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安久津八幡神社（高畠町）貞観２年(８６０年)に、慈覚大師が豪族安久津磐三郎の協力を
得て創建。三重塔、舞楽殿、本殿は県指定重要文化財です。１２月３１日～１月３日と１月
１０日～１２日は幻想的なライトアップをお楽しみください。（産業経済企画課観光振興室）

特 集

山形おきたま観光協議会（事務局：置賜総合支庁産業
経済企画課観光振興室）では、今年も、冬季観光キャンペーン
「山形おきたま 冬のあった回廊」を、１２月から来年２月末まで
の３カ月間行います。
県内でも有数の豪雪地帯とのイメージが強い置賜。しかし、こ
こには、体をあたため癒してくれる秘湯や銘酒、米沢牛をはじめ
とする「うまいもの」、幻想的な雪まつりなど雪国ならではの魅力
があふれています。
このキャンペーンでは、こうした魅力を県内外の多くのお客様に
お楽しみいただき、元気いっぱいになっていただけるよう、多彩な
企画を満載し、「“あったかい冬のおきたま”をめぐる旅」をご提案し
ています。
今年は、新企画として、冬に咲く桜「啓翁桜」を置賜の主要な観
光施設に飾花します。冬の雪景色が広がる中、桜を愛でつつ置賜
をめぐる・・ちょっと贅沢な旅はいかがですか？
飾花期間は、各施設により異なりますが、１月中旬から順次飾花さ
れます。
また、今年、初開催となる「おきたまラーメン店スタンプラリー」
（１月１日～２月２８日）もおすすめです。置賜地域のこだわりの名
店を食べ歩き、スタンプを３つ集めて応募すると、抽選で豪華賞品
が当たります。１０，０００円相当の米沢牛を３本、置賜産日本酒ま
たはワインを１０本ご用意しました。ふるってご参加ください。
もちろん、好評をいただいている「酒蔵・ワイナリーめぐり」もお楽
しみいただけます。「おきたま食の応援団」（事務局：置賜総合支庁
農業振興課）が実施する「冬のおきたま 食の銘店めぐりスタンプ
ラリー」（１２月１９日～２月２８日）に参加する約３００店のグリーン
フラッグ店とあわせてお楽しみください。
くわしくは、置賜地域の温泉旅館・観光施設等に設置している
キャンペーンガイドブック、またはキャンペーン特設ホームページを
ご覧ください。

ホームページアドレス http://winter.oki-tama.jp/

冬はおきたま

検 索

問 山形おきたま観光協議会（置賜総合支庁観光振興室内）0238-26-6046
○

この人に聞く

あらと保育園は、置賜盆地北端の静かな山峡の町に
あり、山や川、田畑に囲まれた自然豊かな環境にありま
す。園庭には４頭のポニーの親子のお家があり、子ども
たちの保育を援助してくれる良き保育サポーターになっ
ています。
当園では、町が進める地産地消に取り組み、子ども
たちの食育を大切にしています。地産地消に取り組んで
１０年余になりますが、「生産者の顔の見える食材」を取
り入れることで、安全で安心な食事の提供につながって
います。新鮮な食材は、栄養価が高く味も濃厚で、一番
美味しい時期に薄味で食べることができます。生産者の
方と直接相談できるので、料理の幅も広がり、郷土料理
も多く取り入れられるようになりました。
今後も、子どもたちの生産者や自然の恵みに対する
感謝の気持ちを育み、地場産業の発展に寄与していき
たいと思っています。
また、子どもたちの菜園活動も盛んです。地域の方の
協 力 で、種 ま
き、手 入 れ、収
穫 を し ま す。収
穫すると子ども
たちと調理担当
者 で「ど ん な 料
理 に す る か」を
決め全園児の
食事に出しま
す。こ の 経 験 を
事業報告

通して、「 み ん
な で 分 け て、
一緒に食べる」
思いやりの気
持ちが育ちま
す。子どもたち
は、春 に は 田
植えや芋苗植
えをし、秋には
稲刈りや芋ほりをします。稲刈りが終わると藁をポニー
たちの馬小屋に運びます。収穫したもち米は、みんなで
餅つきをして味わいます。芋のつるや畑で収穫した野
菜や調理室から出た人参の皮などはポニーのえさにな
り、ポニーの糞は堆肥となって、菜園の土作りに生かさ
れます。
これらの取り組みが認められ、このたび「平成２６年
度特定給食施設厚生労働大臣表彰」をいただくことが
できました。
乳幼児期からの食育の成果は、５０歳代になってか
らの体に現れ、健康長寿にもつながります。自然に親し
み、食物本来の味と栄養素を知り、心身にとって大切な
ものをバランスよく選ぶ力を身につけることが、生涯に
わたる健康づくりの基礎となります。
これからも子どもたちの健やかな育ちのために、いつ
も笑顔で丁寧な対応をし、保護者支援をしながら、５０
年後に「ありがとう」と言われる食育の実践をしていきた
いと思います。

米沢中央インター周辺県道４車線化

問 道路計画課 0238-26-6078
○

主要地方道米沢高畠線は、米沢市と高畠町を結ぶ総延
４車線化事業区間
主要地方道米沢高畠線
長１７．４ｋｍの幹線道路です。平成２９年度の供用開始を
目指して建設が進んでいる東北中央自動車道の（仮称）米
沢中央インターが接続することにより、米沢市街地方面へ
（仮称）米沢中央インター
の交通量の増加が見込まれます。そのため、米沢市街地
東北中央自動車道
と同自動車道のアクセス強化を目的として、平成２５年度
から県道を４車線化する事業を実施しています。同イン
ター付近から国道１３号までの区間において、現道の北側
羽黒川橋
に車道２車線と歩道
を整備する計画であ
り、完成後は幅３２ｍ
一般国道１３号
の道路になります。
今年の１０月に着
手した羽黒川橋製作架設工事（橋長１８７．７ｍ）を皮切りに、いよいよ本格的な
工事が始まりました。
平成２７年度からは羽黒川橋前後の道路改良に順次着手し、平成２９年度の
供用開始を目指し工事を進めていきます。

事業報告

平成２６年度第２回置賜地域議員協議会

問 地域振興課 0238-26-6020
○

置賜地域における課題や施策展開に関する調査・審議を行うため、
平成２６年度第２回置賜地域議員協議会が、１１月２０日（木）に置賜総
合支庁西庁舎において、管内から選出された８名の県議会議員の出席
のもと開催されました。
審議においては、齋藤総合支庁長から、２年連続となった７月９日か
らの大雨による被害への対応状況、人口減少対策や再生可能エネル
ギーへの取組状況、山形デスティネーションキャンペーン（ＤＣ）の実施
状況、経済動向・雇用情勢、農作物の作柄の概況、高速道路及び主要
道路の整備状況について説明した後、質疑が行われました。
質疑では、入札不調の状況やポストＤＣを含めた今後の観光誘客、企業の人材育成・確保、看護師養成、道路橋
梁の状況や道の駅整備に係る支援・協力など、県政全般について活発な議論が交わされました。

税に関する表彰式

事業報告

問 税務課西置賜税務室 0238-88-8209
○

税に関する表彰式が、税を知る週間の１１月１３日（木）、長井市内のタスパークホテルにおいて行われ、１４の個
人・団体が表彰を受けられました。
受賞者は、申告納税制度の普及発展に貢献のあった団体、租税教育推進に尽力された方及び中学生・高校生の
税についての作文受賞の方々です。作文では、仙台国税局長賞受賞者のほか、今年度から置賜総合支庁長賞が創
設され、中学生では芳賀野乃花さん（長井南中学校２年）、高校生では髙橋咲さん（小国高等学校２年）の２名が受賞
となりました。
普段、意識をしていないけれど、学校での授業
や身近な生活では道路整備やごみ処理、医療・福
祉とあらゆる面で税が関わっており、大切なもので
問 地域振興課 0238-26-6019
○
あるとの気づきや税の使われ方に一石を投じた作
文など多数寄せられました。また、税で社会を支
えていく使命と責任感が反映されている頼もしい
作文の数々でした。
事業報告

米沢ヘリポート見学会

問 建設総務課 0238-26-6099
○

１０月２５日に米沢ヘリポート指定管理者による自主事業としてヘリコプ
ター見学会が開催されました。当ヘリポートにおいて実機やその訓練を間
近で見学することにより、それらの役割と必要性を深く理解していただくた
めに企画されたものです。
当日はあいにくの濃霧で、有視界飛行の消防防災ヘリ「もがみ」は飛来
できず、２回予定していた救助訓練は中止となってしまいました。来場した
約２００名の方々だけではなく、飛行の準備を行っていた消防防災航空隊
の皆様も楽しみにしていただけに大変残念そうでした。
もう１つのイベントであった置賜広域行政事務組合消防本部による化学消防車を用いた消火訓練では、訓練後に
滅多に入ることのできない制限区域で、子どもたちが消防車の運転席に乗せてもらい写真を撮ったり、飛行機のおも
ちゃを飛ばして遊んだりして楽しい時間過ごしました。
イベント情報

ふれあいショップ「愛べ」８周年記念感謝バザー

置賜総合支庁の本庁舎・西庁舎の
売店にある障がい福祉事業所等の自
主製品販売コーナーふれあいショップ
「愛べ」については、日頃ご愛顧いた
だきありがとうございます。
お陰さまで「愛べ」も開設から８周年
を迎え、今年も恒例の記念バザーを開催します。
クリスマスならではの季節商品もご用意して、皆様の
ご来場をお待ちしております。
ぜひ、一度足をお運びください。

問 福祉課 0238－26－6027
○

■日時及び場所
（１）１２月１８日（木）１１：３０～１３：３０
置賜総合支庁 本庁舎1階ロビー
（２）１２月１９日（金）１１：３０～１３：３０
置賜総合支庁 西庁舎1階ロビー
■主な販売品目
パン、菓子、加工品、手工芸品、寄せ植え、野菜等
■クリスマス関連商品
手編みストラップ（サンタ、雪だるま）、クリスマスリース
冬の寄せ植え等

シリーズ

置賜発野菜まるごとレシピ集 №3

白菜シチュー

問 保健企画課 0238-22-3004
○

野菜にはそれぞれ旬の時期があります。旬の野菜は味や香りだけではなく、栄養価が高いことがわかっています。
さらに、旬の野菜には、その時々の体調を整えるという良さもあります。例えば、体温が上がる夏場はきゅうり、な
す、トマトなどの夏野菜が体温を下げ、だいこん、白菜、ねぎなどの冬野菜は体温をあげてくれます。
今回は、寒さとともにおいしくなる冬野菜から“白菜”のレシピをご紹介します。このレシピは、「置賜発野菜まるごとレ
シピ集」１６ページに掲載されていますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。※ホームページにも掲載しています。

保健だより
毎年冬季は輸血用の血液が不足することから、全
国 的 に『ク リ ス マ ス 献 血 キ ャ ン
ペーン２０１４』が開催されます。
置賜地区の開催日程
■日時：１２月２３日（火）
9：30～16：00
■場所：イオン米沢店内
店内１階の受付会場では「けんけつちゃん」と「かね
たん」をゲストに迎え、学生ボランティアと一緒に献血
の協力を呼びかける予定です。

トピックス

伝国の杜こども狂言クラブの活動

また、このクリスマス献血に併せて「骨髄バンクド
ナー登録・説明会」を開催します。献血の際のほんの
少しの検査用採血で骨髄バンクに登録することが出来
ます。骨髄バンクに登録したい方、関心のある方はこ
の機会に是非お立ち寄り下さい。専属の説明員がわ
かりやすく説明します。
献血にご協力いただいた方へは、クリスマスキャン
ペーン限定の素敵なプレゼントもご用意しております。
クリスマスに愛の献血を☆皆様のお越しをお待ちして
おります！
問 保健企画課 0238-22-3872
○
問 地域振興課 0238-26-6018
○

伝国の杜 置賜文化ホールは、多目的ホールの機能のほか、可動式の能舞台を備
えており、能楽堂としても利用できます。能舞台は、通常はエントランスホールでいつで
も見ることができます。
この能舞台を拠点として活動しているのが、平成17年に設立された「伝国の杜こども
狂言クラブ」です。幼児から高校生までが、東京から指導者を招き稽古しています。能
舞台での稽古風景は、伝国の杜を訪れる観光客
の方々に米沢の伝統文化を見ていただく機会になっています。
稽古の成果披露は、発表会や芸術祭への出演など、年
間をとおして５回程度あり、日本古来の和装に身を包ん
で、凛とした舞、狂言を披露しています。
１２月８日には、金剛流若宗家や狂言師の野村萬斎さん
らが出演する「金剛能 米沢公演」が開催され、その前座
としてクラブの子供たちが出演します。ぜひご覧ください。
■お問い合わせ：伝国の杜（0238-26-2666）

「魅力ある直売所づくり研修会」のお知らせ

お 知 ら せ
伝国の杜 置賜文化ホールの催事情報
「金剛能 米沢公演」
能楽五流派でただ一つ京都に宗家を置き、米沢との繋がり
の深い金剛流の若宗家 金剛龍謹師と、古典芸能だけではな
くテレビや映画などでも活躍する和泉流狂言師 野村萬斎氏
が置賜文化ホールに登場します。「見どころ解説」付きで、初め
ての方もお楽しみいただけます。公演冒頭には、伝国の杜こど
も狂言クラブが狂言を披露します。お楽しみに！
■日時 ： 平成２６年１２月８日（月）18：00開場 18：30開演
■場所 ： 伝国の杜 置賜文化ホール
■料金 ： 指定席：4,000円、自由席3,500円、学生2,000円
（当日各500円増し）、5歳から入場可（予約制託児あり）
■プレイガイド：伝国の杜、イオン米沢店、大沼米沢店
■お問い合わせ： 伝国の杜 0238-26-2666

＊そのほかの催し物＊

「山形おきたま産直市」朝市、
「おしょうしな市」暮れの市のお知らせ
－農業者が直接、自慢の農産物と漬物やお菓子等の加工
品、花などを直接販売します－

置賜文化ホール
①シングフォニカークリスマスコンサート
■日時：１２月１８日（木） １８：３０開演
②山形交響楽団ユアタウンコンサート米沢公演
（指揮：飯森範親）
■日時：平成２７年２月１日（日） １６：００開演
米沢市上杉博物館
いのち

企画展 生誕１００年「彫刻家 桜井祐一 生命の造形
木彫・ブロンズの世界」
■期間：１２月６日（土）～平成２７年２月８日（日）
問 地域振興課 0238-26-6018
○

節度ある適度な飲酒を！
お酒は、私たちの生活・文化の一部として親しまれていま
す。しかし、飲みすぎると肝臓の病気やアルコール依存症な
どの病気を引き起こすので、注意が必要です。

日本人の『節度ある適度な飲酒』の量は、純アルコール
で約20g
ビール（5％）だと、中びん（500ml）1本
焼酎（25％）だと、コップ半分（100ml）1杯

お酒と上手に付き合うためのポイント
１
２
３
４

東北最大級の直売所から、売れる直売所・売れる品物づく
りについてお聞きします。
■日時 １２月２日（火） 午後１時３０分～４時００分
■場所 高畠町糠野目生涯学習館
（高畠町福沢南９－２ ＴＥＬ 0238-57-3505）
■内容
(1)農産物直売所の「んめ～もん」（魅力）は何か（講話）
講師 ＪＡ伊達みらい ファーマーズマーケット
みらい百彩館「んめ～べ」 店長 高橋 弘 氏
(2)今注目したい、置賜地域の農産物直売所（事例紹介）
伊佐沢共同直売場（長井市）、
まほろば直売所 四季菜館（高畠町）
※参加無料
問 農業技術普及課 0238-57-3411
○

楽しく、つまみを食べながら飲む
強い酒は薄めて飲む
夜１２時以降は飲まない
週に２日は休肝日を作る

飲みすぎていませんか？？
□ 飲酒を減らさなければいけないと思ったことがある
□ 飲酒を批判されて、腹が立ったりいら立ったことがある
□ 飲酒に後ろめたい気持ちや罪悪感を持ったことがある
□ 朝酒や迎え酒を飲んだことがある
→２項目以上該当する方はアルコール依存症かもしれません。
アルコール依存症は家族、仕事よりも飲酒を優先させる病
気です。ご自身や周りの人の飲酒問題でお悩みの方は、ご
相談ください。
問 地域保健予防課 0238-22-3015
○

「山形おきたま産直市」朝市（主催：東南置賜直売ネットワーク）
■日時 １２月６日（土） 午前８時～９時
■場所 置賜総合支庁本庁舎玄関前
（米沢市金池７－１－５０）
「産直特製の味噌汁」のサービス。置賜産の豆と米で仕込
んだ手づくり味噌となめこ、山菜などでオリジナル。
スタンプラリーはいよいよ抽選会。
空クジなし！ １２月はスタンプ２倍セール。
「おしょうしな市」暮れの市（主催：おしょうしな市の会）
■日時 １２月２５日（木） 正午～午後１時
■場所 置賜総合支庁本庁舎 １階ロビー
毎月第２・４木曜日昼に開催中の「おしょうしな市」では、１
年間の御愛顧に感謝し「暮れの市」を開催します。当日は、ご
来場の方に「雑煮もち」をサービスします（先着順）。
問 農業技術普及課 0238-57-3411
○

犬・猫譲渡説明会のお知らせ
「ワンちゃん、ネコちゃん、飼ってみませんか？」
置賜保健所では引き取りなどで保健所へやってきた犬・猫
を譲渡しています。
これまでにたくさんの方が「新しい飼い主」になってくれまし
た。しかし、依然として希望者が不足している状況が続いてい
るのが現状です。犬猫を飼いたい方はもちろん、すでに飼っ
ている方、少しでも興味のある方はお気軽に声をおかけくだ
さい。
＊譲渡までの流れ＊
① 保健所譲渡前講習会の受講
② 保健所より犬・猫の譲渡情報を
提供
③ 希望する犬・猫とご対面
④ 譲渡手続き後、譲渡
＊講習会のご案内＊
■日時 ： 毎月第３木曜日 １５：３０～
■場所 ： 置賜保健所（米沢市金池三丁目1-26）
※ 事前に電話でお申し込みください。参加料は無料です。
問 生活衛生課 0238-22-3750
○

大事な投票、忘れずに！

お 知 ら せ

１２月１４日(日)

１２月１日は世界エイズデーです

は

衆議院議員総選挙の投票日

「届けよう、あなたの思い」

平成２６年度世界エイズデーキャンペーンテーマ
「AIDS IS NOT OVER ～まだ終わっていない～」
置賜保健所では、世界エイズデーに合わせて、下記の日程
で終日相談・検査を実施します。
■実施日時

１２月２日（火） 午前９時～午後８時まで
（この時間内はいつでも検査が受けられます）
■場
所 置賜保健所 1階
■検査項目 エイズ検査（採血後約40分後に結果をお伝え
できます。
■その他
匿名・無料で予約は必要ありません。
※毎週月曜日午後１時～２時もエイズ検査（無料）を実施して
います。
問 地域保健予防課 0238-22-3002
○

冬期の油流出事故を防止しましょう
油断大敵！油流出事故が多発しています。
うっかりミスによる事故がほとんどです。
特に冬期間は、暖房に灯油を使う機会が多くなり、ホーム
タンクからポリタンクなどへの小分け中、ちょっと目を離したす
きに溢れ、河川などへ流出するケースが増えています。
除雪や雪下ろし作業の際には、ホームタンクの転倒や配
管の破損による油の流出にも、十分注意してください。
流出した油の拡散を防ぐためには
オイルフェンスを張ったり、油吸
着材などで処理をする必要があり
ます。
対策にかかった経費は、原因
者が責任を持って負担しなけれ
ばなりません。

置賜総合支庁 総務企画部
総務課 総務係
ＴＥＬ ０２３８（２６）６１００
ＦＡＸ ０２３８（２４）１４０２
皆さまのご意見・ご感想を
お待ちしております。

税務署から個人事業者の
平成２６年分消費税確定申告に関するお知らせ
平成２６年４月１日から消費税（地方消費税含む）の税率
は８％です。
平成２６年分（平成２６年４月１日を含む課税期間）の消費
税及び地方消費税の確定申告を作成するためには、帳簿等
において、課税取引を適用税率ごとに区分して集計する必要
があります。
【注意してください】
１ 課税取引に対する適用税率は、①平成２６年３月３１日
以前は５％、②平成２６年４月１日以後は８％ですが、
平成２６年４月１日以後に行われる取引であっても、経
過措置により５％が適用される場合があります。
２ 帳簿等では、非課税取引等についても区分する必要が
あります。
◎消費税法の改正内容については、国税庁ホームページ
（https://www.nta.go.jp）をご覧ください。
問 地域振興課 0238-26-6018
○

家族みんなでノロウイルス食中毒予防の４原則を守りましょう！

問 環境課 0238‐26‐6035
○

元

問 県選挙管理委員会置賜地方事務局 0238‐26‐6100
○

ノロウイルスによる食中毒は冬に多発しています。
主な症状は、吐き気、嘔吐、下痢、発熱などです。
カキなどの二枚貝が原因の場合もありますが、２次汚染し
た食品による食中毒も多数発生しています。汚染したトイレ
のドアノブなど触って感染する場合もあります。

事故を起こした場合または発見した場合
最寄りの消防署・警察署、市町の環境担当課、総合支庁
環境課に連絡してください。
速やかな対応が、被害の拡大を防ぎます！

行

※最高裁判所裁判官国民審査も行われます。

ノロウイルスによる食中毒に注意しましょう！

油の流出事故を起こさないためには
● ホームタンクから灯油を小分けするときは
その場を離れない、目を離さない！
● ホームタンクや配管に破損や亀裂がないか
定期的に点検を行う！

発

●忘れずに投票しましょう。
●投票日に予定がある方は、
１２月３日（水）から１２月１３日（土）
までの間、期日前投票ができます。

１ つけない
ハンドソープで２回のもみ手
洗い、使い捨て手袋の使用

２ 拡げない
ドアノブなどの消毒、嘔吐物
の適正な処理

３ やっつける
８５～９０℃で９０秒加熱、
２００ppmの塩素消毒

４ 持ち込まない
自分や家族が感染しない、 生
や加熱不十分な食品に注意

問 生活衛生課 0238-22-3740
○

１２月１４日（日）に投開票される第４７回衆議院議員総選挙に向けて、総務
課では選挙啓発活動に取り組んでいます。３日（水）には本庁舎ロビーで、職員
が「白ばら謙信公」に扮し、甲冑を身につけて啓発隊の出発式を行います。こ
れは、米沢藩ゆかりの上杉謙信公の武てい式にならったもので、旧東南置賜
地方事務所時代の平成８年から続く恒例行事です。
年末の慌ただしい時期となりますが、今後の国政を決める大事な選挙です。
大切な一票、忘れずに投票しましょう。

