
【会場】⼭形県庁 ２階講堂   【ワクチン】ファイザー社ワクチン
【時間】９時〜12時 13時〜17時 【対象者】12歳〜64歳までの県内在住者
 ※市町村が発⾏する接種券が必要です。12歳〜15歳までのお⼦さんは、かかりつけ医等
  での個別接種が推奨されておりますが、当事業で接種を受ける場合は保護者同伴で。
【予約開始】７⽉29⽇（⽊）９時〜【予約⽅法】予約専⽤ホームページからＷｅｂ予約
 ※⼆重予約はお控えください。30分単位での予約枠（72⼈／30分枠）となり、定員に達し次第、受付終了。

【来場者への⽀援】障がい者（障がい者⼿帳の提⽰）⼜は幼児同伴者（提⽰書類なし）で⾃家⽤⾞や県庁⾏きのバスで
 の来場が困難な⽅に対して往路のタクシー料⾦に応じたタクシー利⽤券（上限3,000円）を交付。臨時託児室も開設
 （９時〜12時の時間帯、事前予約制、満１歳以上の未就学児が対象。１歳未満の乳児向けにはベビーベッドをご⽤意）。

【都市計画道路 村⼭駅東沢線】70年越しの街路整備事業に着⼿

  

進める、道路整備＆交通安全対策‼

旧楯岡⾼校跡地

【右折信号機の設置の実現（7/8〜）】

  

県内の凍霜被害 124億円超   今後は⽶価下落対策等が重要
 県は、今春の凍霜害による農作物被害総額が124億5,500万にのぼると発表（７⽉16⽇時点の速報値）。各市町村
での被害調査が進んだため、前回発表（７⽉２⽇時点）と⽐較して約36億円増となり、主にサクランボ、リンゴやラ
・フランスに被害がみられました。この点、県は、緊急⽀援パッケージを発動しておりますのでご活⽤ください。
 今後は、⽶価下落対策等が重要となります。農業従事者・関係団体のご意⾒をもとに、⽀援体制の構築に向け、し
っかり議論してまいります。 佐藤錦・紅秀峰の雌しべの枯死状況を市内農園にて調査

 村⼭都市計画道路３・４・５号村⼭駅東沢線は、JR村⼭駅と村⼭市の観光地である東沢バラ公園を結ぶ幹線道路であり、昭和25年３⽉31⽇に都市計画
決定され、⼭形県地域防災計画において第２次緊急輸送道路に位置付けられており、防災上でも重要な路線となっております。
 本事業区間には、村⼭市が整備を予定している市⺠複合交流施設（旧楯岡⾼校跡地）が⽴地しておりますが、現道幅員が狭く慢性的な交通渋滞が発⽣
していることから、現道及び歩道の拡幅整備により、渋滞緩和と通過交通の円滑な通⾏、災害時における輸送路の確保及び⾃転⾞・歩⾏者の安全を確保
するものです。また、村⼭市が令和２年度より着⼿している都市構造再編集中⽀援事業と⼀体的に整備を⾏うことにより、村⼭市のまちづくりを⽀援す
るとともに、村⼭市内で となる    による都市防災機能の向上、歩道の      を推進し、冬期間の通勤通学等の安全を確保していくことを
⽬指します。加えて、本事業に合わせて新町交差点（早川⾷堂さん、万漁さん⼗字路）の改良についても実施していく予定です。
＜事業の概要＞
【全体延⻑】 385ｍ              【計画幅員】全幅員18ｍ ［ ⾞道部9.0ｍ 歩道部4.5ｍ（両側）］   【全体事業費】約13.0億円  
【事業期間】令和２年度〜令和８年度  【費⽤対効果】Ｂ/C＝1.2       【交通量】 ⾃動⾞類 7,417台/12h 歩⾏者・⾃転⾞ 212⼈/12h
＜令和３年度事業の予定＞
 ⽤地測量（令和２年度繰越）、物件調査（令和２年度繰越含む）、⽤地補償

初   無電柱化                無散⽔消雪化

 ⾼速道整備の影響による交通量の増⼤、⼈⾝事故の多発、通学送迎等の観点から右折
機設置の必要性を昨年の⽂教公安常任委員会でも取り上げてきました。信号機設置や右
折機の導⼊には相当な費⽤がかかること、
及び県内各地域での需要が⾼いことを踏ま
えても早期の設置が実現しました。従前か
ら近隣地区からも要望の強かった案件です
が、交通安全の確保及び地域住⺠の安⼼に
資することを祈ります。なお、昨今、多発
する児童⽣徒通学時の⾞両事故等も念頭に
管内の安全対策について調査し必要な対策
を継続的に訴えていきたいと思います。

国道13号線村⼭駅⻄⼗字路（全四⽅）
   〃     ココス村⼭店前⼗字路（南北側）

  

【⾼速道関連整備、進む】

  

★村⼭北IC（仮称）〜⼤⽯⽥村⼭IC
 ⇒令和３年度開通⾒込み［4.5㌔］
★東根北IC〜村⼭北IC（仮称）
 ⇒令和４年内開通⾒込み［8.9㌔］

 上記供⽤開始に向けた関連整備として、主要地⽅道
寒河江村⼭線（新設の市道駅⻄中央線と連結）、⼀般
県道村⼭⼤⽯⽥線及び主要地⽅道新庄次年⼦村⼭線（
いずれも村⼭北IC（仮称）と交差）の道路改築事業も
関係者のご尽⼒のもと着実に進んでいます。 

県による⼤規模なワクチン接種、始まる

Ｗｅｂ予約の操作⽅法や接種事業に関するお問い合わせコールセンター（終⽇９時〜17時 0120-060-413）

⼭形県議会議員 

菊池⼤⼆郎 県政報告
発⾏号／第６号
発⾏⽇／令和３年８⽉ 
発⾏者／菊池⼤⼆郎事務所
住   所 村⼭市駅⻄17-4 
ＴＥＬ 0237-52-5622 
ＦＡＸ 0237-55-7877

 ⇒令和４年内開通⾒込み［8.9㌔］
 上記供⽤開始に向けた関連整備として、主要地⽅道

【全体延⻑】 385ｍ              【計画幅員】全幅員18ｍ ［ ⾞道部9.0ｍ 歩道部
【事業期間】令和２年度〜令和８年度  【費⽤対効果】Ｂ/C＝1.2       【交通量】 ⾃動⾞類 
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【事業期間】令和２年度〜令和８年度  【費⽤対効果】Ｂ/C＝1.2       【交通量】 ⾃動⾞類 
【全体延⻑】 385ｍ              【計画幅員】全幅員18ｍ ［ ⾞道部9.0ｍ 歩道部
【事業期間】令和２年度〜令和８年度  【費⽤対効果】Ｂ/C＝1.2       【交通量】 ⾃動⾞類 

 本事業区間には、村⼭市が整備を予定している市⺠複合交流施設（旧楯岡⾼校跡地）が⽴地しておりますが、現
していることから、現道及び歩道の拡幅整備により、渋滞緩和と通過交通の円滑な通⾏、災害時における輸送路の
するものです。また、村⼭市が令和２年度より着⼿している都市構造再編集中⽀援事業と⼀体的に整備を⾏うこと
るとともに、村⼭市内で となる    による都市防災機能の向上、歩道の      を推進し、冬期間の通
⽬指します。加えて、本事業に合わせて新町交差点（早川⾷堂さん、万漁さん⼗字路）の改良についても実施して

初   無電柱化                無散⽔消雪化るとともに、村⼭市内で となる    による都市防災機能の向上、歩道の      を推進し、冬期間の通初   無電柱化                無散⽔消雪化るとともに、村⼭市内で となる    による都市防災機能の向上、歩道の      を推進し、冬期間の通

していることから、現道及び歩道の拡幅整備により、渋滞緩和と通過交通の円滑な通⾏、災害時における輸送路の
するものです。また、村⼭市が令和２年度より着⼿している都市構造再編集中⽀援事業と⼀体的に整備を⾏うこと
るとともに、村⼭市内で となる    による都市防災機能の向上、歩道の      を推進し、冬期間の通
⽬指します。加えて、本事業に合わせて新町交差点（早川⾷堂さん、万漁さん⼗字路）の改良についても実施して

初   無電柱化                無散⽔消雪化るとともに、村⼭市内で となる    による都市防災機能の向上、歩道の      を推進し、冬期間の通初   無電柱化                無散⽔消雪化るとともに、村⼭市内で となる    による都市防災機能の向上、歩道の      を推進し、冬期間の通

 村⼭都市計画道路３・４・５号村⼭駅東沢線は、JR村⼭駅と村⼭市の観光地である東沢バラ公園を結ぶ幹線道
決定され、⼭形県地域防災計画において第２次緊急輸送道路に位置付けられており、防災上でも重要な路線となっ
 本事業区間には、村⼭市が整備を予定している市⺠複合交流施設（旧楯岡⾼校跡地）が⽴地しておりますが、現
していることから、現道及び歩道の拡幅整備により、渋滞緩和と通過交通の円滑な通⾏、災害時における輸送路の

 村⼭都市計画道路３・４・５号村⼭駅東沢線は、JR村⼭駅と村⼭市の観光地である東沢バラ公園を結ぶ幹線道
決定され、⼭形県地域防災計画において第２次緊急輸送道路に位置付けられており、防災上でも重要な路線となっ決定され、⼭形県地域防災計画において第２次緊急輸送道路に位置付けられており、防災上でも重要な路線となっ
 本事業区間には、村⼭市が整備を予定している市⺠複合交流施設（旧楯岡⾼校跡地）が⽴地しておりますが、現 本事業区間には、村⼭市が整備を予定している市⺠複合交流施設（旧楯岡⾼校跡地）が⽴地しておりますが、現
していることから、現道及び歩道の拡幅整備により、渋滞緩和と通過交通の円滑な通⾏、災害時における輸送路の

【来場者への⽀援】障がい者（障がい者⼿帳の提⽰）⼜は幼児同伴者（提⽰書類なし）で⾃家⽤⾞や県庁⾏きのバ
 の来場が困難な⽅に対して往路のタクシー料⾦に応じたタクシー利⽤券（上限3,000円）を交付。臨時託児

するものです。また、村⼭市が令和２年度より着⼿している都市構造再編集中⽀援事業と⼀体的に整備を⾏うこと
るとともに、村⼭市内で となる    による都市防災機能の向上、歩道の      を推進し、冬期間の通
⽬指します。加えて、本事業に合わせて新町交差点（早川⾷堂さん、万漁さん⼗字路）の改良についても実施して
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⽬指します。加えて、本事業に合わせて新町交差点（早川⾷堂さん、万漁さん⼗字路）の改良についても実施して
るとともに、村⼭市内で となる    による都市防災機能の向上、歩道の      を推進し、冬期間の通初   無電柱化                無散⽔消雪化るとともに、村⼭市内で となる    による都市防災機能の向上、歩道の      を推進し、冬期間の通

【全体延⻑】 385ｍ              【計画幅員】全幅員18ｍ ［ ⾞道部9.0ｍ 歩道部
【事業期間】令和２年度〜令和８年度  【費⽤対効果】Ｂ/C＝1.2       【交通量】 ⾃動⾞類 
＜令和３年度事業の予定＞

⽬指します。加えて、本事業に合わせて新町交差点（早川⾷堂さん、万漁さん⼗字路）の改良についても実施して

【全体延⻑】 385ｍ              【計画幅員】全幅員18ｍ ［ ⾞道部9.0ｍ 歩道部
【事業期間】令和２年度〜令和８年度  【費⽤対効果】Ｂ/C＝1.2       【交通量】 ⾃動⾞類 

★村⼭北IC（仮称）〜⼤⽯⽥村⼭IC
 ⇒令和３年度開通⾒込み［4.5㌔］
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 ⇒令和４年内開通⾒込み［8.9㌔］

【都市計画道路 村⼭駅東沢線】70年越しの街路整備事業に着⼿
 村⼭都市計画道路３・４・５号村⼭駅東沢線は、JR村⼭駅と村⼭市の観光地である東沢バラ公園を結ぶ幹線道 村⼭都市計画道路３・４・５号村⼭駅東沢線は、JR村⼭駅と村⼭市の観光地である東沢バラ公園を結ぶ幹線道
決定され、⼭形県地域防災計画において第２次緊急輸送道路に位置付けられており、防災上でも重要な路線となっ

【会場】⼭形県庁 ２階講堂   【ワクチン】ファイザー社ワクチン
【時間】９時〜12時 13時〜17時 【対象者】12歳〜64歳までの県内在住者

県による⼤規模なワクチン接種、始まる
【会場】⼭形県庁 ２階講堂   【ワクチン】ファイザー社ワクチン
【時間】９時〜12時 13時〜17時 【対象者】12歳〜64歳までの県内在住者

での被害調査が進んだため、前回発表（７⽉２⽇時点）と⽐較して約36億円増となり、主にサクランボ、リンゴ
・フランスに被害がみられました。この点、県は、緊急⽀援パッケージを発動しておりますのでご活⽤ください。
 今後は、⽶価下落対策等が重要となります。農業従事者・関係団体のご意⾒をもとに、⽀援体制の構築に向け、
・フランスに被害がみられました。この点、県は、緊急⽀援パッケージを発動しておりますのでご活⽤ください。
 今後は、⽶価下落対策等が重要となります。農業従事者・関係団体のご意⾒をもとに、⽀援体制の構築に向け、

 （９時〜12時の時間帯、事前予約制、満１歳以上の未就学児が対象。１歳未満の乳児向けにはベビーベッドを

県内の凍霜被害 124億円超   今後は⽶価下落対策等が重要

道幅員が狭く慢性的な交通渋滞が発⽣
確保及び⾃転⾞・歩⾏者の安全を確保
道幅員が狭く慢性的な交通渋滞が発⽣
確保及び⾃転⾞・歩⾏者の安全を確保
により、村⼭市のまちづくりを⽀援す

★東根北IC〜村⼭北IC（仮称）
 ⇒令和４年内開通⾒込み［8.9㌔］

 上記供⽤開始に向けた関連整備として、主要地⽅道 上記供⽤開始に向けた関連整備として、主要地⽅道

★東根北IC〜村⼭北IC（仮称）
 ⇒令和４年内開通⾒込み［8.9㌔］

 上記供⽤開始に向けた関連整備として、主要地⽅道

7,417台/12h 歩⾏者・⾃転⾞ 212⼈/12h

 （９時〜12時の時間帯、事前予約制、満１歳以上の未就学児が対象。１歳未満の乳児向けにはベビーベッドを

するものです。また、村⼭市が令和２年度より着⼿している都市構造再編集中⽀援事業と⼀体的に整備を⾏うこと
るとともに、村⼭市内で となる    による都市防災機能の向上、歩道の      を推進し、冬期間の通初   無電柱化                無散⽔消雪化るとともに、村⼭市内で となる    による都市防災機能の向上、歩道の      を推進し、冬期間の通初   無電柱化                無散⽔消雪化るとともに、村⼭市内で となる    による都市防災機能の向上、歩道の      を推進し、冬期間の通

 ⇒令和４年内開通⾒込み［8.9㌔］
 上記供⽤開始に向けた関連整備として、主要地⽅道
寒河江村⼭線（新設の市道駅⻄中央線と連結）、⼀般
 上記供⽤開始に向けた関連整備として、主要地⽅道
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発⾏者／菊池⼤⼆郎事務所
住   所 村⼭市駅⻄17-4 
ＴＥＬ 0237-52-5622 

発⾏者／菊池⼤⼆郎事務所
住   所 村⼭市駅⻄17-4 
ＴＥＬ 0237-52-5622 

【⾼速道関連整備、進む】
★村⼭北IC（仮称）〜⼤⽯⽥村⼭IC★村⼭北IC（仮称）〜⼤⽯⽥村⼭IC
 ⇒令和３年度開通⾒込み［4.5㌔］

する児童⽣徒通学時の⾞両事故等も念頭に
管内の安全対策について調査し必要な対策
を継続的に訴えていきたいと思います。
管内の安全対策について調査し必要な対策
を継続的に訴えていきたいと思います。

 ⇒令和４年内開通⾒込み［8.9㌔］
 上記供⽤開始に向けた関連整備として、主要地⽅道

⽬指します。加えて、本事業に合わせて新町交差点（早川⾷堂さん、万漁さん⼗字路）の改良についても実施して

【全体延⻑】 385ｍ              【計画幅員】全幅員18ｍ ［ ⾞道部9.0ｍ 歩道部
【事業期間】令和２年度〜令和８年度  【費⽤対効果】Ｂ/C＝1.2       【交通量】 ⾃動⾞類 

 本事業区間には、村⼭市が整備を予定している市⺠複合交流施設（旧楯岡⾼校跡地）が⽴地しておりますが、現
していることから、現道及び歩道の拡幅整備により、渋滞緩和と通過交通の円滑な通⾏、災害時における輸送路の
するものです。また、村⼭市が令和２年度より着⼿している都市構造再編集中⽀援事業と⼀体的に整備を⾏うこと
るとともに、村⼭市内で となる    による都市防災機能の向上、歩道の      を推進し、冬期間の通
⽬指します。加えて、本事業に合わせて新町交差点（早川⾷堂さん、万漁さん⼗字路）の改良についても実施して

初   無電柱化                無散⽔消雪化るとともに、村⼭市内で となる    による都市防災機能の向上、歩道の      を推進し、冬期間の通初   無電柱化                無散⽔消雪化るとともに、村⼭市内で となる    による都市防災機能の向上、歩道の      を推進し、冬期間の通

【都市計画道路 村⼭駅東沢線】70年越しの街路整備事業に着⼿
 村⼭都市計画道路３・４・５号村⼭駅東沢線は、JR村⼭駅と村⼭市の観光地である東沢バラ公園を結ぶ幹線道
決定され、⼭形県地域防災計画において第２次緊急輸送道路に位置付けられており、防災上でも重要な路線となっ
 本事業区間には、村⼭市が整備を予定している市⺠複合交流施設（旧楯岡⾼校跡地）が⽴地しておりますが、現
していることから、現道及び歩道の拡幅整備により、渋滞緩和と通過交通の円滑な通⾏、災害時における輸送路の

【来場者への⽀援】障がい者（障がい者⼿帳の提⽰）⼜は幼児同伴者（提⽰書類なし）で⾃家⽤⾞や県庁⾏きのバ
 の来場が困難な⽅に対して往路のタクシー料⾦に応じたタクシー利⽤券（上限3,000円）を交付。臨時託児

Ｗｅｂ予約の操作⽅法や接種事業に関するお問い合わせコールセンター（終⽇９時〜17時 0120-060-

するものです。また、村⼭市が令和２年度より着⼿している都市構造再編集中⽀援事業と⼀体的に整備を⾏うこと
るとともに、村⼭市内で となる    による都市防災機能の向上、歩道の      を推進し、冬期間の通
⽬指します。加えて、本事業に合わせて新町交差点（早川⾷堂さん、万漁さん⼗字路）の改良についても実施して

初   無電柱化                無散⽔消雪化るとともに、村⼭市内で となる    による都市防災機能の向上、歩道の      を推進し、冬期間の通初   無電柱化                無散⽔消雪化るとともに、村⼭市内で となる    による都市防災機能の向上、歩道の      を推進し、冬期間の通
⽬指します。加えて、本事業に合わせて新町交差点（早川⾷堂さん、万漁さん⼗字路）の改良についても実施して

【全体延⻑】 385ｍ              【計画幅員】全幅員18ｍ ［ ⾞道部9.0ｍ 歩道部
【事業期間】令和２年度〜令和８年度  【費⽤対効果】Ｂ/C＝1.2       【交通量】 ⾃動⾞類 
＜令和３年度事業の予定＞

★村⼭北IC（仮称）〜⼤⽯⽥村⼭IC★村⼭北IC（仮称）〜⼤⽯⽥村⼭IC
 ⇒令和３年度開通⾒込み［4.5㌔］ ⇒令和３年度開通⾒込み［4.5㌔］
★東根北IC〜村⼭北IC（仮称）
 ⇒令和４年内開通⾒込み［8.9㌔］

【都市計画道路 村⼭駅東沢線】70年越しの街路整備事業に着⼿
 村⼭都市計画道路３・４・５号村⼭駅東沢線は、JR村⼭駅と村⼭市の観光地である東沢バラ公園を結ぶ幹線道
決定され、⼭形県地域防災計画において第２次緊急輸送道路に位置付けられており、防災上でも重要な路線となっ

【会場】⼭形県庁 ２階講堂   【ワクチン】ファイザー社ワクチン
【時間】９時〜12時 13時〜17時 【対象者】12歳〜64歳までの県内在住者

県による⼤規模なワクチン接種、始まる

での被害調査が進んだため、前回発表（７⽉２⽇時点）と⽐較して約36億円増となり、主にサクランボ、リンゴ
・フランスに被害がみられました。この点、県は、緊急⽀援パッケージを発動しておりますのでご活⽤ください。
 今後は、⽶価下落対策等が重要となります。農業従事者・関係団体のご意⾒をもとに、⽀援体制の構築に向け、

 （９時〜12時の時間帯、事前予約制、満１歳以上の未就学児が対象。１歳未満の乳児向けにはベビーベッドを

県内の凍霜被害 124億円超   今後は⽶価下落対策等が重要

道幅員が狭く慢性的な交通渋滞が発⽣
確保及び⾃転⾞・歩⾏者の安全を確保
により、村⼭市のまちづくりを⽀援す

★東根北IC〜村⼭北IC（仮称）
 ⇒令和４年内開通⾒込み［8.9㌔］

 上記供⽤開始に向けた関連整備として、主要地⽅道 上記供⽤開始に向けた関連整備として、主要地⽅道

7,417台/12h 歩⾏者・⾃転⾞ 212⼈/12h

 （９時〜12時の時間帯、事前予約制、満１歳以上の未就学児が対象。１歳未満の乳児向けにはベビーベッドを

していることから、現道及び歩道の拡幅整備により、渋滞緩和と通過交通の円滑な通⾏、災害時における輸送路の
するものです。また、村⼭市が令和２年度より着⼿している都市構造再編集中⽀援事業と⼀体的に整備を⾏うこと

初   無電柱化                無散⽔消雪化るとともに、村⼭市内で となる    による都市防災機能の向上、歩道の      を推進し、冬期間の通初   無電柱化                無散⽔消雪化るとともに、村⼭市内で となる    による都市防災機能の向上、歩道の      を推進し、冬期間の通

 ⇒令和４年内開通⾒込み［8.9㌔］
 上記供⽤開始に向けた関連整備として、主要地⽅道
寒河江村⼭線（新設の市道駅⻄中央線と連結）、⼀般

【時間】９時〜12時 13時〜17時 【対象者】12歳〜64歳までの県内在住者
 ※市町村が発⾏する接種券が必要です。12歳〜15歳までのお⼦さんは、かかりつけ医等
  での個別接種が推奨されておりますが、当事業で接種を受ける場合は保護者同伴で。
【予約開始】７⽉29⽇（⽊）９時〜【予約⽅法】予約専⽤ホームページからＷｅｂ予約

進める、道路整備＆交通安全対策‼
佐藤錦・紅秀峰の雌しべの枯死状況を市内農園にて調査

【時間】９時〜12時 13時〜17時 【対象者】12歳〜64歳までの県内在住者
 ※市町村が発⾏する接種券が必要です。12歳〜15歳までのお⼦さんは、かかりつけ医等
  での個別接種が推奨されておりますが、当事業で接種を受ける場合は保護者同伴で。
【予約開始】７⽉29⽇（⽊）９時〜【予約⽅法】予約専⽤ホームページからＷｅｂ予約

進める、道路整備＆交通安全対策‼
佐藤錦・紅秀峰の雌しべの枯死状況を市内農園にて調査

 ⽤地測量（令和２年度繰越）、物件調査（令和２年度繰越含む）、⽤地補償

管内の安全対策について調査し必要な対策
を継続的に訴えていきたいと思います。

旧楯岡⾼校跡地

【右折信号機の設置の実現（7/8〜）】
 ⾼速道整備の影響による交通量の増⼤、⼈⾝事故の多発、通学送迎等の観点から右折
機設置の必要性を昨年の⽂教公安常任委員会でも取り上げてきました。信号機設置や右

国道13号線村⼭駅⻄⼗字路（全四⽅）国道13号線村⼭駅⻄⼗字路（全四⽅）
   〃     ココス村⼭店前⼗字路（南北側）

機設置の必要性を昨年の⽂教公安常任委員会でも取り上げてきました。信号機設置や右
折機の導⼊には相当な費⽤がかかること、
及び県内各地域での需要が⾼いことを踏ま

旧楯岡⾼校跡地

【右折信号機の設置の実現（7/8〜）】【右折信号機の設置の実現（7/8〜）】【右折信号機の設置の実現（7/8〜）】
 ⾼速道整備の影響による交通量の増⼤、⼈⾝事故の多発、通学送迎等の観点から右折 ⾼速道整備の影響による交通量の増⼤、⼈⾝事故の多発、通学送迎等の観点から右折
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及び県内各地域での需要が⾼いことを踏ま及び県内各地域での需要が⾼いことを踏ま
えても早期の設置が実現しました。従前かえても早期の設置が実現しました。従前か
ら近隣地区からも要望の強かった案件ですら近隣地区からも要望の強かった案件です
が、交通安全の確保及び地域住⺠の安⼼にが、交通安全の確保及び地域住⺠の安⼼に
資することを祈ります。なお、昨今、多発資することを祈ります。なお、昨今、多発

及び県内各地域での需要が⾼いことを踏ま
えても早期の設置が実現しました。従前かえても早期の設置が実現しました。従前か
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での被害調査が進んだため、前回発表（７⽉２⽇時点）と⽐較して約36億円増となり、主にサクランボ、リンゴ
・フランスに被害がみられました。この点、県は、緊急⽀援パッケージを発動しておりますのでご活⽤ください。
 今後は、⽶価下落対策等が重要となります。農業従事者・関係団体のご意⾒をもとに、⽀援体制の構築に向け、

【会場】⼭形県庁 ２階講堂   【ワクチン】ファイザー社ワクチン

県による⼤規模なワクチン接種、始まる

勤通学等の安全を確保していくことを
いく予定です。

4.5ｍ（両側）］   【全体事業費】約13.0億円  
7,417台/12h 歩⾏者・⾃転⾞ 212⼈/12h
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県内の凍霜被害 124億円超   今後は⽶価下落対策等が重要
 県は、今春の凍霜害による農作物被害総額が124億5,500万にのぼると発表（７⽉16⽇時点の速報値）
での被害調査が進んだため、前回発表（７⽉２⽇時点）と⽐較して約36億円増となり、主にサクランボ、リンゴ
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・フランスに被害がみられました。この点、県は、緊急⽀援パッケージを発動しておりますのでご活⽤ください。
 今後は、⽶価下落対策等が重要となります。農業従事者・関係団体のご意⾒をもとに、⽀援体制の構築に向け、

4.5ｍ（両側）］   【全体事業費】約13.0億円  

【会場】⼭形県庁 ２階講堂   【ワクチン】ファイザー社ワクチン

県による⼤規模なワクチン接種、始まる県による⼤規模なワクチン接種、始まる

菊池⼤⼆郎 県政報告

確保及び⾃転⾞・歩⾏者の安全を確保
により、村⼭市のまちづくりを⽀援す
勤通学等の安全を確保していくことを
いく予定です。
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路であり、昭和25年３⽉31⽇に都市計画

 ※⼆重予約はお控えください。30分単位での予約枠（72⼈／30分枠）となり、定員に達し次第、受付終了

【来場者への⽀援】障がい者（障がい者⼿帳の提⽰）⼜は幼児同伴者（提⽰書類なし）で⾃家⽤⾞や県庁⾏きのバ
 の来場が困難な⽅に対して往路のタクシー料⾦に応じたタクシー利⽤券（上限3,000円）を交付。臨時託児

Ｗｅｂ予約の操作⽅法や接種事業に関するお問い合わせコールセンター（終⽇９時〜17時 0120-060-

⼭形県議会議員 ⼭形県議会議員 

 ※⼆重予約はお控えください。30分単位での予約枠（72⼈／30分枠）となり、定員に達し次第、受付終了

【来場者への⽀援】障がい者（障がい者⼿帳の提⽰）⼜は幼児同伴者（提⽰書類なし）で⾃家⽤⾞や県庁⾏きのバ
 の来場が困難な⽅に対して往路のタクシー料⾦に応じたタクシー利⽤券（上限3,000円）を交付。臨時託児

Ｗｅｂ予約の操作⽅法や接種事業に関するお問い合わせコールセンター（終⽇９時〜17時 0120-060-

路であり、昭和25年３⽉31⽇に都市計画
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発⾏⽇／令和３年８⽉ 

寒河江村⼭線（新設の市道駅⻄中央線と連結）、⼀般
県道村⼭⼤⽯⽥線及び主要地⽅道新庄次年⼦村⼭線（
いずれも村⼭北IC（仮称）と交差）の道路改築事業も
関係者のご尽⼒のもと着実に進んでいます。 

寒河江村⼭線（新設の市道駅⻄中央線と連結）、⼀般
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関係者のご尽⼒のもと着実に進んでいます。 
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【⾼速道関連整備、進む】
★村⼭北IC（仮称）〜⼤⽯⽥村⼭IC
 ⇒令和３年度開通⾒込み［4.5㌔］

する児童⽣徒通学時の⾞両事故等も念頭に
管内の安全対策について調査し必要な対策
を継続的に訴えていきたいと思います。
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活 動 ⾵ 景 ※コロナ感染症対策を実施しながら⽇々活動

県⼭形空港事務所にて ⼭梨県の認証制度を研修 最上川治⽔対策プロジェクト着⼯式 特別委員会 委員⻑席より

バラまつりオープニングセレモニー じゅんさい沼にも多数来訪された 連合⼭形議員研修会 少⼈数学級について研修

ダーバイ（頑張れ）ブルガリア新体操 県政報告座談会 県⼯業技術センターにて 新設の県発酵試作⽀援センターにて

令和４年度村⼭市重要事業 吉村知事・北村⼭地域振興局への要望活動 

  

 去る、６⽉30⽇に県庁にて、令和４年度に向けた村⼭市重要事業の吉村知事への要望活動に同席。主に、新型コロナ
ウイルス感染症に対する⽀援、村⼭駅⻄開発に対する財政及び農地関連法制の⼿続に係る⽀援、⼤旦川流域の総合的な
治⽔対策の推進などです。北村⼭地域振興局には、中⼩企業緊急災害等対策利⼦補給の⽀援拡充、北村⼭公⽴病院への
⽀援、市道鶴ヶ町⻄線等の道路整備の⽀援などの計14項⽬にわたる重要事業が要望されました。こうした重要事業のみ
ならず、空き家や有害⿃獣被害対策等の対策は⾮常に重要・広域的な課題であるため、事務を遂⾏すべき基礎⾃治体で
ある市だけでなく、広域⾃治体としての県が果たすべき役割についても模索し、より柔軟な対応が可能となるよう活動
していきたいと思います。この点、従前から県・市当局に指摘しながらも進展していないのが、楯岡北町から⼤旦川橋
周辺の県道側溝整備です。そこで、市当局による捉え⽅にも違いがあると思われますが、令和元年度に県当局から聴取
・整理した内容をもとに、以下、記載いたします。

 本市が平成26年度の村⼭産業⾼校の開校にあわせ県道の拡幅⼯事を要望したが、県は拡幅⼯事が難しいため側溝整備
にて道路⽤地を有効活⽤したい旨回答。そこで、平成24年度から県は側溝整備事業を開始。その後、道路側溝に流れて
くる流量が少ないため、約７割を融雪溝に変更。この点、当初から市としては流雪溝の整備も念頭に置いていたようだ
が⽔源調査や地元調整が決まらず、側溝整備として完了するのか、⽔利権を取得し流雪溝としての完成を⽬指すのか選
択するよう打診してきたが回答がなく、残り100ｍ区間を残し平成29年度より⾜踏み状態となっている。

 ⼤倉ため池の排⽔を活⽤する計画としているが、⼤倉ため池には１級河川新⼭川の⽔利権を取得し取⽔しているため、
新⼭川に対する流雪⽬的の⽔利権を取得する必要がある。また、平成27〜28年度に⼤倉ため池からの流量調査を実施し
たところ、流雪溝に必要な流量の約３分の１であるため、利⽤区域を分割し利⽤時間をずらすなど、運⽤⾯での⼯夫が
不可⽋であり、導⽔路として村⼭東根⼟地改良区の⽔路を利⽤する場合、利⽤条件等の調整も必要となる。さらに、流
雪溝として整備する場合、冬期間のため池の管理負担（除雪等）が地元に求められる。また、地元の管理組合の設⽴、
県と市、市と組合、組合と⼟地改良区との協定を締結する必要もある。

 県・市当局がしっかりと⽅向性を共有することが第⼀であると指摘してきたが、先般、ようやく協議を再開したとの
報告を受けました。それぞれの主張に理解を深め、何よりも事業から相当年数が経過しているため地元住⺠への説明も
丁寧に⾏い、合意形成に努めながら事業展開していくのが望ましいと考える。

『芸術・⽂化の薫る⼭形県』づくりへ 先頭に⽴って進めたい

  

⼤旦川橋周辺の側溝未整備区間

  

 ６⽉のバラまつり開催中に⼀本の電話が鳴りました。⾼校時代の親友・佐久間聡⼀⽒（本県出⾝・広島交響楽団⾸席ヴァイオリン奏者【写真下】）から
であり、「バラをモチーフにした楽曲のプロモーションビデオを東沢バラ公園にて撮影したい」というものでした。早速、関係者の協⼒を得て撮影を⾏っ
た際に、⾳楽家のコロナ禍における窮状を伺いました。スポーツの試合等は徐々に感染対策を実施しながら観客を動員してお
りますが⾳楽界ではまだまだコンサート会場に⾜を運んでくださる⽅が少ないようです。
 ⾳楽をはじめとした芸術の素晴らしさをコロナ禍であればこそ、お気づきになられている県⺠の⽅も多いと思います。芸術
家が活⼒を失えば、これから芸術界を⽬指していく若者の夢を奪ってしまうことにもなりかねません。この点、本県では平成
30年度に「⼭形県⽂化基本条例」を施⾏、芸術振興もその柱のひとつになっております。ですが、スポーツの世界と⽐較して、
芸術や⽂化に関する⼈材育成やその環境整備への投資は少ないように感じております。
 今後は、関係者や有志との連携を強め、県⺠ホールといった施設の優位性や⼭形交響楽団、県出⾝芸術家を軸に、若⼿⼈材
の育成やその環境整備、⼈的交流や経済的な⽀援といった施策を具体化すべく、議員及び議会活動を通じて牽引してまいりた
いと考えております。

【⼀般県道東根尾花沢線（楯岡北町〜⼤旦川橋）の側溝整備の在り⽅】
［これまでの事業実施と経緯］

［⽔源等の課題］

［解決策］

吉村知事へ要望活動
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の育成やその環境整備、⼈的交流や経済的な⽀援といった施策を具体化すべく、議員及び議会活動を通じて牽引し
いと考えております。いと考えております。

 ⾳楽をはじめとした芸術の素晴らしさをコロナ禍であればこそ、お気づきになられている県⺠の⽅も多いと思い
家が活⼒を失えば、これから芸術界を⽬指していく若者の夢を奪ってしまうことにもなりかねません。この点、本
30年度に「⼭形県⽂化基本条例」を施⾏、芸術振興もその柱のひとつになっております。ですが、スポーツの世
芸術や⽂化に関する⼈材育成やその環境整備への投資は少ないように感じております。
 今後は、関係者や有志との連携を強め、県⺠ホールといった施設の優位性や⼭形交響楽団、県出⾝芸術家を軸に
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 ⼤倉ため池の排⽔を活⽤する計画としているが、⼤倉ため池には１級河川新⼭川の⽔利権を取得し取⽔している
［⽔源等の課題］

30年度に「⼭形県⽂化基本条例」を施⾏、芸術振興もその柱のひとつになっております。ですが、スポーツの世
芸術や⽂化に関する⼈材育成やその環境整備への投資は少ないように感じております。
 今後は、関係者や有志との連携を強め、県⺠ホールといった施設の優位性や⼭形交響楽団、県出⾝芸術家を軸に
の育成やその環境整備、⼈的交流や経済的な⽀援といった施策を具体化すべく、議員及び議会活動を通じて牽引し
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周辺の県道側溝整備です。そこで、市当局による捉え⽅にも違いがあると思われますが、令和元年度に県当局から
・整理した内容をもとに、以下、記載いたします。

【⼀般県道東根尾花沢線（楯岡北町〜⼤旦川橋）の側溝整備の在り⽅】

 県・市当局がしっかりと⽅向性を共有することが第⼀であると指摘してきたが、先般、ようやく協議を再開した
報告を受けました。それぞれの主張に理解を深め、何よりも事業から相当年数が経過しているため地元住⺠への説

 ⼤倉ため池の排⽔を活⽤する計画としているが、⼤倉ため池には１級河川新⼭川の⽔利権を取得し取⽔している
新⼭川に対する流雪⽬的の⽔利権を取得する必要がある。また、平成27〜28年度に⼤倉ため池からの流量調査
たところ、流雪溝に必要な流量の約３分の１であるため、利⽤区域を分割し利⽤時間をずらすなど、運⽤⾯での⼯
不可⽋であり、導⽔路として村⼭東根⼟地改良区の⽔路を利⽤する場合、利⽤条件等の調整も必要となる。さらに
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 本市が平成26年度の村⼭産業⾼校の開校にあわせ県道の拡幅⼯事を要望したが、県は拡幅⼯事が難しいため側
にて道路⽤地を有効活⽤したい旨回答。そこで、平成24年度から県は側溝整備事業を開始。その後、道路側溝に
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報告を受けました。それぞれの主張に理解を深め、何よりも事業から相当年数が経過しているため地元住⺠への説
丁寧に⾏い、合意形成に努めながら事業展開していくのが望ましいと考える。
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にて道路⽤地を有効活⽤したい旨回答。そこで、平成24年度から県は側溝整備事業を開始。その後、道路側溝に
くる流量が少ないため、約７割を融雪溝に変更。この点、当初から市としては流雪溝の整備も念頭に置いていたよ
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