県ホームページ（URL http://www.pref.yamagata.jp/regional/okitama_bo）でもご覧頂けます。
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南陽の菊まつり（南陽市）今年で106回目となる日本最古の菊まつりです。10月5～
14日は菊のフラワーアートの展示を中心に宮内熊野大社周辺、10月15日～11月11日
は菊の品評会を中心に中央花公園にて開催されます。(地域産業経済課観光振興室）

フラワー長井線開業30周年
フラワー長井線は１０月２５日で開業３０周年を迎えます。記念イベントも目白押しですが、
このうち、「フラワー長井線まつり」が１０月２１日（日）に開催されます。利用者や沿線の皆様
に感謝を込めて、宮内駅、長井駅及び 荒砥駅を主会場に各種イベントが開催されるほか、当日
とまつり前後週 の日曜日は１回100円でご乗車になれます。
ぜひ、この機会に長井線を利用して各会場を巡り、フラワー長井線まつりをお楽しみください。
☆他にも開業３０周年関係の様々な企画を予定していますので、詳しくはホームページをご覧ください☆
●日 時 平成30年10月21日（日）10:00～14:30
http://flower-liner.jp/
●主会場 宮内駅、長井駅、荒砥駅など
●内 容 ・地元小・中学生及び高校生による吹奏楽演奏
・郷土芸能披露 ・保育園児などによるダンス披露
・レールスター（軌道自転車）や電動カートの試乗
※各会場でイベント内容は異なります。
ほかにも各種売店が出店予定で、多彩なイベントが目白押しです。
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問 総務課連携支援室 0238-26-6020
○

県の仕事を体験学習！～子ども知事室～

問 総務課 0238-26-6100
○

８月８日に子ども知事室が県庁な し、職員を質問攻めにしていました。
どで開催され、置賜各地からは８人の
吉村知事からも、直前に発生した最
小学生が参加しました。子ども知事室 上地域の豪雨被害対応の合間を縫っ
は、やまがたの未来を担う子どもたちが、 てお話があり、災害対応も県の重要な
知事との交流や県の施設見学を通し
て、県政や県の事業に関心を持ち、ふる
さと“やまがた”を理解する一助とするた
め、毎年この時期に開催されています。
石山子育て推進部長から一日知事
の辞令を交付された子ども知事は、県
庁や県議会議場、研究施設を「視察」
事業報告

山形県知恵袋委員会(置賜地域)を開催

８月２９日に、平成３０年度 山
形県知恵袋委員会（置賜地域）を、置
賜総合支庁講堂で開催しました。
置賜総合支庁長から、「活動や経験
から日ごろ感じている県政に対する率直
なご意見をいただきたい」とあいさつがあ
り、委員からは、「森林の再造林が進ん
でなく、森林資源が将来枯渇してしまう
おそれがある。林材業だけに求めるので
なく、県民みんなで共有し対策をとる必
要がある」「質の高い体験型観光を推

役割という言葉に子どもたちは真剣な
表情で聞き入っていました。短い時間で
したが、 この体験を将来に生かしていた
だくことを期待しています。

問 総務課連携支援室 0238-26-6019
○

進し、他との差別化をはかった誘客
をする必要がある」といった意見が
出されたほか、畜産農家の後継者
問題、空き家対策、子育て支援、
教員の多忙化解消、野生動物と
の共生など、幅広い分野での意見
や提案が出されました。
なお、委員からのご意見やご提
案は、今後の施策を展開するうえ
で参考にさせていただきます。
知恵袋委員会の様子

事業報告

おきたま元気創造ラボ事業報告

おきたま元気創造ラボ(おきラボ)の
「Waku Waku Okitama Share Project」
班が企画した「WEBで発信する記事の
企画方法、執筆方法を学ぶ」講座が
９月８日に長井市で開催されました。
ヤマガタ未来Lab.を運営している株
式会社キャリアクリエイトの田中麻衣子
氏を講師にお迎えし、WEBによる効果
的な情報発信について実践的に学びま
事業報告

を山形県内外に向けて発信していきま
す！

「おきたま元気創造ラボ」のフェイスブック
URL：https://www.facebook.com/okitamalabo/

○小学生の部

問 環境課 0238-26-6034
○

○中学生の部
最優秀賞
「今、私たちに
できる事 ３Ｒ
を心がけよう！」
飯豊町立
飯豊中学校１年
わたなべ

最優秀賞
「３Ｒで未来をカエル」
米沢市立興譲小学校４年
やしま

ひとの

八島仁乃さんの作品
0238-26-6051

手軽でおいしい料理３品の試食提供
及びレシピ紹介、伝統野菜の展示など
を行いました。「伝統野菜は、香りや味
が濃かったり、えぐみがあったり個性派が
多い。それぞれの個性を楽しんでほし
い。」と我妻シェフから料理を紹介いた
だき、試食をお配りしました。
参加されたお客様からは、「うこぎとク
リームチーズがよく合う」「おいしい！家庭
でもチャレンジしてみたい」と新たな発見
に大変喜んでいただきました。

河川学習用物品を小学校へ贈呈

山形県では県民の河川・海岸愛護
意識を高めるため、「きれいな川で住み
よいふるさと運動」を行っており、その一
環として平成１８年度から河川学習
用物品を小学校へ贈呈しています。
今年度、置賜管内では、米沢市立
関根小学校と南陽市立漆山小学校
に対して、８月２８日に贈呈式が行わ
れました。贈呈式では、水網や水質測
定パックテスト等の物品を受け取った児
童や校長先生から感謝の言葉をいただ

ここな

渡部心響さん
の作品

問 農業振興課
手軽でおいしい伝統野菜料理の試食会を開催しました！○

８月２８日に道の駅米沢で「あが
やえフェア伝統野菜料理試食会」を開
催しました。「あがやえフェア」は、置賜
産農産物の消費拡大を目的に、置賜
の伝統食材を見て、知って、食べて理
解を深めてもらう取り組みとして、昨年
度から実施しているものです。
試食会では、リストランテ喜右エ門の
我妻喜一オーナーシェフにご協力いただ
き、山形おきたま伝統野菜のうち、旬の
おかひじき、うこぎ、八ツ房なすを使った
事業報告

した。
講座の最後に、おきラボメンバーはラー
メンや道の駅といったそれぞれが発信し
たい置賜の魅力を決定しました。
今後は、今回学んだ様々なポイント
を踏まえながらメンバーそれぞれが取材
を行い、記事を書き上げます。最終的
にヤマガタ未来Lab.のライターとして記事
を投稿し、『読者に刺さる置賜の魅力』

廃棄物適正処理・３Ｒの普及啓発ポスターコンクール受賞者決定！

置賜総合支庁では、廃棄物の適正
処理・３Ｒの普及啓発を図ることを目
的 に、「廃 棄 物 適 正 処 理・３ Ｒ（リ
デュース・リユース・リサイクル）の普及啓
発ポスターコンクール」を開催しました。
今年は小学生の部に５２作品、中
学生の部に８８作品の応募があり、審
査の結果、入賞・入選作品１６点が
決定しました。作品は庁舎ロビーや商業
施設等で展示するほか、不法投棄防
止の看板等に活用されます。
多数の応募ありがとうございました！
事業報告

問 総務課連携支援室 0238-26-6021
○

問 建設総務課 0238-26-6069
○

きました。
今 後 は、「総 合 的 な 学 習 の 時 間」
に、贈呈された物品を使っての水中観
察や水質調査等が予定されています。

米沢市立関根小学校のみなさんと

南陽市立漆山小学校のみなさんと

事業報告

綱木川ダム探訪・親子体験学習を開催

７月２９日に綱木川ダムにおいて
「綱木川ダム探訪・親子体験学習」を
開催しました。
ダムの堤体内見学や巡視船によるダ
ム湖遊覧のほか、山形県企業局による
水道の学習、山形県測量設計業協
会によるドローン技術の学習も併せて行
い、３８名の親子連れが参加し、ダム
に親しんでいただきました。

問 河川砂防課 0238-26-2231
○

堤体内見学

ダム湖遊覧

「ふれあいショップ『愛べ』バザー」

シリーズ
第７回
置賜地域障がい者就労活動活
性化協議会では、障がい者施設で
製造・製作している商品を販売す
る「ふれあいショップ『愛べ』バ
ザー」を随時開催しております。
１０月は４週にわたって、道の
駅米沢や三友堂看護専門学校の学
園祭において開催します。
障がいのある方が心を込めて手
作りした自主製品を、直接販売す
るバザーです。お誘いあわせの
上、是非おいでください。

＜日時及び場所＞
１ ０ 月 ６ 日（土）10:00 ～ 15:00
道の駅米沢（正面玄関わき）
１０月１３日（土）10:00～15:00
三友堂看護専門学校
１０月２０日（土）10:00～15:00
道の駅米沢（正面玄関わき）

☆主な販売品目☆
パン、菓子、加工品、手
工芸品、寄せ植え、野菜、
季節商品など
（それぞれ日替わりで３
～５店舗が出店します。ど
のような品揃えになるかは
当日のお楽しみ。）

１０月２７日（土）10:00～15:00
道の駅米沢（正面玄関わき）

スタンプを集めておきたまの農と食を応援しよう！
「おきたま食の応援団」グリーンフラッ
グ店を利用し、異なるスタンプを４個
以上集めると、抽選で素敵な賞品が
当たる「おきたま食の銘店めぐりスタン
プラリー」を開催します！
ぜひスタンプラリーに参加し、みんなで
“おきたまの農と食”を応援しましょう！
スタンプラリー概要
■期
間
9月15日(土)～12月31日(月)
■応募方法
期間中、スタンプラリー参加店を
利用して、リーフレット付属の応募
ハガキに異なるお店のスタンプを集
めてご応募ください。
スタンプを４個集めれば応募可
能となり、さらに置賜を周遊すると
賞品がランクアップ！
●詳しくは、参加店舗等
インスタグラムやフェイスブックによ
備え付けの専用リーフ
る応募もできます。
レ ッ ト 又 は、「お きた ま
食 の 応 援 団」ホ ー ム
応募締切
ページをご覧ください。
平成３１年１月４日（金）
当日消印有効
問合せ
「おきたま食の応援団」
（事務局：農業振興課）
TEL0238-26-6051

問 置賜地域障がい者就労活動活性化協議会事務局
○
地域保健福祉課 0238-26-6028

置賜こども芸術祭２０１８ 舞台芸術部門
置賜各地で伝統芸能などの文化活動に取り組んでいる子
どもたちが一堂に会し、日ごろの練習の成果を披露します。舞
台上での、子どもたちの一生懸命な姿をぜひご覧ください。
■日時：10月13日（土）開場13:00 開演13:30
■会場：高畠町文化ホールまほら(高畠町大字高畠323)
■入場料：無料
昨年度の様子

問合せ
置賜文化フォーラム
(総務課連携支援室)
TEL0238-26-6021

置賜地域ワーク・ライフ・バランスセミナーを
開催します
置賜地域での「ワーク・ライフ・バランス（仕事と家庭の調
和）」を推進するためのセミナーを開催します。
■日時：11月16日（金）15:00～16:30
■内容：
【事例発表】男女共同参画における女性活躍や子育て
支援に取組まれている県内企業からの取組
事例の発表（２社を予定）
【講義】“男女共同参画”、“女性活躍推進”ってなあに？
(仮題)（講師 山形県男女共同参画推進員）
■場所：米沢女子短期大学
申込・問合せ
Ｂ４０５講義室
■参加料：無料
子ども家庭支援課
0238-26-6027

平成３０年度山形県青少年健全育成県民大会開催
県内の青少年健全育成に関わる者が一堂に会し、問題解
決や実践活動への決意を新たにする、「山形県青少年健全育
成県民大会」が米沢市で開催されます。
■日時 10月21日（日）12:00～15:35
■会場 伝国の杜 置賜文化ホール
■主催 山形県青少年育成県民会議
■内容
○アトラクション 上杉エイサークラブ 「園田エイサー」
○開会行事（表彰、大会宣言 等）
○少年の主張・発表
○いじめ・非行防止セミナー
・事例発表：長井市教育委員会文化生涯学習課
主事 齋藤 広大 氏
「大人と子どもでまちづくり
～「長井の心」を育むために～」
・講
演：「命の授業」 講師：ゴルゴ松本 氏
問合せ 子ども家庭支援課 0238-26-6027
ヘルプマークを知っていますか？
援助が必要な方のためのマークです

義足や人工関節を使用している方、難病の方、
妊娠初期の方など、外見からはわらなくても、援助
が必要な方がいます。ヘルプマークを見かけたら、電
車やバスで席を譲る、困っているようなら声をかける
など、思いやりのある行動をお願いします。
また、ヘルプマークを希望される方には、下記窓
口で配布しています。
配布窓口 置賜総合支庁地域保健福祉課
置賜総合支庁西置賜地域振興局
各市役所・町役場など
問 地域保健福祉課
○

ツキヨタケ

手で縦に割り裂くと、キノコの根元に
黒いシミがあります。小さいものでは、
無い場合もあるので、軸の隆起帯と
共に確認してください。

発

行

元

置賜総合支庁
総務企画部総務課
ＴＥＬ ０２３８（２６）６１００
ＦＡＸ ０２３８（２４）１４０２
皆 様 の ご 意 見、ご 感 想 を
お待ちしております。

10月15日～10月21日は「精神保健福祉普及運動週間」
ストレスが多い現代社会では、誰もが心
に不調をきたす可能性があります。
心に不調を抱える人も、そうでない人
も、共に理解し助け合える社会でありたい
ものです。この機に、ご自身や周りの人の
心の健康を振り返ってみませんか。
もしも、気分が落ち込んでいる方がいたら、ひとりで悩まず、
ぜひご相談ください。置賜保健所では随時心の健康相談を
受け付けております。
問 地域保健福祉課 0238-22-3015
○
10月はがん検診受診率50％超を目標にした
集中キャンペーン月間です

日本人の２人に１人ががんに
なり、３人に１人ががんで亡くなっ
ています。早期発見・早期治療の
ため、定期的にがん検診を受ける
ことが大切です。がん検診について
の詳細は、お住まいの市町又は職
場の健康管理担当までお問い合
わせください。
また、１０月は２１日（日）
の県内一斉休日検診日等の休
日に 、子宮頸がん・乳がん検診が受診できます。何かと忙しく
自分のことが後回しになりがちな女性の皆さん、この機会にが
ん検診を受けましょう！
＜休日検診の申込・問合せ先＞
米沢市在住の方：米沢市健康課 0238-24-8181
米沢市以外の市町在住の方：南陽検診センター
0238-43-6303

0238-26-6028

県内では過去５年間で２３件のキ
ノコ食中毒が発生しており、特にこの時
期は注意をお願いします。
種類別で食中毒が多いのは「ツキヨ
タケ」です。ツキヨタケは、縦に割ると、
キノコの軸の部分に黒いシミが見られ、
また、軸とひだの付け根の間につば様
の隆起帯があります。このように、硬い
軸の部分が見分け方のポイントになり
ますので、くれぐれも軸の部分を切り落
とさずに、確認してください。

問 保健企画課 0238-22-3004
○

毒キノコには一般的な見分け方は
ないため、その種類ごとの特徴をしっか
りと覚える必要があります。また、キノコ
は成長と共に見た目が変わるため、図
鑑だけで判断するのは危険です。
また、食用のキノコと毒キノコが同じ
場所に生えていることもあります。一旦
採取すると、ますます見分けがつきにく
くなりますので、採取場所で確実に毒
キノコかどうか見分けがつかな いもの
は、「採らない」、「食べない」、「おすそ
わけしない」ようにしてください。
問 生活衛生課 0238-22-3740
○

置賜総合支庁では、やまがた緑環境税を
活用し、源流の森インタープリター養成講座を
開講しています。インタープリターとは森を案内してくれる人のことで、源流の森
でボランティアとして活動いただける人材を養成しています。
今年1回目の講座は９月１日に開催し、参加者はインタープリターの活
動内容、森の案内方法、野外活動の安全管理・救急処置などを熱心に受
講しました。
２回目の講座は、１０月２７日（土）に開催を予定しています。森に
興味がある高校生以上の方であればどなたでもご参加いただけますので、是
非ご参加下さるよう、お願いいたします。（森林整備課森づくり推進室）

森の案内方法の受講の様子

