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<内容>

8 市技（けん玉）

<修正後>

<修正前>

（令和 3 年 2 月 修正）

（令和 2 年 2 月改定版）

<備考>

令和 2 年 9 月に「けん玉を市技に定め

・新しく追加

る条例」を制定しました。けん玉によ

・写真追加

るまちづくり活動をさらに推進し、世
界との交流を図り、市民の健康づくり
や子どもたちの健全を促すこと、さら
に、けん玉文化の継承・発展を目的に
制定しました。
（写真追加）
P11

13 長井市役所庁舎

まちづくりの中枢を担う新庁舎が令和 3

現在長井市では、まちづくりの中枢であ ・内容変更

年 5 月 6 日に開庁しました。全国初とな

る市役所と、置賜の地域交通の拠点であ ・写真追加

る、駅と庁舎が一体化した珍しい庁舎に

る長井駅を一体化した、新庁舎の建設を ・写真追加更新

なっており、全長は約 170ｍあります。

行っています。工事は令和 3 年 3 月頃完

分散していた行政機能を全て集約し、デ

成予定です。

ジタル化による手続きの簡素化や効率化
を図るなど利便性を高めました。加えて、
頻発する災害への備えとして、大規模災
害発生時には、市民の皆様の安心と安全
を支える拠点としました。また、誰もが
気軽に訪れることができるように、利用

者が交流し、活動できるスペースを設置
しました。さらに、キッズスペースや授
乳室なども設け、市民の皆様はもちろん、
長井市を訪れる市外の人にも利用しやす
い庁舎になりました。
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写真 1：庁舎の全体の様子

写真 1：新庁舎北側より 地盤杭打ち

・内容修正

写真 2：庁舎 2 階 市民防災研修室

（2019.11 時点）

・写真追加

市民参画や協働のミーティング、ワー

写真２：新庁舎南側より 根切り工事

～長井市役所の紹介～

クショップなどに利用できる活動室。

（2019.11 時点）

（修正後）

写真 3：庁舎 3 階 議場

写真 3：新庁舎北側上空より（2020.9 時

市民や地域に開かれた議会を目指し、

点）

傍聴席から議場が見えやすくなってい

写真 4：新庁舎西側より （2021.1 時

る。

点）

～長井市役所

進捗状

況～（修正前）

写真 4：市民交流ホール
市役所の手続き以外でも気軽に訪れ
て、交流・談話・展示などを行うことが
できる。
P16
4 フラワー長井線

P19

1 長井ダム水陸両用バス・
遊覧船（修正前）

・・・
（省略）取り壊され、令和 3 年 5

・・・
（省略）取り壊され、令和 3 年 3

月、長井市役所と合築施設として生ま

月に完成予定の長井市役所と合築施設

れ変わりました。

として生まれ変わります。

長井ダムのダム湖である「ながい百秋湖」

長井ダム（ながい百秋湖）で、陸上と水上

で、陸上と水上を走行することができる「水

を走行することができる「水陸両用バス」を

・内容修正

・水陸両用バスと遊覧船
を分けた

陸両用バス」を運航しています。水陸両用バ

運航しています。水陸両用バスは窓にガラス

1 水陸両用バス in ながい

スは窓にガラスがない仕様になっていて、出

がない仕様で、風を受けながら見る長井のま

百秋湖（修正後）

発地点の道の駅川のみなと長井から到着地点

ちも、迫力満点の入水「ザブ～ン！」やゆっ

の折草沢まで、風を受けながら長井のまちを

たりとした水上のクルージングも満喫できま

見ることができます。湖面に入水する際の

す。

・内容追加

「ザブ～ン！」は迫力満点で、普段はできな
い体験ができます。入水した後はゆったりと
した水上クルージングを満喫でき、ながい百
秋湖の大自然を堪能することができます。運
が良ければ、熊やカモシカなどの動物にも出
会える珍しい体験ができるかもしれません。
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３ながい百秋湖
船

遊覧

周囲の山々が美しく紅葉するながい
百秋湖の中を遊覧船で進み、湖面に映

・新しく追加
・写真追加

える景色を見ながらの船旅を楽しむこ
とができます。1 周約 45 分かけてゆ
ったりと進み、日々の喧騒を忘れ、素
敵な時間を体感できます。ガイドが同
行しますので、長井ダムの歴史や三淵
と卯の花姫の伝説などの貴重な話も聞
くこともでき、見てよし聞いてよしの
体験で、大変人気となっています。
（写真追加）
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サ ッ プ

4SUP体験

SUP とは、スタンドアップパドルボードの略

・新しく追加

で、ハワイ発祥のマリンスポーツです。浮力

・写真追加

のある専用のボードの上に立ち、パドルを漕
いで水面を進んでいく新感覚のアクティビテ
ィです。ながい百秋湖で行っており、普段行
くことができない狭い場所にも行くことがで
き、非現実的な体験ができます。また、SUP
の上で寝転んだり、ヨガやエクササイズを行
ったりとたくさんの楽しみ方があるのも
SUP の魅力です。長井市の SUP 体験は、ガ
イドも同行するため、レクチャーを受けなが
ら、ガイドしか知らないおもしろい話も聞く
ことができるので、誰でも安心して乗ること
ができます。
（写真追加）

P20

5 水上自転車体験

水上自転車は、両脇にフロートが付いてお

・新しく追加

り、水上を走行すると、不思議な浮遊感を体

・写真追加

験できる、ヨーロッパ発祥のアクティビティ
です。日本では珍しく、瀬戸内地方と長井市
でしか行われていません。ながい百秋湖を周
辺の自然を眺めながら爽快に走行でき、安定
感もあるため、初心者でも安心して乗ること
ができます。疲れた時は立ち止まって、自然
を楽しみ、日々の疲れを癒すこともできま
す。速度も自分の漕ぎ方次第で様々変えられ
るため自分のペースで楽しめるのも魅力の一

つになっています。
（写真追加）
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2（一社）やまがたアル

・・・
（省略）令和 3 年４月に小国町を

・・・
（省略）2 市 2 町の観光 PR や・・・ ・内容修正

加え、５市町の観光 PR や・・・

カディア観光局
P26
P40
P41

２ながい百秋湖
1 つつじ公園のはじまり
5 長井小学校の桜

竜神大橋

龍神大橋

・誤表記訂正

・・・
（省略）当時の長井町役場（まま

・・・
（省略）当時の長井町役場（現在

・誤表記訂正

の上地区）
・・・

の長井市役所）
・・・

・・・
（省略）正門脇の桜は、
「旧教育委

・・・
（省略）正門脇の桜は、｢旧長井税 ・誤表記訂正

員会庁舎前の桜」とともに・・・

務署前の桜｣（現在は教育委員会庁舎）と
ともに・・・

P84

日本一認定

■認定 41 号「全国初鉄道駅と一体型の

41 号を追加

長井市庁舎の開庁」
令和 3 年 5 月に山形鉄道「フラワー長
井線長井駅」の駅舎と一体型の市役所
新庁舎が開庁。全国初の鉄道駅と一体
型の庁舎として、報道され反響を呼ん
だ。

・新しく追加

