖 い ―― 関 東 地
方のドラッグストアに勤務している方
が、ＳＮＳで発した言葉が話題になり
ました。新型コロナウイルス感染症の
影響によりマスクなどが品薄になった
ことで、問い合わせや苦情がひっきり
なしに寄せられるようになったばかり
か、いらだった客から心ない言葉を浴
びせられることさえあり、その方はノ
イローゼ気味になってしまったといい
ます。過度に不安をあおるようなデマ
を 流 す 人、「 ウ イ ル ス に 効 果 が あ る 」
などと偽ってただの石ころを売りつけ
る人、電車内でせき込んだ人に対して
怒鳴り散らす人――確かにウイルスそ
のものは目には見えませんが、感染へ
の不安が起こさせるモラルに欠けた行
為、あるいは不安に付け込むような悪
質な行為を耳にすると、そうした「所
業」の数々にこそウイルスの底知れぬ
恐怖そのものを見ているような気さえ
してきます。
こまめな手洗いや消毒といった感染
予防対策はもちろんですが、根拠のな
いうわさに踊らされることがないよう、
確かな情報を見極めることも大切です。
この文章を皆さん
が読んでいるころ
に は、 少 し で も 事
態の収束に向けた
明るい兆しが見え
るようになってい
ることを祈ります。
（伊藤智治）

編集

15・広報おおえ

11

☎ ８(４ ０)８００

後記

３月27日(金)～29日(日)の日程で開催を予定して
いた「大江のひなまつり」と関連イベントは、流行
拡大が懸念される新型コロナウイルス感染症の影響
を鑑み中止することになりましたので、下記のとお
りお知らせします。
【開催中止】大江のひなまつり
◆日時／３月27日(金)～29日(日)
◆会場／町内５会場
問大江のひなまつり実行委員会（政策推進課内）
☎(６２)２１１１
【開催中止】手作りお雛様・つるし雛作品展示
◆日時／３月31日(火)まで
◆会場／ふれあい会館
【開催中止】音の文化祭「ひなまつりコンサート」
◆日時／３月20日(金・祝)
◆会場／ふれあい会館
【開催中止】左沢ひな市
◆日時／３月29日(日)
◆会場／左澤中央通商店街
【開催中止】お食事提供「花ずし」
◆日時／３月28日(土)、29日(日)
◆会場／歴史民俗資料館
【開催中止】ＡＴＥＲＡのひなまつり
◆日時／３月27日(金)～29日(日)
◆会場／まちなか交流館ＡＴＥＲＡ

戸籍のまど

１月21日～２月20日大江町受付分
匠の技から最先端技術まで――ふるさとのモノづくりを担う
町内企業と、そこで働く若い力をご紹介します。

お誕生おめでとう
区

名

令和２年３月号（№709）
2020年３月10日発行

蛍

氏

水

６

向

区

名
ゆうは

祐栄

石塚

つばき

椿

性別 父母名
男

麻菜美

女

渉・綾乃

ご冥福を祈ります
区

▲主な製品（上：伸縮包帯、
下：医療用紙エプロン）

vol.2 竹下製薬株式会社 山形工場

編集・発行／大江町役場総務課
印刷・製本／㈱若月印刷

◆住
所 大江町大字藤田799-4
◆代表者名 代表取締役社長 飯島幹夫
◆沿
革 昭和50年 新潟県魚沼市（現）にて設立
平
 成４年
株式会社竹虎山形工場を藤田工業団地に設立
平成14年 同工場を竹下製薬株式会社へ移管
◆従業員数 15人
◆主な業務 医
 療用消耗材料（使い捨て紙エプロン、包帯など）の製
造販売、福祉用具（介護ウェア、食事用エプロンなど）
の
製造販売、医療福祉用品の開発

山形県西村山郡大江町大字左沢882-1

http://www.town.oe.yamagata.jp/ E-mail:info@town.oe.yamagata.jp

平成４年に藤田工業団地に移転
した竹下製薬株式会社山形工場で
は、医療用の使い捨て紙エプロン
や包帯、介護用品などを製造して
います。また、手術衣といった医
療用品の縫製も手掛けています。
「近年は安い海外製品が増えてい
ますが、品質にはばらつきがあり ▲医療用紙エプロンの製造作業
ます。その点、ここで作る製品は
品質面で高い信頼を頂いていると
思います」と話す、工場長の穴沢
勝也さん。製作を担当するのは主
に女性従業員の皆さんで、縫製で
は特注にも柔軟に対応。製造機械
のメンテナンスを担当する輕部信
太郎さんは「皆さん良い人たちで、
働きやすい職場です。機械に故障 ▲工場長の穴沢勝也さん(右)
と、入社11年目の輕部信太
があったときは、少しでも早く直
郎さん(左)
せるようにがんばっています」と
話していました。

名

氏

名

年齢

小漆川

公平

榮子（87）

山

崎

鈴木

武弘（85）

上北山

佐藤

征紀（75）

９

区

公平

志づ（94）

９

区

塚野まつの（96）

市の沢

室岡

喜造（86）

三合田

柏倉

運（88）

下モ原

今野

重（87）

９

区

渋谷

智子（97）

９

区

鈴木みね子（91）

人口と世帯（前月比）
町の人口
男
女
世 帯 数

7,969人（−22）
3,971人（−12）
3,998人（−10）
2,875戸（−13）

令和２年３月１日現在

※掲載を希望しない場合は、
届け出の際にお申し出ください。

