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松が岬公園（米沢市） 米沢城址に整備された公園で、濠を囲む約２５０本の桜が水面に

映える花見の名所です。絶景を通して日本の魅力を世界に届けるサイト「ＺＥＫＫＥＩ Ｊａｐ

ａｎ」の「春のＺＥＫＫＥＩアワード」にも選出されました。（地域産業経済課観光振興室） 

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。 

置賜地域は、長い歴史と伝統が育んだ文化や産業があり、豊かな自然環境に恵まれとともに、新たな産業のシーズ

や人材が豊富であり、非常にポテンシャルが高くこれからの発展が期待できる地域であるという印象を持っております。 

私自身、当地での勤務は初めてですが、市町村や関係団体、そして何よりも地域の住民の皆様と一緒になって 置

賜地域の発展のために頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。 

管内の状況を見ますと、まず、産業面では、山形大学工学部を核とした有機ＥＬプロジェクトが県を代表する顔とし

て国内外の注目を浴びているほか、製造業を中心とする産業集積は県内トップレベルにあります。こうした産業のさら

なる発展に向けて、企業と大学との連携支援や技術者の育成支援等に取り組み、足腰の強い産業群の形成を目指

してまいります。 

観光面においては、１０周年の節目を迎える「やまがた花回廊キャンペーン」など、置賜の豊かな観光資源を活かし

たアピール事業などの展開により、四季をとおした切れ間のない観光誘客を進めてまいります。 

さらに、社会資本の整備については、東北中央自動車道の福島米沢間の開通が間近になり、新潟山形南部連絡

道路等の整備も着実に進んでおります。当地域も本格的な高速交通網に組み入れられることなり、交流人口の拡大

などに大きな波及効果が期待できるところです。 

一方、人口減少が顕在化する中、総合的な少子化対策や若者定着、まちづくり、雇用の創出、そしてＴＰＰに対応し

た農業の振興等が急務となっておりますので、こうした課題に対しても適切に対応してまいります。 

当総合支庁としては、地域住民の皆さまの声に耳を傾け、市町村や関係団体等と力をあわせながら、地域の発展

と活性化に向け、様々な施策を積極的に推進して参りますので、よろしくお願いいたします。 

 トピックス 平成２８年度の組織体制について                総務課   
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この度、本県では総合支庁の見直しを踏まえて組織体制の整備が行わ

れ、４月から新体制がスタートしました。 

 
 

１ 市町支援機能の見直し 

総合支庁が担う地域振興の役割を地域における市町支援に重点化し、地

域課題の解決に向けたサポート機能を強化するため、『連携支援室』を新設

しました。また、西庁舎は、管内市町との連携を強化するとともに、インフラ管

理や災害対応等の総合調整を図るため、『地域振興局』に移行しました。 

２ 産業振興機能の見直し 

県全体としての総合的な産業施策の推進や効果的な地域産業振興策を

展開するため、本庁に司令塔となる『地域産業振興室』が新設されました。

それに伴い、総合支庁の産業経済企画課を『地域産業経済課』に改組し、

管内企業や地域の産業情勢に関する情報収集を重点的に展開するととも

に、本庁と連携して施策を推進する体制を整備しました。 

見直しのポイント 



 

 

 「山形おきたま産直市」朝市 、「おしょうしな市」の開催案内 

 －農業者が自慢の農産物と漬物やお菓子等の加工品、鉢花などを直接販売します－ 

 「山形おきたま産直市」朝市 

  「東南置賜直売ネットワーク」（農産物直売組織８組織で構成）による朝市を６月４日から開催します。来場され

たお客様には、さなぶりもち（６月）や季節の漬物とご飯（７月～１１月）を振る舞い、スタンプラリーも開催します。 

■日時 ： ６～１１月の毎月第１土曜日 、８月１１日（山の日） ８：００～９：００ 

      （6/4、7/2、8/6、9/3、10/1、11/5）            

■場所 ： 置賜総合支庁本庁舎玄関前広場 

「おしょうしな市」 

 地産地消の推進を目指した置賜の生産者が組織する「おしょうしな市の会」

による直接販売会を開催しています。 

■日時 ： 毎月第２、４木曜日 １２：００～１３：００ 

■場所 ： 置賜総合支庁売店前 

４月９日（土）から７月１０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、置賜各地には美しい花々が次々と

咲き競います。 

  １０回目のキャンペーンとなる今年は、プレゼン

ト企画「温泉宿泊＆花めぐり」や、地域の食を楽し

む企画「米沢の伝統野菜を食べて買って作って

みよう 地域と繋がる幸せのレシピ」など、花々と

一緒に地域の食文化や歴史を楽しめる企画が盛り沢山です。 

   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/ 

      

 

 

 

 

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、置賜地域短期アクションプランの

推進に積極的に取り組んでいきます。 

Ⅱ 当初予算（直接要求予算）の概要                      

予算総額 ３憶９，８１４万円  ※平成２７年度当初予算   ９億４３８万円 

 

５，０５８万円 

１，０８３万円 

６６０万円 

３，３１５万円 

３億４，７５６万円 

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

 トピックス 平成28年度置賜総合支庁当初予算について             ○問 総務課 0238-26-6006 

 なお、総合支庁の見直しに伴い、道路・河川等の維持管理費については、平成２８年度から県庁（県土整備部）が

一括して予算化し、地域間の調整を図りながら総合支庁に配分することで、効果的な維持管理を実施することとされ

ました。 

 イベント情報                                農業技術普及課   

やまがた花回廊 検 索 

http://yamagata-hanakairou.jp/
http://yamagata-hanakairou.jp/


 

 

   平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災は、東北地方を中心に未

曾有の被害をもたらしました。大震災から５年が経過したものの、復興は

道半ばの状況であり、現在も多くの避難者の方々が置賜地域に避難して

います。 

   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（金）、伝国の杜置賜文化ホールにて開催された「復興のつど

い・追悼式」には、避難者約８０名、一般

参加者約３７０名、合計約４５０名の皆様

にご参加いただきました。「復興太鼓・す

ずめ踊り」「有志による合唱」に続いて「追悼式」が挙行され、政府主催の東日本大

震災五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、被災地で度々復興支援ライブを行なっておられる歌手の加藤登

紀子さんが米沢会場に駆けつけてくださいました。歌とお話を聞かせていただき、最

後の曲では地元の高校生を含む有志との合唱を披露してくださいました。また、その

後に実施された大抽選会では、昨年米沢会場にお越しいただいた藤原紀香さんか

ら励ましのビデオレターを頂いたほか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。 

東日本大震災復興祈念事業（米沢会場）      ○問 総務課防災安全室 0238-26-6007 

 
 

狂犬病はウイルスによる感染症で、全ての哺乳類が

感染する病気です。発症するとほぼ１００％死に至るとい

われています。人間が感染する狂犬病の９割以上は犬

が原因とされており、世界中で毎年約５万人以上の人が

亡くなっています。 

狂犬病予防法に基づいて飼犬に狂犬病予防注射を受

けさせることは日本での狂犬病の発生やまん延を防止す

るためにとても重要です。必ず受けさせてください。狂犬

病の集合注射は４月から始まりますのでご利用して頂く

と便利です。日程はお住まいの市や

町にお問合せください。また、動物病

院でも狂犬病予防注射は受けさせる

ことができます。 

   また、登録済みであることを示す

鑑札、狂犬病予防注射済みであるこ

とを示す注射済票を必ず飼い犬に付けることも飼主さん

の重要な義務です。鑑札、注射済票は犬一匹ごとに番号

が異なります。迷子札のかわりにもなりますので必ず付

けてください。 
 

 

保健所では、動物愛護の観点

と正しい飼い方の普及啓発を目

的に、保健所が法に基づいて保

護や引き取り等を行った犬猫の

譲渡事業を行っています。譲渡の

手続きについては、生活衛生課

にお問い合わせください。新しい飼い主を探している犬や

猫の情報はＨＰにも掲載しています。 

なお、適正に飼って頂くために、譲渡前講習会の事前

受講が必要です。開催日時は毎月第３木曜日 １５：３０で

す。参加希望の方は事前に電話でご連絡ください。 

 知って得する情報 動物と人が共に幸せに暮らすために        ○問 生活衛生課 0238-22-3750 

一般国道２８７号は、米沢市を起点とし東根市に至る総延長約８２ｋmの主要幹線であり、中でも置賜地域生活圏の

中心である、米沢市と長井市を結ぶ極めて重要な路線です。 

川西町西大塚～長井市泉間の約６．３ｋｍの「長井南バイパス」は

平成９年度から事業に着手し、部分供用を図りながら着実に推進して

きました。 

この度、しらかわ大橋を含む約１．３ｋｍが開通することで、「長井南

バイパス」が全線開通し、渋滞緩和、地域間交流の促進、救急医療機

関へのアクセス強化、ＩＣアクセスの強化等の効果が期待されます。 

また、平成２８年度からは、現在事業を進めている「米沢北バイパ

ス」と「川西バイパス」間の約４ｋｍについても「米沢川西バイパス」とし

て新規事業着手します。 

今後、これらのバイパスが一日も早く供用できるよう、全力で整備に

取り組んでまいります。 

事業報告 国道287号長井南バイパス全線開通          ○問 西置賜道路計画課 0238-88-8230 



 

 

 

 
 

発    行    元 

置賜総合支庁 総務企画部 

         総務課 総務係   

 ＴＥＬ ０２３８（２６）６００４ 

 ＦＡＸ ０２３８（２４）１４０２  

皆さまのご意見・ご感想を

お待ちしております。 

      長井市寺泉地区にある“三階滝（さんかいたき）”は、山形

県で募集していた『里の名水・やまがた百選』に選ばれ、平成

２８年３月８日に選定書が交付されました。場所は、長井市の北西に位置する県道１１

号から「あやめ温泉桜湯（長井市寺泉）」を越え、山道を１０分ほど分け入った場所にあ

ります。冬期間は閉鎖されていますが、滝の周辺には神社や勇水があり、神秘的な雰

囲気につつまれたパワースポットといわれています。春から

秋にかけ、ぜひ訪ねてみてはいかがでしょうか。 （環境課） 

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。 

自閉症をはじめとする発達障害について理解を深めること

は、発達障害のある人だけでなく、誰もが幸せに暮らすことが

できる社会の実現につながるものです。 

皆さんもこの機会に考えてみませんか？ 

○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 

  この機会に、ご自身や身近な方の健康

のため、喫煙と健康について考えてみませ

んか？ 

   喫煙は、肺がん、心臓病、脳卒中、歯周

病などのリスクを高め、肌のシワ、シミ、た

るみなどの原因になるなど美容にも影響し

ます。また、受動喫煙（自分の意思と関係なく周囲のたばこの

煙を吸わされること）でも、肺がんや心臓病のリスク、また妊

婦の場合は流産・早産のリスクが高まります。 

「タバコをやめたい」と思った時がチャンスです。医療機関

では禁煙が継続できるよう治療・相談も行っています。 

また、山形県では受動喫煙のない地域づくりを進めるた

め、平成27年2月に「やまがた受動喫煙防止宣言」を制定しま

した。皆様からの「受動喫煙防止宣言」も募集しています。詳

しくは県のホームページをご覧ください。 
 
 

 

 ○問 保健企画課 0238-22-3004 

５月３１日は世界禁煙デーです 

山形県たばこ対策 検 索 

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3木曜日（９：３０～） 置賜保健所 

 お問い合わせください 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）。 

● 上記以外の健康に関する相談も受け付けていますので、お気軽にお電話ください。 

平成２８年度 置賜文化ホール自主事業     

山形交響楽団ユアタウンコンサート2016米沢公演 
 

日本を代表するサクソフォン奏者、須川展也をお招きし、クラ

シックから映画音楽、タンゴの名曲にいたるまで様々なサクソ

フォンの名曲をお届けします。大井剛史と須川展也という吹奏

楽の２大スターの共演をぜひお聴きください。 

ウェルカム演奏やプレ・トークも行いますので、お楽しみに！ 
 

■日時 ： ４月２３日（土） １５：３０ 開場 / １６：００ 開演  

■料金 ： 指定席 4,000円 自由席 3,000円 学生席 1,500円 

         （当日各500円増）※未就学児は入場不可  

       （チケット取扱い： 伝国の杜） 

Jazz café Live ～MIKA Trio with Shuichiro Ise～ 
  

ミュージアムカフェをステージに、宮城県石巻市出身で東京

で活躍中のジャズトランペッター、伊勢秀一郎と宮城在住の

ヴォーカリストMIKAによるジャズコンサートを開催します。  
 

■日時 ： ５月２６日（木） １８：３０ 開場 / １９：００ 開演  

■料金 ： 席自由 1,000円（当日1,200円） 

      ※未就学児は入場不可   

      ４月２１日（木）発売開始 

       （チケット取扱い： 伝国の杜）  
 

○問 総務課連携支援室 0238-26-6019 

里の名水 三階滝  検索 

http://www.pref.yamagata.jp/ou/kankyoenergy/050014/publicfolder201510095259652664/H27meisui-yamagata/sankaitaki.pdf
http://www.pref.yamagata.jp/kenfuku/kenko/tabako/7090002tabakotaisakuhome.html
http://www.pref.yamagata.jp/ou/kankyoenergy/050014/publicfolder201510095259652664/H27meisui-yamagata/sankaitaki.pdf

