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上杉まつり（米沢市） 米沢に春を告げる一大イベント。武てい式、甲冑行列、川中島合戦

などの催しが盛大に行なわれ、川中島合戦では上杉武田両軍総勢700名の激突、火縄

銃の迫力に詰め掛けた観客の歓声が沸き起こります。（産業経済企画課観光振興室） 

特特  集集    

 

 

 ４月４日（土）から７月１２日（日）までの３ヶ月間、置賜・上山地域

で、春の観光キャンペーン「やまがた花回廊キャンペーン」が開催さ

れます。 

   「置賜さくら回廊」をはじめとする桜に

始まり、つつじ、ばら、あやめ、ゆり、そ

して紅花まで、置賜各地で美しい花々

が次々と咲き競い、「花ウォーク」など

地域の皆様による温かいおもてなしも

うれしい、楽しいイベントが満載です。 

   展開にあたっては、旅行客の割合

の少なかった２０～３０代女性を新た

にメインターゲットの一つに位置づけ、各市町のスイーツのコンテンツを集約し、特集

ページを組むなどして、２０～３０代女性のグループ旅行客にアピールを図ります。 

ホームページでは、桜の開花情報や地域のイベント情報が随時更新されていま

す。お出かけの際はぜひこちらのホームページをチェックし、置賜自慢の花めぐりをお

楽しみください。 
 

     「やまがた花回廊」ホームページアドレス http://yamagata-hanakairou.jp/ 

  イベントイベント  やまがた花回廊２０１５キャンペーン開催やまがた花回廊２０１５キャンペーン開催   ○○問問 産業経済企画課観光振興室産業経済企画課観光振興室  02380238--2626--60466046       

やまがた花回廊 検 索 

置賜総合支庁長就任にあたり、一言ごあいさつ申し上げます。 

かつて、イギリス人旅行家イザベラ・バードが、「実り豊かに微笑する大地、東洋のアルカディア（桃源郷）」と絶賛

し、美しい自然や人間の営みと歴史、文化、産業が調和し受け継がれている置賜地域で勤務できますことを大変光栄

に思います。 

置賜総合支庁では、当地域のさらなる発展をめざして、各種事業を引き続き積極的に推進してまいります。 

特に、観光面では、昨年の山形デスティネーションキャンペーンに続くポストＤＣの先陣を切って「花・食・歴史 やま

がた花回廊キャンペーン」が今月スタート、６月からは「山形日和観光キャンペーン」の展開により、地域全体のさらな

る魅力アップにつなげてまいりたいと考えております。 

一方、平成２５年、２６年と２年連続で発生した大雨被害に対応するため、今年度、置賜総合支庁内に「県南豪雨災

害復興推進室」を新設し、吉野川の災害関連事業等を集中的かつ効率的に実施してまいります。 

また、人口減少が進行する中、総合的な少子化対策や若者定着、まちづくり、産業振興・雇用創出等が急務となっ

ているほか、施設の耐震化、農林水産業再生のための産業基盤の強化などの課題もあります。 

さらに、道路ネットワークの整備や重点「道の駅」選定などの明るい兆しも見えてきており、これら置賜地域の優位

性と豊富な資源を有機的に組み合わせた観光誘客や６次産業化の推進等も期待されます。 

置賜総合支庁職員一丸となって、笑顔、挨拶と思いやりを合言葉に、管内市町や地域の皆様方としっかり対話し連

携を図りながら、さまざまな課題に全力で取り組んでまいります。よろしくお願いいたします。 



 

   事業報告事業報告  東日本大震災復興祈念事業（米沢会場）東日本大震災復興祈念事業（米沢会場）              ○○問問 総務課防災安全室総務課防災安全室  02380238--2626--60076007 

   東北地方を中心に大きな被害をもたらした東日本大震災から、はや４年が経過しました。 

しかし、復興は道半ばであり、現在も多くの避難者が置賜地域に避難しています。 

   今年も、大震災の犠牲者を追悼するとともに、今後の復興･再生を通した東北全体の発展

を誓うため、東日本大震災復興祈念事業が開催されました。 

   ３月１１日（水）、伝国の杜置賜文化ホールにて「復興のつどい・追悼式」が開催され、避難

者約１５０名、一般参加者約３００名、合計約４５０名の皆様にご参加いただきました。「フォー

クグループ影法師 復興コンサート」に続いて「追悼式」が挙

行され、政府主催の東日本大震災四周年追悼式の中継を

はさみながら、全国の皆さんと心をひとつにして、犠牲者を

悼み、復興の誓いを新たにしました。 

特に、今年度は、女優のお仕事の傍ら、世界の子どもたちのためにＮＰＯ活動を

実践されている藤原紀香さんが米沢会場に駆けつけてくださり、ミニ・トークを行い

ました。また、その後に実施された大抽選会でもサプライズプレゼントとしてご自身

の愛用の品物をご提供くださるなど、会場を大いに盛り上げていただきました。 

世界的にテロ事件が多発しており、ヘリコプターを利用したテロ事件も心配されることから、万一の場合に迅速な対

処ができるよう、３月１２日に県が管理する米沢ヘリポートでハイジャックに対する連絡・連携訓練を行いました。 

  訓練は、「米沢ヘリポート保安対策協議会」のメンバーである県、米沢警察

署、米沢市、米沢消防署、指定管理者（東北警備保障株式会社）から計２１名

が参加し、不審物を持った犯人がヘリポート内に侵入してヘリコプターを奪う想

定で行いました。通報を受けた警察官が現場に駆けつけて犯人を確保するま

で、現地対策本部を設置して情報収集を行うとともに、実際に関係機関への連

絡がスムーズに行えるかを確認しました。 

   今後は、よりスムーズに連絡をとれる工夫や、今回の訓練で出された課題等

について改善を図ってまいります。 

  事業報告事業報告  米沢ヘリポート不法侵入事案米沢ヘリポート不法侵入事案・航空機不法奪取事件対応訓練について・航空機不法奪取事件対応訓練について  ○○問問 建設総務課 建設総務課 02380238--2626－－22322232 

  リードは犬と飼い主の命の絆です 
   ～放さないよう、放れないようにしましょう！～ 
 毎年、狂犬病予防集合注射時や春先には飼い犬が逃げたという

相談が増えます。犬が放れてしまうと、人や他の犬を咬んでしまう

恐れがあるばかりでなく、交通事故に遭ったり、拾い食いをして病気

になるなど、犬にとっても危険がいっぱいです。  

日ごろから、首輪・鎖・金具に緩みや破損がないか点検し、サー

クルや犬舎の鍵をかける、玄関を開けっ放しにしないなど、犬が逃

げないように注意してください。 

なお、万一の場合に備えて、必ずつながる電話番号を書いた迷

子札を首輪に着けましょう。また、マイクロチップを装着することで首

輪が外れても身元をすぐに確認できます！ 
 

  譲渡前講習会を受けてみませんか？ 
 保健所には、人と一緒に暮らしたい犬や猫が

いっぱいいます。飼い主の事情により保健所で

引き取った動物です。中には正しい飼い方をさ

れなかったため、病気になったり、問題行動を起こしたり、また老齢

を理由に引取りを求められた犬・猫もいます。 

保健所では、このような動物を減らすために、犬・猫の正しい飼い

方や飼う場合の心構え、動物の習性の講習会を行っています。犬

や猫に興味のある方、飼ってみたい方、どなたでも講習会を受けて

いただくことができます。もちろん、保健所にいる犬・猫に興味のあ

る方も大歓迎です。 

講習会は毎月第３木曜日の午後３時半に行っております。受講さ

れる前に保健所へご連絡ください。 

  知って得する情報知って得する情報  動物と人が共に幸せに暮らすために動物と人が共に幸せに暮らすために                  ○○問問 生活衛生課生活衛生課  02380238--2222--37503750 

 

  狂犬病予防注射の集合注射が始まります 

４月から各地域で狂犬病予防接種のために、犬

の集合注射が行なわれます。 

犬の飼い主には、 

（１）居住している市町村に飼い犬の登録をすること 

（２）年１回の狂犬病予防注射を受けさせること 

（３）犬の鑑札と注射済票を飼い犬に着けること  

が法律で義務付けられています。 

狂犬病は、ほとんどの哺乳類が感染します。狂

犬病に感染した動物に咬まれるなどして感染し、潜

伏期間ののち発症すると、震え、錯乱、麻痺などが

おこり、最期は呼吸麻痺で死亡します。発症したら

治療方法はなく、全世界で年間５万人（うちアジア

地域では年間３万人）が死亡しています。 

飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせることで、犬

を狂犬病から守ることはもちろん、飼い主や家族、近

所の住人や他の動物への感染を防止できます。 

犬の登録や狂犬病予防集合注射の日程につい

ては、お住まいの市や町の担当課、保健所にお尋

ねください（各市役所、役場、保健所のホームペー

ジでもご案内しています）。 

登録と狂犬病予防注射は動物病院でも受けられ

ます。これから暖かくなると、フィラリア予防の時期に

なります。愛犬を守るため、かかりつけの動物病院

で予防の計画を相談し、しっかりと予防しましょう。 



 

 
 

 

 

 

Ⅰ 予算編成の基本的考え方 
 第３次山形県総合発展計画における置賜地域の発展方向の実現に向けて、景気や雇用情勢に配慮しつつ、 

置賜地域短期アクションプランの推進に重点的に取り組んでいきます。 

Ⅱ 当初予算の概要                      

予算総額 ９億４３８万円  ※平成２６年度当初予算   ８億２，９１６万円 

  トピックストピックス  平成平成22７年度置賜総合支庁当初予算について        ７年度置賜総合支庁当初予算について                  ○○問問 総務課総務課  02380238--2626--60066006  

 ８，７６３万円 

３，５９６万円 

１，６１１万円 

３，５５６万円 

 

４，４４７万円 

４億５，０６６万円 

３億６，６０９万円 

１ 置賜地域短期アクションプランの推進                                                       

    テーマ１ 生活を支え、「置賜」の活力を生み出す、足腰の強い産業群の形成                    

    テーマ２ 住んで良かったと実感できる活力あふれる「置賜」の創造 

         テーマ３ 人々が行き交い豊かに暮らす魅力ある「置賜」に向けた基盤の整備              

２ 景気及び雇用情勢に配慮した施策の推進                                

    緊急雇用創出事業（上記１の一部として再掲） 

３ 道路・河川・ダムの適切な維持管理                                    

４ その他（施設維持管理費、報酬職員費など）                        

  シリーズシリーズ  置賜発野菜まるごとレシピ集置賜発野菜まるごとレシピ集  №№55  おかひじきとハムの香り炒め  おかひじきとハムの香り炒め  ○○問問 保健企画課 保健企画課 02380238--2222--30043004 

長かった冬もようやく過ぎ去り、植物が芽を出す季節となりました。 

春から出回る野菜としては、置賜地域の伝統野菜、おかひじきがあります。見た目がひじきに似ていることから

「陸のひじき」、「おかひじき」と呼ぶようになりました。定番は、辛子醤油で味わうお浸しですが、今回は、色鮮やか

で、ねぎや生姜の香りを楽しめる一品をご紹介します。このレシピは「置賜発野菜まるごとレシピ集」に掲載・配布し

ておりますので、興味のある方はお問い合わせください（置賜保健所ホームページにも掲載しています）。 

相 談 項 目 (担当電話番号) 日   時 会場・その他 

心の健康相談 ※ 

精神保健福祉担当 （０２３８－２２－３０１５） 

 原則毎月第2木曜日（１４：３０～） 置賜保健所 

 原則毎月第3水曜日（１０：００～） 置賜総合支庁西庁舎 

女性の健康相談 ※ 

保健支援担当 （０２３８－２２－３２０５） 
 毎週火曜日 （１３：００～） 置賜保健所 

エイズ・性器クラミジア・B型肝炎・C型肝炎

来所相談・検査 

感染症予防担当 （０２３８－２２－３００２） 

 毎週月曜日 

 （受付時間１３：００～１４：００） 

置賜保健所 

無料・匿名で受けられます。 

● ※は予約制です。詳しい日時は各担当までお問い合わせください。   ● 費用は無料です。 

● 電話での相談は、随時受け付けています（平日８：３０～１７：１５）。お気軽にお電話ください。 

保健だより保健だより  



 
 

発    行    元 

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。 

 

         桜の便りとともに、いよいよ春の農作業本番を迎えました。農業技術普及

課では、平成２８年度を目標とした「置賜地域農林水産業元気再生戦略プロ

ジェクト」の実現に向け、水稲「つや姫」の高品位安定生産をはじめ、大粒ぶど

うの「シャインマスカット」、「アスパラガス」、「ダリア」等の園芸品目の一層の

産地拡大、畜産の若い後継者育成、農産物直売所の魅力づくり、トップラン

ナー育成、６次産業化等を含めた重点プロジェクトに取組んでいます。また、

新たな米政策に対応した取組支援も強化します。（農業技術普及課） 

   
お 知 ら せ 

毎年４月２日は、発達障がいのひ

とつである「自閉症」について、世界

中の人々に広く理解してもらうための

取り組みが行われています。 

自閉症の人たちは、脳の発達の仕

方の違いから、「他の人の気持ちや

感情を理解すること」「言葉を適切に

つかうこと」「新しいことを学習するこ

と」等が苦手です。一般的な「常識」を身につけることも苦手

なため、真面目に取り組んでいても誤解されることがありま

す。また、感覚が非常に過敏であったりします。 

しかし、自閉症の人たちはまっすぐ、純粋に生きています。

自閉症の人たちの特性を周囲の人々がよく理解し、「よい点」

を見つけるようにしてもらうと、社会の中で生き生きと暮らすこ

とができます。 

皆さんもこの機会に、自閉症をはじめとする発達障がいに

ついて考えてみませんか？ 

○問 地域保健予防課 0238-22-3205 

４月２日は世界自閉症啓発デーです 

  事業報告事業報告    道の駅「よねざわ（仮称）」について道の駅「よねざわ（仮称）」について                          ○○問問 道路計画課 道路計画課 02380238--2626－－60786078        

道の駅「よねざわ（仮称）」の整備が本格的に動き出しま

す。敷地の広さは2.2ヘクタールで、東北中央自動車道米

沢中央インターチェンジ（仮称）付近の米沢市川井に整備

されます。同道の駅は、県の南の玄関口に設置されること

から、県全域の周遊観光を支援するため、観光情報発信

だけでなく宿泊施設や交通機関の予約が可能な観光総合

窓口を開設するほか、高速バスや観光周遊バス等の交通

ターミナルが設置されます。また、置賜全域の特産品を販

売する農畜産直売所や農畜産加工施設、さらには、地元

産の農畜産物等を活用し安心して食べられる「食」を提供

するカフェ・レストランを整備します。 

今年度から、測量設計を皮切りに事業に着手し、同自

動車道福島～米沢北間の開通に合わせて、平成２９年度

にオープンすることを目指して事業を進めていきます。 

東
北
中
央
自
動
車
道 

（仮称）米沢中央インター 

羽黒川 
主要地方道米沢高畠線 

一般国道13号 

 
                                                                   

○問 県選挙管理委員会置賜地方事務局 0238266100 

第１８回統一地方選挙     

  伝国の杜ファンクラブは、置賜文化ホールと米沢市上杉博物館を楽しみながら応援するクラブです。 

  楽しみ方いろいろ、特典盛りだくさんの伝国の杜ファンクラブで、ホールと博物館を丸ごと満喫しませんか？ 
 

■会員期間  平成２７年４月１日（水）から平成２８年３月３１日（木）まで 

■年 会 費  一般会員 2,500円、学生会員（高校・大学生） 1,000円、ジュニア会員（小・中学生） 500円  

 ※ ４月末日までに新規で入会された方には、上杉本洛中洛外図屏風の金地クリアファイルをプレゼント♪ 

 ※ 平成２６年度会員の方も更新手続きが必要です。 

■主な会員特典  平成２７年度は特典がさらに充実！ 

  ・ 置賜文化ホール自主事業チケットの先行予約と割引販売！ 

  ・ 会員証の提示で米沢市上杉博物館の特別展・企画展・コレクション展・常設展はすべて無料！何度でも無料！ 

  ・ ミュージアムショップのオリジナル商品と展覧会図録が１０％割引！ミュージアムカフェも１０％割引！ ・・・など 

■お申し込み・お問い合わせ  伝国の杜事務室（ファンクラブ担当） ☎0238-26-2666   
○問 地域振興課 0238-26-6018 

平成２７年度 伝国の杜ファンクラブ会員募集！ 

 

 「あなたの一票 明日への一歩」 
 

山形県議会議員選挙 

４月１２日（第２日曜日） 
市町村の選挙 

４月２６日（第４日曜日） 
●忘れずに投票しましょう。 

●投票日に予定がある方は、期日前投票ができます。 

山形県議会議員選挙  ４月 ４日～４月１１日 

市の選挙            ４月２０日～４月２５日 

町村の選挙          ４月２２日～４月２５日                                                         

道の駅計画地 


