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第40回ふながた若鮎まつりが延期

町最大のイベント
「ふながた若鮎まつり」
が、新型コロナウイル
ス感染症の影響で来年
に延期となりました。
しかし､９月５･６日､ア
ユパークにて､がんばれ舟形特産品応援事業「焼き
鮎ドライブスルー販売会」が完全予約制で行われ、
新型コロナウイルス感染症対策を講じながら販売。
２日間で３,０００尾を超える焼き鮎が販売されました。
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町保健センター南側に

町防災拠点施設の建設はじまる

９月１１日、町防災拠
点施設の建設着工に先
立ち、地鎮祭と安全祈
願祭が行われました。
施設には、災害用対
策本部室や非常用電源
設備のほか、備蓄倉庫、
非常用車両の車庫などが整備されます。町の防災
の中枢を担い、町民のみなさんの安全・安心につ
なげるため、迅速かつ適切な情報の収集、発信機
能の強化が図られます。令和３年３月に完成の予
定です。
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ねぎの販売額が過去最高の1.31億円超え

2

令和２年１２月２日
精算時点（ＪＡ南部営
農センター）における
町のねぎの販売額が、
１３１,２０３,６３１円（税抜）
を達成し、過去最高と
なりました。ねぎは、
町の重点振興作物として位置づけられており、新
規栽培者と栽培面積は年々増加しています。今年
８月には大規模園芸団地化計画を策定し、来年度
もねぎ産地のさらなる拡大を目指していきます。
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豪雨災害により最上川氾濫
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ハリヨ地区に

町福祉避難所の建設はじまる
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主な出来事
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4月

▼消防出初式・安全祈願祭︵５日︶
▼第 回新春町民なわとび大会︵ 日︶
▼琴福寿野さん引退︵ 日︶
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6月

▼町教育功労表彰式︵ 日︶
▼ 新型コロナウイルス感染症対策連絡調整会議︵ 日︶
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7月

▼舟形中学校卒業式︵ 日︶
▼舟形小学校卒業式︵ 日︶
▼ほほえみ保育園卒園式︵ 日︶
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8月

▼菅原新副町長就任︵１日︶
▼ 第７次総合発展計画による町政がスタート︵１日︶
▼舟形小学校入学式︵ 日︶
▼舟形中学校入学式︵ 日︶
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9月

雪の少ない新春のスタートを切った2020年。
例年より一足早く暖かな春を迎えられるかと思われ
ましたが、新型コロナウイルス感染症が世界中で猛
威をふるってしまいました。
この影響で、東京オリンピックが延期され、夏の
甲子園も戦後初の中止となりました。
町でも、毎年行われている行事の中止や延期が相
次ぎ、小中学校では3月2日から5月17日まで臨時
休校となりましたが、その間に卒業式や入学式が簡
素化して執り行われました。
また、9月に菅政権が誕生、11月にはアメリカ大
統領選挙が行われるなど、変化の年となったのでは
ないでしょうか。
一緒に舟形町の一年を振り返ってみましょう。

今年は、昭和４７年
２月に山形地方気象台
新庄測候所で記録した
積雪２０㎝を下回る、
記録的な少雪となりま
した。
田んぼにうっすらと
雪がかぶる程度で、２月１７日時点の町内の積雪
は、最多が西又で１３㎝、最少が舟形中心部で０
㎝を記録。この少雪により、小学校ではスキー記
録会が中止となるなど、冬の行事にも影響があり
ました。

▼ひだまり第２分譲地分譲開始︵ 日︶
▼小型ポンプ性能検査︵ 日︶
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３月６日、町は日本
郵便㈱と包括的連携協
定を締結しました。地
域活性化と住民サービ
ス向上を目指す、
「安
全・安心な暮らしの実
現｣、｢未来を担う子どもの育成｣、｢地域経済活性
化｣、｢女性の活動推進｣、｢地方創生」などについ
て、互いが有する人的・物的・知的資源を有効活
用し、連携を強化していきます。
10月

重 大ニュース

48年ぶりの記録的少雪

日本郵便㈱と包括的連携協定を締結

▼小国川鮎釣り解禁︵１日︶
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▼町職員避難所開設訓練︵１日︶
▼縄文の女神の日︵４日︶
▼堀内地区地域運営組織設立︵５日︶
▼猿羽根山忠魂碑で平和を祈念︵ 日︶
▼舟形中学校夏の大運動会︵ 日︶
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新型コロナウイルス感染症対策本部設置

▼ほほえみ保育園運動会︵ 日︶
▼１００年の節目にあたる国勢調査を実施︵ 日︶
▼舟形町ＬＩＮＥ公式アカウント運用開始︵ 日︶
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11月
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▼第 回町スポーツフェスティバル︵ 日︶
▼舟形小学校運動会︵ 日︶
▼第１回縄文の女神ペーパークラフトデザイン
コンテスト表彰式︵ 日︶
▼町総合防災訓練︵ 日︶
▼舟形町長杯ゴルフ大会︵ 日︶

12月

▼町自治功労表彰式︵２日︶
▼町総合文化展︵８〜 日︶
▼ふながた家族新聞コンクール表彰式︵ 日︶
▼町囲碁・将棋・オセロ大会︵ 日︶
▼舟形小学校ＰＴＡ全国表彰受彰︵ 日︶
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4月

2020ふながたまち

森富広町長2期目スタート

２月２６日、新型コ
ロナウイルス感染症対
策のため「舟形町新型
コロナウイルス感染症
対策連絡調整会議」を
立ち上げ、３月６日に
は「舟形町新型コロナウイルス感染症対策本部」
に移行しました。町では、国の緊急事態宣言や要
請に基づき、行事の中止や延期、
「新生活様式｣を
取り入れるなど、感染症対策を講じました。

７月２９日、町福祉避
難所の建設着工に先立
ち、地鎮祭と安全祈願
祭が行われました。
平成３０年８月の豪
雨の際、町内にある４
つの指定福祉避難所すべてが、浸水等により避難
が困難な状況となったことから、町では避難体制
の再構築を図るため、新たな福祉避難所の整備を
進めています。令和３年３月中に完成の予定です。
5月

26

２月４日に告示され
た任期満了に伴う舟形
町長選挙において、２
期目となる森富広氏が
無投票で当選しました。
「町民の皆様の声を
し
真摯に受け止め、職員のみなさんと一緒に努力し、
子どもたちをはじめとした町民のみなさんがわく
わくするような、夢を描ける舟形町にしていきま
す｡」と延べ、２月２６日にスタートを切りました。

７月２８日から２９日
にかけて、梅雨前線や
低気圧の影響により、
県内では置賜地域を中
心に大雨となりました。
最上川（堀内観測所）で
は過去最大水位８.８１ｍを記録。町でも、堀内川
端地区に避難指示を発令したほか､家屋や田畑､道
路など最上川流域を中心に多くの被害が発生し､
一時最多３６名が避難所へ避難しました。

▼ほほえみ保育園発表会︵５日︶
▼冬季消防ポンプ性能検査︵６日︶
▼舟形町読み聞かせボランティア連絡協議会
山形放送愛の事業団﹁愛の鳩賞﹂受賞︵ 日︶
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コロナ禍により延期 ･
中止になった事業

18 18
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５月２９日に、
国宝土偶「縄文
の女神」を含む
特殊切手「国宝
シリーズ第１集」
が発売されまし
た。これは、一昨年に町長が縄文国宝自治体首長
懇談会のメンバーと日本郵便本社に出向き、要望
活動を行い切手化が実現したもので、 便り に乗
って縄文文化が広がることになりました。

▼ほほえみ保育園入園式︵６日︶

ｉｎ
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国宝土偶縄文の女神が切手に

29 ｢国宝シリーズ第1集｣で発売

▼春季消防演習︵５日︶
▼松橋わらび園オープン︵ 日︶
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6月

▼ 第５回舟形町・大蔵村 小学校陸上競技大会︵４日︶
▼第８回ヒストリックカーミーティング︵９日︶
▼小型ポンプ操法大会︵ 日︶
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7月

▼舟形小学校と代沢・山崎小が夏期児童交流
︵ 〜 日︶
▼第３回最上小国川鮎釣り甲子園大会︵ 日︶
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8月

▼麻布地区サマースクール 舟形︵２〜４日︶
▼縄文の女神まつり︵３〜４日︶
▼町成人式︵ 日︶
▼奉納さばね山相撲大会︵ 日︶

▼町敬老祝賀式︵ 日︶
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▼町芸能フェスティバル︵３日︶

▼町高齢者フェスティバル︵ 日︶

▼地域安全運動・交通安全町民集会︵ 日︶

12月 11月 10月 9月
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