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1.舟形町はこんなところ

JR

交通アクセス

自 動 車

飛 行 機

東　京

東　京

東　京

山　形

仙　台

舟　形

舟　形古　川

新　庄
山形新幹線
3時間35分

東　京 村田JCT 東根IC 舟　形
東北自動車道
4時間

山形自動車道
50分

R13
1時間

仙　台 東　根 舟　形R48
1時間15分

東　京
55分

大　阪
山形空港

80分

R13
40分

R13
40分

山形新幹線
2時間50分
東北新幹線
2時間10分 15分

陸羽東線
2時間16分

奥羽本線 7分

1時間

舟　形

東　京 庄内空港60分
R47･R13
70分

舟　形

おいしいもの
がいっぱい
あります。

1

町の自慢です
国宝土偶
「縄文の女神」
→20Pをご覧ください。

米米

鮎鮎

野菜野菜

マッシュルームマッシュルーム

ねぎ、にら、きゅうり、トマト、
アスパラガスなど
ねぎ、にら、きゅうり、トマト、
アスパラガスなど
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■新規就農のきっかけ
　家が米などを作る農家で、小さい頃から農業をしようと決めてい
ました。作物は祖父が以前作っていた「きゅうり」にしようと思い、
県立農林大学校で野菜の勉強をした後、平成27年に新規就農しま
した。
　きゅうりは狭い面積でも売上げを上げることができるところが魅
力です。現在は７アールの圃場を一人で作っています。5月から畑
作りを始め、９月いっぱい収穫できます。
　新規就農にあたっては、町役場や農協にも相談しました。役場で
は新規就農の支援として給付金を、農協からは技術的な指導をいた
だきました。当初は計画見込みの甘さなど苦労もありましたが、資
金面では町独自の補助事業のおかげでそれほど苦労せずにスタート
できました。２、３年で作業にも慣れ、今は順調です。園芸農業は
面積あたりの収益が多いようです。
　農業のやりがいは、ちゃんと手入れしてあげるといい実が採れた
りとか、やったことが自分に反映されるのが一目でわかる、そうい
うところが会社勤めとは違うやりがいなのかなと思います。
　今は個人で経営していますが、将来は作付け面積を広げ、農業生
産法人を立ち上げたいと思っています。

■Uターンのきっかけ
　以前は東京の会社で働いていたのですが、不規則な勤務形態とい
うこともあり、将来のことも考えて日勤の仕事をしたいと思ってい
たところ、親などのすすめもあって４年前にＵターンしてきました。
　今の仕事はハローワークの紹介です。就活はハローワークの就活
セミナーに行ったぐらいですが、仕事は地方にも結構あると思いま
すよ。収入は少しダウンしましたが、家賃や食費などの出費を考え
ると、むしろ自由になるお金は多くなっています。なによりプライ
ベートタイムが多くとれるようになったのが魅力です。会社は定時
退社、通勤時間も短く、土、日、祝日が休みなので、ゆったり過ご
せます。休日は趣味の釣りに出かけたり、家の農作業の手伝いをし
たりしています。また、平日の夜には友人達とフットサルもやって
います。家族で暮らすのんびり感もあって、ストレスは全く感じなく
なりました。
　Uターンのメリットは、やはり地元なので誰かしら知り合いがい
るということですね。友人からいろんな情報を得たり、大雨などの
災害があった時も地域で団結して取り組んだり、なにかと心強いで
す。高齢者も多い地域なので、若い人が帰ってくるとみんな喜んで
くれますね。

2.インタビュー
自然を活かした暮らし

新規就農

Profile

叶内　大夢さん（25歳）
職業：農業（きゅうり栽培）
家族：父、母、妹、祖母

心地よい暮らし

Ｕターン就職

Profile

井上　和人さん（37歳）
職業：会社員
家族：父、母、兄、祖母

農繁期の１日

起床

農作業（収穫）

朝食

出荷準備
出荷

農作業（畑の管理）

昼食

農作業（収穫）

夕食

箱詰

終了

プライベートタイム
家でゆったりが好き
たまには飲み会にも

5：00

7：00

8：00

10：00

12：00

13：00

19：00

20：00

Work：LifeWork：Life

就業日の１日

起床

朝食
出社
通勤（10分）
始業

会社勤務

退社

夕食

プライベートタイム

DVD鑑賞、
釣り道具の手入れ
など

7：00

6：30

7：30

8：30

19：00

17：15

Work：Life
Work：Life

舟形町で生活する若者たち
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舟形町
だけ

舟形町
だけ

■舟形町営農相談専門員　土屋さん談

　営農相談所は、初めて農業を始める方でも気軽に
相談できる窓口です。「どの作物にするか」「どれく
らいの収益を目指すか」「どの時期・時間帯で働きた
いか」など、なんでもご相談ください。また、国や
県、ＪＡ等の補助金の情報や各相談窓口についても
おつなぎします。

　ご相談はこちらへ
　　　営農相談所（舟形町役場農業振興課内）
　　　 TEL  0233-32-0947

就農支援制度で
農業を始めて
みませんか？

ＪＡ営農相談窓口
もがみ中央農業協同組合
南部営農センター　TEL  0233-32-2133

1と2は併用
可能です。

1.農業次世代人材投資事業
　　50歳未満で独立して自営する認定新規就農者に対して、
　経営開始時の早期の経営確立を支援する資金を交付します。
　　交付額：経営開始１～３年目１５０万円／年
　　　　　　経営開始４～５年目１２０万円／年
　 （最長５年間・前年の所得によらず定額）

2.園芸拡大スピードアップ事業　
　　町の重点振興作物などの園芸作物栽培に新たに取り組む方に対し
　て、初期投資にかかる経費について50万円を上限に補助します。

　スタートアップ事業補助対象作物
　　ねぎ、にら、アスパラガス、きゅうり、トルコぎきょう、うるい、
　タラの芽、こごみ、ふきのとう、トマト、行者にんにく

3.新規就農予定者支援事業
　　山形県立農林大学校に入学し農業について学び、卒業後舟形町で
　就農する方に対して、授業料の全額（２年間）を補助します。

3.就農支援制度
　舟形町では、農業振興課内に営農相談所を設置して、作物選びから経営まで、
就農・営農に関して広く相談を受け付けています。



新庄市

大蔵村

戸沢村

鮭川村

真室川町
金山町

最上町

舟形町

4.仕事の紹介

東根大森工業団地（17社）

大森西工業団地（11社）

縄目工業団地（9社）

山形臨空工業団地（18社）

・新庄・最上のくらしごと

・山形県Uターン情報センター

http://www.m-shigoto.com/

https://www.pref.yamagata.jp/ou/shokokanko/
110009/u-turn-center.html

・山形県就職情報サイト

・やまがた21人財バンク

http://www.shushoku.yamagata.jp/

https://www.yamagata21hrb.jp/

福原工業団地（16社）

新庄横根山工業団地（9社）

新庄中核工業団地（52社）

★車で約20分

★車で50分

★車で約20分

★車で約30分

　舟形町には、工場や介護施設などがあり、雇用の場となっています。
　また、交通アクセスもよいので、新庄市、尾花沢市、東根市などの各工業団地
も通勤圏内です。

［舟形町のおしごと支援］
就転職活動を応援します！

1.舟形町就転職等活動交通費支援事業費補助金充実

町外の若者が就職活動や転職活動をする際の交通費の一部を助成します。
往復交通費の1/2以内で、上限1万円。（１年度２回まで申請可）
http://www.town.funagata.yamagata.jp/docs/2018060700011/ 

2.舟形町有償インターンシップ受入支援充実

賃金をもらいながらインターンシップ（就業体験）ができます。
（受入企業はホームページに掲載）
http://www.town.funagata.yamagata.jp/docs/2018061200022/ 

地元から離れていても
利用できる情報はあります。
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仕事のこと、もっと詳しく

最上地域に
仕事はあるの？

1．2の問合せ先／舟形町まちづくり課地域支援係
　　　　　　　　TEL 0233-32-0104

3.起業を応援します！
町内で新たに起業する方に、対象経費の1/2以内、上限50万円を補助
します。

4.求職者の資格取得を応援します！
国家資格・検定の取得に要した経費の1/2以内、上限10万円を補助し
ます。

3．4の問合せ先／舟形町まちづくり課商工支援係
　　　　　　　　TEL 0233-32-0844

尾花沢市

東根市



この環境だから子育てが楽しい

お二人の子育てについて教えてください　　　

信夫　うちはのびのび育ってほしくて、子どもが生き物が
　　　好きなので、よく川や山に遊びにいくんです。かな
　　　ちょろや川魚捕まえたりとか。鮭の上る時季に小国
　　　川に見に行ったりするとジャバジャバ上って来て。
　　　大きい生き物見るとテンション上がって、親子で　
　　　「スゲーな」って。勝手知ったる町でどこに行くと
　　　何があるというのがわかっているので、山菜採りに
　　　行っても「これ食べられるよ」って教えると「すご
　　　いね、お父さん」って言ってくれます。
大類　私は千葉県出身で舟形町に住んで１０年ですけれど、
　　　どこを見ても山が見えるし、星空はきれいだし、自
　　　然が豊かなのが子育て環境のみならず、大人にも心
　　　安らぐいい環境だと思います。あと、私が気を付け

5.子育て対談

Profile

信夫　貴吉さん（45歳）
職業：会社員
家族：妻、長女（18歳）、長男（14歳）、
　　　父、母

Profile
大類  奈保子さん（50歳）
職業：町臨時職員
家族：夫、長女（16歳）、
　　　長男（14歳）、二女（9歳）
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子育てするなら舟形町。
舟形町の子育て世代に話を聞きました。

　　　ているのは子どもには安全なものを食べさせたいということで、夫の実家からもらっ
　　　たお米と地元の野菜を使って毎日ご飯を作っています。「おじいちゃんが作ったお米
　　　だから大事に食べなさい」って言って。

お子さんは舟形町で生まれたんですか？

大類　下の子は里帰りせずこちらで出産したんですが不安は無かったです。大きな病院も近
　　　いのですぐに行けましたし、産科の健診にも町の補助があったので毎回行きました。
　　　子どもの健診や育児相談も充実していましたね。最近ではブックスタートもあると聞
　　　きました。

町の子育て支援・補助についてはいかがですか？

大類　保育料の半額助成があって助かりました。他県では待機児童の話も聞きますが、舟形
　　　町ではそういった心配も全然なくて。下の子は２歳から保育園にお世話になっている
　　　ので、仕事をする面でも心強かったです。
信夫　高校生まで医療費が無料なのはありがたいです。
大類　ほかの市の友だちに「舟形町は子どもは医療費タダだよ」って言うと、「いいね」って
　　　言われます。子どもが入院した時も全額返ってきて、たいへん助かりました。

舟形町で子育てしてよかったことは？

大類　舟形町は親との同居率が高いこともあり、子どもを見守る目がいっぱいある気がしま
　　　す。私は子育て支援住宅に住んでいるんですが、ご
　　　近所さんも同世代の子どもがいるお父さんお母さん
　　　なので、登校班でも一緒に見守ったり、注意もして
　　　くれます。ときには悩みを共有したり、相談したり。
　　　それに保育園・小学校・中学校が１校ずつなので、
　　　みんな乳児健診の頃から同じメンバーで育っていく
　　　ので、親同士も仲良くなるし子どもはもちろん仲良
　　　しですね。
信夫　うちの地域はお祭りで子どもみこしが全部の家を回
　　　るんですが、各家庭でお菓子をくれるんですよ。そ
　　　こで知らない人でも「どこの子や？」って聞かれて
　　　「○○です」って言うと、「あそこんながー。お菓
　　　子持ってげー」ってなって、みんな顔見知りになり
　　　ます。だから、いろんな人が折にふれ心配して見て
　　　てくれるので安心だなと思います。舟形町は安心し
　　　て子育てができるところ、そこがいいなと思います。

カ
ブ
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や
ク
ワ
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タ
も
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に
行
き
ま
す
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子
ど
も
か
ら
や
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し
く
さ
れ
る
と

グ
ッ
と
き
ま
す
。
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6.都会とのデータ比較
1.都道府県別初任給額

2.1か月間の支出（単身世帯のうち勤労者世帯）

3.通勤・通学時間

トータルでの暮らしを考えたら、舟形町。
25分

0

50

100

150

200

250

0

50

100

150

200

250

山形県
平　均

42分

東京都
平　均

4.注文住宅平均床面積

141.6㎡

山形県
山形県

山形県

平　均

72回

震度5弱以上

8 回
震度5弱以上

2 回
震度5弱以上

2017年度 フラット35利用者調査
（住宅金融支援機構）
都道府県別の平均所要資金（土地付注文住宅）

2017年度 フラット35利用者調査
（住宅金融支援機構）
都道府県別の平均床面積（注文住宅）

出典　平成29年賃金構造基本統計調査（厚生労働省）

出典　平成26年全国消費実態調査（総務省統計局）

出典　平成28年社会生活基本調査（総務省統計局）

気象庁
震度データベースより

126.7㎡
平　均

東京都

3,656万円

山形県

東京都 山形県 舟形町

所要資金

5,592万円
所要資金

東京都

東京都

東京都

　山形県の注文住宅の戸当たり床面積は、全国１位です。東京都や全国平均
（128.2㎡）と比べると、とても広くゆとりのあるお家に住む方が多いことが分
かります。

5.土地付注文住宅平均所要資金
　山形県の土地付き注文住宅の平均所要資金（3,656万円）は、全国平均の4,039
万円より約400万円も安く、東京都の5,592万円と比べると約2,000万円も安くなって
います。

6.震度5弱以上の地震発生頻度
　舟形町は地震が少なく震度５弱以上の発生頻度は、東京都の72回に対し、山形
県は８回、さらに舟形町は２回です。

大卒
男子

大卒
女子

高卒
男子

高卒
女子

大卒
男子

大卒
女子

高卒
男子

高卒
女子

189,600円 190,900円
153,800円 145,100円

217,400円 212,000円
174,000円 169,900円

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

食　料

住　居

光熱・水道
家具・家事用品
被服及び履物
保健医療
交通・通信

教養娯楽

その他の消費支出

都会と比べて地価が安く、住宅購入費も安くマイホームを取得できます。
ゆったりとしたマイホームで、子どもをのびのび育てられます。

収入のわずかな
差に比べて…

支出はぐんと
少ないんです。

時間を
ゆったり
持てます。

　夫婦共働きの
世帯が多いので世
帯の収入に大きな
違いはないです。

余裕を持った
日々を過ごせ
るね！

注文住宅の
戸当たり床面積は

東京都は
28位です。

注文住宅の
所要資金

東京都は
全国１位

1923年1月～
2018年7月までの
震度5弱以上の
地震発生頻度

1位全国

住宅は広いのに
資金は安く
すみます。

注文住宅の
所要資金

山形県は
全国27位163,678円

226,641円
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1.定住推進交付金
　⑴若者定住交付金

　　45歳未満の方で住宅を取得される方
　　　　一律50万円を支援
　⑵子育て支援交付金
　　中学生までのお子様がいる方で住宅を取得される方
　　　　子ども1人当たり20万円を支援（上限60万円）
　

2.新築補助金
　⑴在来工法新築補助金

　　町内業者と契約し、住宅を新築される方
　　　　一律30万円を支援
　⑵融雪設備導入補助金
　　新築住宅に融雪設備を新規導入される方
　　　　設置費の50％を支援（上限100万円）

7.住まいのサポート
　舟形町では、さまざまな住宅関連支援が受けられます。

3.住宅リフォーム支援補助金

4.定住モデル住宅（3棟）

5.子育て支援住宅　ハイムひだまり3棟（15戸）

6.若者向け定住・移住住宅　エスポワール1棟（5戸）

8.空き家・空き地バンク制度

7.町営住宅舟形団地　3棟（48戸）

　⑴住宅リフォーム総合支援事業

　　①バリアフリー化　②県産材の使用　③克雪化　④減災・部分補強　
　　⑤寒さ対策・断熱化　⑥新・生活様式対応のいずれか1つに該当する
　　リフォームを県内の建築業者と契約した場合
　　ア．一般世帯　　工事費の最大20％を支援（上限24万円）
　　イ．移住・新婚・子育て世帯　　工事費の最大1/3を支援（上限30万円）

　⑵在来工法（リフォーム）補助金
　　100万円以上のリフォーム・増改築を町内の建築業者と契約した場合
　　※（１）の要件に該当している場合は工事費100万円以下でも可。
　　　　工事費の最大10％を支援（上限20万円）

　　若い世帯が定住し、安心して子育てできる木造１戸建て住宅です。
　　家賃　40,000円／月

　　「子育て」への配慮がいっぱいのメゾネット
　タイプ。３LDK。
　　小学生までの子どもがいる、または出産予定
　の世帯が対象です。
　　家賃　40,000円／月～
　（子どもの人数により減額措置があります。）

　　本町に転入する前に町外に2年以上居住し、申込時に満45歳未満の世帯が
　対象です。
　　家賃　40,000円／月～

　　空き家等を借りたい、または買いたい方に、
　空き家等貸したいまたは売りたい方を紹介します。
　　45歳以下の町内の若者や移住希望者が空き家を取得し、解体して新築
　する場合は、空き家除却事業補助金を利用できます。（費用の1/2）
　　住宅：上限100万円　　住宅以外の付属建物：上限30万円

　　和室　家賃　12,500円／月～
　 （公営住宅につき、所得制限があります。）

8の問合せ先／住民税務課危機管理室生活安全係 TEL 0233-32-0155

1～7の問合せ先／地域整備課農村整備係 TEL 0233-32-0915
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8.町内の子育て施設 ・舟形ほほえみ保育園
　　定員　170名。
　　生後６ヵ月から受入可能

日本一の給食事業

　子どもたちが元気で健やかに成長
し、かつ愛郷心を持てるよう、新鮮
な地元食材を使った日本一おいしい
給食を提供しています。また、農産
物生産者との交流を図るなど、食育
を推進しています。
食材例：お米、鮎、朝採り野菜など

・舟形小学校
　　町唯一の小学校です。

豊かな自然を活かした遊び場がいっぱいです。

・舟形中学校
　　町唯一の中学校です。

舟形町
だけ

ここが自慢

保育園と小学校
がお隣りにあり
ます。

子育て支援センター「みらい」
保育園入園前のお子さんの遊び広場です。保護者もほっと一息。

あゆっこ村

チャイルドランド
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中学生までの医療費が無料となる医療証を交付。
高校生世代には医療費自己負担分を助成します。

　急な病気で集団保育できないお子さんを、保護者に代わり看護師と
保育士でお預かりします。また、利用料の半額を助成します。

5．6．7の問合せ先／健康福祉課福祉係
　　　　　　　　　 TEL 0233-32-0655

・舟形町教育振興修学資金
　大学・専修学校等に在学の方に月額５万円を無利子で貸付け。
　（要件により、返還免除および助成があります。）

問合せ先／教育委員会学事係　TEL 0233-32-2379

問合せ先／健康福祉課福祉係
　　　　　TEL 0233-32-0655

2．3の問合せ先／健康福祉課地域保健係　TEL 0233-32-0810

・結婚祝金…町内でご結婚された方に、祝金を支給します。
問合せ先／まちづくり課地域支援係　TEL 0233-32-0104

9.子育て施策
子育てするなら舟形町
-充実の子育てサポート-

充実

　舟形町では、子育て世代包括支援センターを設置し、保健師と助産師がタッグ
を組み、妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を展開しています。

1.すくすく赤ちゃん祝金

舟形町
だけ

7.高校生までの医療費を無料化

6.病児預かり

充実 8.各種奨学金制度

ほかにも…

子育てに
やさしい環境
です

　子どもを出生した方へ
10万円を支給します。

充実 2.健診・予防接種が充実
　・歯科健診とフッ素塗布は、１歳から年少まで無料で行っています。
　・小児インフルエンザ費用の助成も行っています。

充実 3.育児相談・健康教室もいろいろ
　・妊婦とお母さんの定期健康相談　　・育児プレスタート講座
　・ベビーマッサージ講座　　・離乳食教室  など

4.子育て支援センター「みらい」
　保育園入園前のお子さんと保護者の方に、
育児相談および遊びの場を提供しています。
　　　　　　問合せ先／TEL 0233-32-2120

充実 5.保育料の半額助成
　0～2歳児は18歳以下の兄弟から数えて
2子目半額、3子目以降は全額助成します。
3歳児以上は保育料と副食費が無償です。
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　最上地域の各種セミナーや研修、支援制度等の情報は
山形県最上総合支庁や新庄市ホームページをご覧ください。
　
●山形県最上総合支庁
（ホーム＞産業･しごと＞労働・雇用＞雇用対策＞最上地域の企業の魅力
　を伝える「もがみ仕事の魅力ガイド」）
　https://www.pref.yamagata.jp/314041/sangyo/rodo/
　koyotaisaku/mogami-communitybusiness/index.html
　
●新庄市
（トップページ＞入札･企業立地＞企業立地＞UJIターン就職希望者向け
　求人情報「Shinjo WORK」）
　http://www.city.shinjo.yamagata.jp/
　n002/010/010/030/20150219114813.html

10.町の暮らしのQ&A 11.最上地域の仕事を
　　　　　もっと知りたい！

　最上地域をもっといきいきと暮らしていける地域にしていこうと活動を進めて
いる団体、そこで働く若者、仕事にかける熱意と地元への想いをまとめている冊
子です。

Q.買い物はどこへ行くの？
町内にコンビニとスーパーが
一軒あります。
隣の新庄市や尾花沢市のお店も
近いからよく利用しています。

Q.通院は？
町内に歯科医院、内科・皮膚科
があるし、新庄市や尾花沢市に
も多くの医療機関があります。
地域の基幹病院の県立新庄病院
も車で20分くらいで行けます。

Q.インターネットは？
町内全域でブロードバンドが
使えて、駅や温泉などの施設
では休憩しながらWiFiも使え
ます。

Q.子どもが室内で遊ぶ場所は？
幼児のころは
子育て支援センター「みらい」、
もう少し大きくなったら
新庄市の「わらすこ」でも遊ん
でます。
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12.国宝土偶「縄文の女神」
舟形町から出土

●横から見た背中

　とても薄い。現在でもこの薄さで作ろうと
　するとその過程で割れてしまうことが多く、
　4,500年前の高度な技術の賜物です。

●胸・腹

　角ばった肩からW字
　に乳房が張り出し、
　とがったように腹
　が膨らんでいて、
　妊産婦を表現して
　いるようです。

●足の裏

　焼きムラをおさえるために
　少しえぐられています。

●お尻

　後ろに突き出ている。その形から
　「出尻形土偶」とも呼ばれています。

　平成４年の発掘調査で、左足、腰、頭、胴、右足など５つに割れた土偶が相次
ぎ出土し、復元を進めた結果、45㎝と日本最大の土偶であることが分かりました。
　・平成10年に国指定重要文化財指定
　・平成24年に国宝指定
　国宝指定の際、文化審議会からは、「縄文時代の土偶造形のひとつの到達点を
示す優品として代表的な資料であり、学術的価値が極めて高い」という高評価を
いただきました。

●出土地

　山形県最上郡舟形町舟形字西ノ前
　西ノ前遺跡（集落跡）

●重さ

　3,155ｇ（新生児と同じぐらい）

●年代

　約4,500年前（縄文時代中期）

●
高
さ

　45
㎝
（
現
在
出
土
さ
れ
て
い
る
完
成
土
偶
の
中
で
最
も
大
き
い
）

●顔

　目、鼻、口が省略
されています。

でっちりがた どぐう

国 宝「附」
　残欠資料は47点。頭部から脚部までの
大小さまざまな破片です。頭部は河童型の
影響を受ける顔面表現のないものや逆三角
形の輪郭に眼鼻口の表現のあるものまで
様々です。胸部は逆三角形で下方に垂れ、
尻は後ろに張り出した形状をしています。
大型の臀部もあり、大型の土偶がいくつも
作られていたと思われます。
　板状のものもあり、上下に貫通し、中央
部の前面に孔が開けられています。
　これら47点の残欠資料は、縄文時代中
期の特徴をよく表しており、国宝の附とし
て指定を受けています。

つけたり

でん



お問い合わせ

山形県舟形町まちづくり課地域支援係
TEL 0233（32）0104  FAX.0233（32）2117
メールアドレス  chiiki@town.funagata.yamagata.jp
ホームページ  http://www.town.funagata.yamagata.jp

山形県の移住については

すまいる山形暮らし情報館

https://yamagata-iju.jp/

　山形県での仕事探しに役立つ情報や県等の
支援情報をご紹介します。

Ｕ・Ｉターン就職についての就職相談、情報
提供、無料職業紹介を受けることができます。

山形県Uターン情報センター

https://www.pref.yamagata.jp/ou/shokokanko/
110009/u-turn-center.html

月～金　10：30～18：00
〒102-0093　東京都千代田区平河町2丁目6－3
都道府県会館13階　山形県東京事務所内
ＴＥＬ：03－5212－8996


